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第 102 回イブニングワークショップ
● ASEAN への食品販路開拓～手順と注意点～ 
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開催場所：               福岡ビル４F(福岡市中央区天神1-11-17)

　　　　　                  福岡アジアビジネスセンター

開催日時：2015年9月16日(水)　13：30～16：50 参 加 費：無料

※ビジネスパートナーの方であれば、どなたでも参加できます。事前エントリー不要です。

※発表企業の事業計画書等につきましては、開催当日配布いたします。

第１９1回　フクオカベンチャーマーケット開催

　アドバイザーとして食品関連の中小企業の海外販路開拓を支援されている

福田 俊英氏に、ASEAN、特にタイへの食品販路開拓の手順・注意点について伺います。
海外の商談会後に商談成立の確度を高めるために、商談会に向けた準備・その後の
フォローについても詳しくお話いただきます。
【開催日程】  　2015 年 10 月 2日（金）    　18：00 ～ 20：00
　　　　　 　（セミナー：18：00 ～ 19：00/ 交流会：19：00 ～ 20：00） 
【場　　所】　福岡アジアビジネスセンター　セミナールーム
【 参  加 費 】　無料　（交流会は有料：会費 500 円） 
【お申込み】     福岡 ABC ホームページをご覧ください。(http://www.f-abc.org/)
【お問合せ】　福岡アジアビジネスセンター（福岡 ABC）　担当：長谷川
　　　　　　電話：092-791-5025　FAX：092-791-5026　E-mail：info@f-abc.org

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kitakyushu MONOCAFE 2015
● デジタルものづくりクリエーターの祭典 Kitakyushu MONOCAFE 2015 の

　 出展者を募集中です。

「北九州モノカフェ２０１５」は、大人も子どもも新しいデジタルものづくりの世界を
体験できるイベントです。たくさんのクリエーターが作品を発表し、交流することで、
新しいアイデアが生まれます。
【応募締切】平成 27年 9月 30 日（水）
【応募方法】  Web サイトから出展申込書をダウンロード（http://monocafe.info/）
【お問合せ】ヒューマンメディア財団　担当：佐保、山口
                          電話：093-663-2950
　

グローバル経営者養成塾
● 「グローバル経営者養成塾」受講生を募集します！

未知の世界に飛び込み成功を掴むための思考技術を磨き、不確実性に対処しながら、
今後の成長戦略を描くための土台をつくる 4 日間の特別プログラム。
福岡から世界を見据え挑戦し続ける経営者層・次世代の経営層を輩出するため、
福岡アジアビジネスセンターとグロービスが共同企画しました。
【時　　期】　平成 27年 10 月 31 日 ( 開講特別セミナー＆オリエンテーションのみ )
　　　　　　全 4回：平成 27年 11 月 7, 21 日、12 月 5, 19 日 ( 隔週土曜日 )
【対　　象】　県内企業経営者、次世代の経営層の方
【応募方法】　福岡 ABC ホームページをご覧ください。(http://www.f-abc.org/)
【お問合せ】　福岡アジアビジネスセンター（福岡 ABC）　担当：長谷川
　　　　　　電話：092-791-5025　FAX：092-791-5026　E-mail：info@f-abc.org
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9 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　樋口　清美

福岡県筑紫野市上古賀
3-2-16

設立年月日　：2007.3.26
資　本　金　：6,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
人材派遣業、製造業、IT 関連
企業

中小企業のための BtoB に特化した
顧客獲得支援サービス

首都圏では企業の競争力を高める為、専門では

ない業務をプロに委託する企業が多いが、他の

地域ではそうではない。しかしプロに委託する

ことで人材も育ち最終的にはコスト削減にもつな

がる。そこで新規開拓の一部をパッケージ化して

導入しやすい形で提供していきます。

株式会社
sora プロジェクト

 

・業務設計・ターゲット探し
・アポイント取得
・企業の情報取得
・分析による傾向と改善
・有効客の見える化

・アポイント先企業に訪問営業
・情報による個別のアプローチ
・GoogleMapによるついで訪問

soraの業務 クライアント様の業務

クライアント様の営業担当者が新規顧客開拓の全業務を行う導入前

見込み客探しをプロに委託することによる生産性アップと無駄の削減

導入後

クラウドソフトで
情報共有による

データの一元化・
見える化

代表取締役　矢野　智哉

宮崎県宮崎市神宮 2-3-1

設立年月日　：2015.6.1
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、旅行業者、
ギフト業者

健康づくりと地域振興を実現する

プラットフォームサービスと体験ギフト事業

このサービスは利用者にスポーツサービスとの出会

いを促すとともに大切な方に運動体験をギフトとし

て贈っていただき、運動との出会い・健康で楽しい

ライフスタイルのきっかけを提供します。この事業

ではスポーツサービス業活性化で地域貢献も目指し

ます。

株式会社ラヴィータ

代表取締役　杉本　明文
     
福岡県福津市福間駅東
1-1-1-508

設立年月日　：2009.2.17
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
ホームセンター、ドラッグ
ストア等多店舗展開する企業

トータル省エネ支援サービス
「エコアクティブ」の市場開拓

これまで空調の省エネで苦労された皆様に朗報

です。快適性を保ったまま、自動で節電してくれ

る理想的な省エネシステムがあります。省エネの

仕組みも簡単で分かり易く、一度聞けばすぐに

納得できます。また導入費の回収期間が大変短い

ことも魅力です。

株式会社
チェンジバリュ

代表取締役　藤澤 博基

福岡県筑紫野市二日市中央
1-12-22

設立年月日　：1997.6.20
資　本　金　：30,000 千円
常用従業員数：11 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
農業、食肉飲食業、菓子製造
販売業、化粧品・医薬品関係

神の鳥「エミュー」の生産物を使用した
商品の開発と販売

オーストラリア原産の鳥「エミュー」には肉・油

・卵・皮・羽など優良な生産物が多いことに着目。

その中でも特に化粧品や健康食品や医薬品の原料

としてのオイル、ヘルシーで美味しいお肉、和洋

菓子原料や抗体の生成研究での卵、を自社飼育で

の国産を強みに商品開発と国内外へ販売の展開を

考えております。

日本エコシステム
株式会社

 

スポーツジム ヨガスタジオ

乗馬牧場 クライミング

ダイビング

点在するフィットネス業者・スポーツサービス業者

個人や小さな組織が多い。
予約を調整したり、消費者
からの問い合わせに応じる
サポートデスクがない。

地域内のフィットネス・スポーツサービス事業者を一括して
紹介するプラットフォームの制作とサポートデスクを代行する。

本事業

顧客 サービス業者

目的によって選ぶことのできる
わかりやすくサービスの紹介 サービスを

見比べて予約

サービスの紹介と
サポートデスクの代サービス料金の

10％を支払う

サービスの利用・料金の支払い

サービスの提供

各種サービスを他社へのプレゼントとしても利用できる、体験ギフトも販売していく



 

代表取締役　丹羽　正美
     
長崎県長崎市出島町 1-43 
ながさき出島インキュベータ 305 号室

設立年月日　：2005.2.21
資　本　金　：71,485 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
製薬会社

新薬開発を加速する創薬支援ツール

「BBB キット™」

薬や食品機能性成分が脳で作用するためには、

BBBと呼ばれるバリアを通過して脳に入る必要が

あります。BBBキット™は細胞培養容器の中に脳の

BBBを再現しており、動物実験無しで、簡便に

様々な成分の脳内への入りやすさを評価すること

ができます。

ファーマコセル
株式会社

会社の概要
事 業 名

事業の概要・企業 PR
商品・サービス等時 間
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＊発表時間は変更される場合がありますので、予めご了承ください。

開催日時：2015 年 9 月 16 日（水）　　会場：福岡アジアビジネスセンター
                                    　　　　　　　　　　　（福岡市中央区天神 1-11-17-4F）
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16：50

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

16：00

～

16：20

＊店内イメージナン

FVM今後の開催予定

福岡県ベンチャービジネス支援協議会では毎月ビジネスプラン発表会・商談会を開催

しております。新しい技術やサービスをお持ちのベンチャー企業及び新たな分野に

チャレンジしようとする中小・ベンチャー企業の皆様、ＦＶＭでビジネスプランを発表し、

貴社ビジネス展開を加速しませんか。

◆ フクオカベンチャーマーケット ビジネスプラン発表企業募集 ◆

お申込み
・ホームページ(http://www.fvm-support.com)からエントリーしてください。

・電話（092-725-2729）では常時、参加相談等をお受けしています。

日　　程

2015年11月18日(水)

2015年12月16日(水)

2016年 1月29日(金)※久留米開催

申込締切

※受付終了

9月30日(水)

10月31日(土)

代表取締役　川上　晃博

福岡市博多区博多駅東 1-12-17
オフィスニューガイア博多駅前 3F

設立年月日　：2015.6.12
資　本　金　：8,310 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、新規事業参入に
興味ある企業

食の生産者を支援するクラウドファンディング

『FUUDO( フウド )』

食の生産者を支援するクラウドファンディング、

身体にも地球にも安心安全な高付加価値食材を

事前予約販売するサービスです。高齢化・耕作

放棄地・農業経営・自然災害・空き家・地方創世

等の社会問題を解決し、日本が成長出来る

プラットフォームを目指します。

株式会社フウド

代表取締役社長　田村　志朗

福岡市博多区千代 3-2-1

設立年月日　：1972.12.21
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：9 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、証券会社、税理
士・会計士事務所、司法関係

本づくりを通じて
「心の事業承継」のご提案

全ての企業にとって、もはや経営戦略の一つと

なっている事業承継問題。目に見える経営資源の

承継はその道の専門家へ。目に見えない経営資源

（歴史、理念、ビジョン、技術等）の承継は、

梓書院が「心の事業承継」として明文化のお手伝

をします。事業承継問題の最良の解決策は本づく

りにあります。

株式会社梓書院


