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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：               AIMビル6F(北九州市小倉北区浅野3-8-1)

　　　　　                  北九州テレワークセンター

開催日時：2015年11月18日(水)　13：20～17：00 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１９３回　フクオカベンチャーマーケット 北九州開催

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を ご覧ください。
　　　　　　(http://sogyo.fukuoka.jp)
【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
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フクオカ ・ スタートアップ ・ セレクション
● フクオカ・スタートアップ・セレクション 参加者募集

グローバル創業・雇用創出特区として、創業・起業を支援し，新たな価値を生み続ける
まちづくりを進めている福岡市は，既存企業とスタートアップ企業をつなぐビジネス
マッチングイベント「フクオカ・スタートアップ・セレクション」を開催します。

【日　　時】　平成 27年 11 月 24 日（火）13：00~17：30
【場　　所】　グランドハイアット福岡 3F　ザ・グランド・ボールルーム　　　
【参加費用】　無料
【お申込み】　フクオカ・スタートアップ・セレクションHPをご覧ください。
　　　　　　(http://fukuoka-startup-selection.jp/）
【お問合せ】　フクオカ・スタートアップ・セレクション事務局
　　　　　　TEL:092-751-2466　　Email:info@fukuoka-startup-selection.jp
　

福岡県 Ruby ・ コンテンツビジネス振興会議
● ①第８回フクオカ Ruby 大賞

    ②福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞 2016　作品募集中！

【募集対象】　①Ruby の特徴を活かして開発したシステムや新しいビジネスモデル、
　　　　　　　普及に関する取組で、最近（概ね１年間）のもの。
　　　　　　②製品展開を前提、もしくは製品化が可能なデジタルコンテンツ作品等
　　　　　　　（ゲーム、アニメ、映像、スマホアプリ等）。
【募集期限】　①11月 27 日（金）まで　②11月 30 日（月）まで　　　　　　　
【参加費用】　福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議HPをご覧ください。
　　　　　　（http://www.digitalfukuoka.jp）
【お問合せ】　福岡県商工部新産業振興課 Ruby・コンテンツ班　担当：①佐藤　②樋口
　　　　　　電話：092-483-1225
　　　　　    

ｎｅｗｓＦＶＭ　ｎｅｗｓ

JR 小倉駅・モノレール小倉駅よりペデストリアンデッキで徒歩 5分
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代表取締役　渡邉　由規

北九州市小倉北区浅野
3-8-1　AIM ビル 7F

設立年月日　：2013.6.7
資　本　金　：1,000 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）
企業全般、教育機関

人から人へ伝達力強化。
戦力人材の育成研修の提案

「話し方」はコミュニケーションの要です。

株式会社ＳＣＡｉは個人レベルの話し方教室

から企業研修まで、伝達力UPを目的とした

人材育成を行っています。「話し方」を

見直せば社会生活が豊かになる。企業の

抱える問題に応じてオリジナル社員研修も

行っています。

株式会社ＳＣＡｉ

・ＳＣＡi 式研修は、短く・的確に・わかりやすくという
三本柱を軸に、業種や職種を問わず、組織の課題やニーズ
に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成し、
ご提供します。
　
【研修対象】Ⅰ. 一般企業・・・新入社員、管理職、営業職
Ⅱ. 医療関係・・・看護師、介護士、歯科衛生士、受付他
Ⅲ. 学校法人・・・講師、職員、学生（就業前）

代表取締役　岩崎　正明

北九州市若松区ひびきの
1-8　
事業化支援センター 309 号

設立年月日　：2003.8.1
資　本　金　：6,187 千円
常用従業員数：7 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
教育機関、教育機関向け
商社

教育機関向け
E ラーニングソリューション事業

Moodleを便利に活用するノウハウ多数持って

ます！Moodleでの E-ラーニングサイト構築

や機能カスタマイズ、運用サポートなら

何でもお任せください。学校での導入規模

から先生単位のカスタマイズ要望など目的に

合わせてご提案いたします。

株式会社ブラテック

13：40

～

14：00

代表取締役　竹下　聡

北九州市若松区ひびきの北
1-103

設立年月日　：2014.3.14
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
化粧品販売会社、美容室、
エステ店、雑誌社、
マスコミ、金融機関

完全非加熱活性プラセンタ化粧品の
国内外販路開拓

ＰＤ膜分離技術で実現した世界初の完全

非加熱活性プラセンタと、プラセンタ成分を

浸透させるために新たに開発された

「帰水性クリーム調合技術」。「プラセンタ

Ｃ６シリーズ」はその二つの技術で誕生し、

高い評価をいただいていいます。

株式会社
ＦＩＬＴＯＭ

14：00

～

14：20

FILTOM 
プラセンタ化粧品製造 
独自フィルター技術 

新商品開発 

Bunbo 
プロモ－ション 

本物の品質を求めている客層が訪れる 
サイト、SNS、店舗、コミュニティ、雑誌 

北九州大学 

九州工業大学 

ＧＢＡ※ 

岩下デザイン 

小柳 web デザイナー 

多様でかつ具体的にニーズにスピーディーに応える開発体制 
多
様
で
か
つ
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
の
フ
ィ
ー
ド
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代表取締役社長　吉　赫哲

北九州市若松区ひびきの
1-8

設立年月日　：2011.6.8
資　本　金　：20,000 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
水銀ランプを使用している
施設、工場

高濃度 BOD* 排水の処理技術開発

当社の水浄化システムはオゾンと紫外線の

ダブル効果で強力殺菌し、水中の微生物、

有機物の殺菌・分解に効果的です。紫外線

光源は水銀を含まないUV-LEDを使用し、

省エネ、低ランニングコスト化を実現しま

した。船舶のバラスト水処理への参入を

考えています。

日本プライスマネジメント
株式会社

代表取締役　木原　敏彦

北九州市若松区ひびきの北
1-103
技術開発交流センター 211

設立年月日　：2013.6.7
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

（聴講希望パートナー）
植物育成関連の企業技術
部門

植物育成用 LED 光源と制御装置の
開発商品化

健康機能性成分・生薬・食事制限野菜・輸入

依存植物・成長促進と成長抑制等々、

人工光ならではの生物環境制御技術が期待

されています。弊社のLED技術を組み込ん

だ装置で、これらの付加価値が高い植物の

栽培に貢献出来る商品を開拓して行きます。

株式会社
環境フォトニクス

14：50

～

15：10

代表取締役　大束　靖浩

北九州市小倉北区浅野
3-8-1　AIM6 階

設立年月日　：2009.7.7
資　本　金　：4,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
防災・防犯機器メーカー、
商社、イベント関連業者

ポスター式 LED 無災害記録掲示板と
LED マトリクスの販路拡大

有りそうで今までなかったLED商品。

超軽量で持ち運びも便利。他の機材も一切

不要。

様々な場所で利用できることを前提に製作

しました。

株式会社ロクリア

15：10

～

15：30

*BOD: 生物化学的酸素要求量

①薄型フィルム LED商品　＜例：ポスター式無災害記録掲示板＞
　商品名＝カウント 24Hは、24 時間毎に自動的にカウントDOWN／
　カウントUPする商品です。

◎例： ポスター式無災害記録掲示板
　※COUNT-24H を 3枚利用

②超薄型 LED表示板「LEDマトリクス」
　スマートフォンで表示したい文字／色を入力し、入力した内容は
　スマートフォンより bluetooth 転送。
　直ぐに、LED表示器に転送され表示される仕組みです。

入力内容が
直ぐに表示されます

【植物育成用 LED光源の製品概要】

【制御装置：生育の時期に最適な光量と光質を選択】
植物工場用 LED光源ブッロクダイヤグラム

電　源　部

点灯時間制御部

発振
部

赤制御

緑制御

青制御

遠赤制御

LED 光源部
赤
緑
青

遠  赤
白
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代表取締役　宮本　国隆

福岡県京都郡苅田町苅田
3787-28

設立年月日　：2012.9.3
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
倉庫、工場を保有する企業、
大型商業施設運営会社

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズの
開発・製造・販売

省電力・長寿命・明るくコスト削減！

高天井照明の「無電極ランプのエコ太郎」

は、安心安全の日本製です。熟練工が真心

こめて生産しています！LEDとは異なる

柔らかく、瞳に優しいあかりで、日本の未来

を明るく照らします！

プロライト株式会社

代表取締役　古川　ひろ美

北九州市小倉北区西港町
122-10

設立年月日　：1950.9.3
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
地方創生を担う公的機関

簡単動画作成・配信・
音声通話システムの開発・販売

言語から感情を解析するデータベースを開発。

文字入力だけで簡単にキャラクターが自動で

表情や仕草をつけながら演出する動画作成・

配信・音声通話システムを開発した。

デジタルサイネージ・動画広告・教育など、

多言語対応など多様な意思疎通の問題を解決。

ICT+感性(心)に拘り「伝える絆を創造」

している。

有限会社 BOND

16：00

～

16：20

代表取締役　平田　教光

北九州市小倉北区京町
3-14-11

設立年月日　：1991.2.21
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・業務提携

（聴講希望パートナー）
商店系商材の商社、問屋、
商店系コンサル会社

既存ＩＣカードを活用したクラウド型

低価格ポイントカードシステムの提供

女性が好きなポイントカードですが枚数が

多く財布に入れずに新規勧誘を断られ困って

るお店が大半です。本件は紙から交通系

ICカードに移行し容易に顧客獲得をする

仕組みです。新規集客や情報配信機能もあり

ます。ICポイントの可能性や市場の話をし

ます。

株式会社レセプター

16：20

～

16：40

当社で開発した無電極ランプ「エコ太郎」を販売して
いただける販売代理店（取次店含む）を募集いたします

Smartavatar®が自動で表情やしぐさをつけながら発生 (AI)
~ICT技術+「おもてなし」の基本となる人の心 (感情 )の解析に拘る~

簡単に・早く・何度でも
作成、複数端末に同時配信

 

＊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。



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 ◆

・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

お問合せください

お申込み

第 10 回 KVIC フェア　展示・商談会

北九州ベンチャーイノベーションクラブ（ＫＶＩＣ）のベンチャー・一般会員による
新製品展示・デモンストレーションなどを行います。
北九州ベンチャーイノベーションクラブ（ＫＶＩＣ）のベンチャー・一般会員による
新製品展示・デモンストレーションなどを行います。

(第193回フクオカベンチャーマーケットin北九州)
北九州ベンチャーイノベーションクラブのベンチャー・一般会員等による販路拡大・業務提携・資金調
達・技術提携等のためのビジネスマッチングを目的としたビジネスプラン発表会を行います。

(第193回フクオカベンチャーマーケットin北九州)
北九州ベンチャーイノベーションクラブのベンチャー・一般会員等による販路拡大・業務提携・資金調
達・技術提携等のためのビジネスマッチングを目的としたビジネスプラン発表会を行います。

①株式会社SCAi

④日本プライスマネジメント株式会社

⑦プロライト株式会社

①株式会社SCAi

④日本プライスマネジメント株式会社

⑦プロライト株式会社

ビジネスプラン
発表会登壇企業
ビジネスプラン
発表会登壇企業

②株式会社ブラテック

⑤株式会社環境フォトニクス

⑧有限会社BOND

②株式会社ブラテック

⑤株式会社環境フォトニクス

⑧有限会社BOND

③株式会社FILTOM

⑥株式会社ロクリア

⑨株式会社レセプター

③株式会社FILTOM

⑥株式会社ロクリア

⑨株式会社レセプター

◆ 展示･商談会　１０：００ ～１７：００

企業名

株式会社環境フォトニクス

3D Print Parts

セイフティテクノサービス株式会社

日本プライスマネジメント株式会社

株式会社FILTOM

株式会社ラステディアス

株式会社ロクリア

株式会社SCAi

合同会社顧客の声活用社

株式会社ブラックハンド

株式会社ブラテック

eco-shop北九州株式会社

株式会社エコプラスワン

株式会社環境改善

株式会社機能性食研

三協興業株式会社

創伸住環境研究所合同会社

株式会社プロテクノエンジ

公益財団法人
九州ヒューマンメディア創造センター

LED光源と制御装置

3Dプリンターによる立体看板

業務用ドライブレコーダー

紫外(UV)-LED水浄化装置

化粧品「C6プラセンタシリーズ」、温泉水化粧品「やまだ泉」

新型工場灯、道路照明、植物照明、Bluetooth LED Light

ポスター式LED無災害記録掲示板、超薄型LED電光掲示板

話し方教室、企業研修

ビジネスインテリジェントツール「Tableau（タブロー）」

クラウド型建設業向け業務支援システム

Eラーニングサービス

水サーバー、再生可能エネルギー

空調・冷蔵冷凍設備の室外機洗浄「エコワンウォッシュ®」

熱制御塗料「MAGIC-COAT」、ガラス用遮熱塗料「NANO-SCREEN」

天然素材鰻油入りソーセージ、鰻カルシウム「美骨生活」シリーズ

遮熱シート、トップヒートバリア

省エネ診断、新電力

J-クレジット制度、在庫管理システム

「e-PORTチャレンジ」

展示物

製造
関連

IT
関連

環境
関連

支援
団体

サービス
関連

◆ ビジネスプラン発表会　１３：００ ～17：00

日時 ： 2015 年 11月 18日 （水）　10 ： 00 ～ 17 ： 00

会場 ：北九州テレワークセンター （北九州市小倉北区浅野 3-8-1　AIM ビル 6F）

FVM 同時開催

★

★

★

★

★

★

★： FVM ビジネスプラン発表企業


