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福岡よかとこビジネスプランコンテスト
● 「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」参加者募集！
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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10月20日(火)　13：30～16：30 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１９2回　フクオカベンチャーマーケット開催

福岡県及び福岡県ベンチャービジネス支援協議会は、福岡県の地域資源（農林水産物
や観光資源など）を活用した新しいビジネスを創出するため、ビジネスプラン
コンテスト（大賞賞金 50万円）を開催します。

【募集期間】  　平成 27 年 9月 25 日（金）～ 11月 20 日（金）（必着）
【お申込み】　福岡よかとこビジネスプランコンテストHP(http://sogyo.fukuoka.jp)
     　　　　　を ご覧ください。
【お問合せ】　  福岡県ベンチャービジネス支援協議会
　　　　　　  電話：092-725-2729　E-mail：ven@fvm-support.com
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 17 回福岡デザインアワード
● 福岡発のステキ、オドロキに出会えます。

福岡県内企業のデザイン性に優れた商品を表彰する「福岡デザインアワード」を
アクロス福岡で開催します！食品、生活雑貨、家具・インテリアから工業製品に至る
まで、こだわりの商品をご覧ください。

【日　　時】　10月 21 日（水）13：30 ～ 18：00　　　　　　　
　　　　　　10月 22 日（木）10：00 ～ 16：00　
【場　　所】　アクロス福岡地下 2階イベントホール　　　　
【お申込み】　入場無料
　　　　　　詳細は、福岡県産業デザイン協議会HPをご覧ください。(http://fida.jp）
【お問合せ】　　福岡県産業デザイン協議会　担当：森田
　　　　　　　電話：０９２－６４３－３４４９　電子メール：info@fida.jp
　

福岡県タイ （バンコク） ビジネス訪問団派遣事業
● タイビジネス訪問団　参加者募集！

福岡県、北九州市、公益財団法人北九州貿易協会、タイ国工業省が連携し、タイ・
バンコクにおいて、現地企業訪問・ 商談会等を実施します。詳細、お申込みは福岡県
HPをご覧ください。（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/thai-visit2015.html）

【時　　期】　平成 28年 1月 17 日 ( 日 ) ～ 21 日 ( 木 )　※4泊 5日（うち機内 1泊）
【対　　象】　食品関連の福岡県内企業　　　　　　　　
【参加費用】　福岡⇔バンコクの航空賃、宿泊費、食事など　
【申込締切】　平成 27年 10 月 30 日（金）　
【お問合せ】　福岡県 商工部 新事業展開支援室（担当：東（あずま））
　　　　　　電話：092-643-3430
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代表社員　川島　　悠歌

東京都渋谷区本町 2-29-16-202

設立年月日　：2014.5.23
資　本　金　：500 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
飲食店、商社、メーカー、医療
関係、美容サロン、食材卸業者

九州の素材を使ったグラノーラ及び

グラノーラバーの開発・製造販売

九州の食材を使った、“本当に体に良い素材”

と“また食べたくなる美味しさ”にこだわり抜い

たグラノーラ及びグラノーラバーの開発・製造

販売をしています。忙しくても続けられる、体に

も心にも美味しいお菓子の提供を通じて、より

豊かでより楽しいライフスタイルの実現を

サポートします。

合同会社
ＡＵＲＯＲＡ　Ｐｒｏ
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10 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役社長　野田　昌太郎 
     
福岡市中央区赤坂 1-7-27　
大稲ビル 3F

設立年月日　：2009.6.11
資　本　金　：13,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
VC

タクシー会社等のニーズとシーズを

トリガーとして展開するモビリティ・シェア事業

年率40%の伸びを見せるカーシェア事業を

タクシー会社のニーズとシーズをトリガーとして

展開する「モビリティ・シェア事業」。

(プレテストで 20%と驚異の加入意向率 !)

株式会社
ドライビング・フォース

代表取締役　金　瓘柏

韓国ソウル市ソンブ区
ハランロ 275

設立年月日　：2013.4.1
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
健康食品会社

個人の栄養摂取管理及びユーザーに
合わせた栄養管理ヘルスアプリ

当社の栄養管理サービスでは、①ウェブ及びアプリ

からユーザーの食事記録・管理 ②献立、レシピ、

カロリー、栄養関連情報の提供 ③食材生産者、

加工工場、物流、流通が連携し、ユーザーに様々

な商品の販売 ④Ｂ2Ｂ従業員の健康管理システム

アプリサービス ⑤栄養士、医療、フィットネス

等の外部専門家との連携で健康コンサルティング

が行えます。

株式会社
ミールフォーミー

代表取締役  荻野　和正

北九州市八幡西区浅川台
3-1-1

設立年月日　：2007.2
資　本　金　：30,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携・FC 展開

（聴講希望パートナー）
VC、医療機関

LED 温熱健康機器 ACLA 製造販売

及び業務提携による海外展開

世界でも認められた赤色LED照射を行う機器に

よる皮膚のケア効果や近赤外線に近いLED波長を

用いた温熱効果で、鍼灸院・美容室などの業務用

から、お子様の在る一般家庭まで安心してご使用

戴いて居ります。また、特許取得回路を組み込む

事で色々な効果を発現できると考えています。

U-TEC 株式会社

※グラノーラとは・・・アメリカのサナトリウム（結核病棟）にて療養食として
    開発された、非常に栄養価の高い食べ物。穀物、ナッツ、ドライフルーツ等を
　混ぜ合わせたもので、食事やスウィーツとして食されている。

（当社商品）右：抹茶グラノーラ　左：グラノーラバー
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開催日時：2015 年 10 月 20 日（火）　　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 福岡ビル 4F）
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表取締役　永田　厳悟

福岡県太宰府市通古賀 5-2-3

設立年月日　：2012.6.1
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
住宅建材・設備メーカー

古民家を快適に・
お母さんとつくるリノベーション

イエノコトでは古民家が持つ住宅の伝統的価値を

鑑定、耐震検査、工法の合った工事といった

ハード面でサポートすると同時に“家事セラ

ピスト”による住み手が快適に暮らすための

“暮らし易さ”を発見し具体的なリノベーション

プランに反映するソフト面のサポートを提供。

日本人らしい暮らしと住文化を次世代に伝える

活動を展開します。

イエノコト株式会社

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)※北九州開催

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

受付終了

10月31日(土)

代表　玉井　洋子

福岡市南区高宮 5-4-21
ソフィア高宮 B 館 201 号

設立年月日　：2008.11.12
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
士業、ブライダル業者、
商工会、行政

九州初！再婚に特化した結婚相談所
「マリッジ・アゲイン」

弁護士事務所勤務10年、夫婦問題カウンセラー

7年　相談件数 2,000件超の経験により蓄積した

より良い結婚生活を送るためのノウハウを活かし

ての再婚に特化した結婚相談所です。年間婚姻

件数約66万組のうち 4組に 1組は再婚、再婚市場

は年々増加。人生90年時代。これからは、やむ

なき離婚も前向きに捉えて、もう一度新しい

パートナーと「よりよい人生」を創り上げていく

ことが、自然な流れになる時代となります。

WiseFairy( 個人事業 )

 家事セラピスト
がお手伝い

リノベーション
の流れ

お問合せ
ご相談

ご自宅確認
ご要望のお伺い

プラン
お見積り

ご要望再確認
プラン修正

仕様打合せ 工事 お引渡し

古民家鑑定士
がお手伝い

”古民家”＝伝統工法住宅ならではの特徴や維持の仕方

を学んでいただき、オーナー様ご自身がどう暮らしていきた

いかを考えていただく

ライフステージ確認

”モノ”整理（考え方）

”モノ”整理

（実践）

古民家鑑定･･･伝統的価値の確認ができます

動的耐震診断･･･”伝統工法”の耐震判断が可能

本契約

勉強会
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古民家鑑定･･･伝統的価値の確認ができます

動的耐震診断･･･”伝統工法”の耐震判断が可能

本契約

勉強会

 


