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福岡県ベンチャービジネス協議会より
九州 ・ 山口ベンチャーマーケット

第２回九州・山口ベンチャーマーケット開催のお知らせ

九州・山口の各県と経済団体が連携し、各県イチオシのベンチャー企業と、国内外の投資家や
ビジネスパートナーが集うビジネスマッチングイベント「九州・山口ベンチャーマーケット」
を開催します。
今年度で 2回目の開催となる今回は､新技術・新商品を提供し続ける九州・山口のイチオシ企業
５３社の展示会をはじめ、展示企業から選考された９社による九州・山口ベンチャーアワーズ
( ビジネスプラン発表会 )、九州・山口の８大学による新技術説明会及び技術展示、ジャクール
( 株 ) 後藤代表（ケンコーコム創業者）の新たなビジネスに関する講演､各県の企業や経済団体､
ビジネスパートナーが一堂に会する大交流会などイベント盛り沢山です！
是非この機会に九州・山口のベンチャー企業の魅力に触れてみてください！！

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：2017年1月25日(水)　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２０６回　フクオカベンチャーマーケット開催

2017年2月7日(火)10:00～19:30開催日

会　場 ホテルオークラ福岡　4階「平安の間」(福岡市博多区下川端町3-2)

参加費 無料 ※大交流会参加費4,000円

新技術新商品等展示会
10:00 ～ 16:20

●九州・山口各県のイチオシ企業５３社が大集結！
●あらゆる分野の新技術新商品等に出会えること
　間違いない！

九州・山口ベンチャーアワーズ
【ビジネスプラン発表会】 13:30 ～ 16:20

●九州・山口各県の代表企業９社がビジネスプラン
　を発表！
●栄冠を手にするのは…。お見逃しなく！

大学合同新技術説明会
10:00 ～ 13:20

●九州・山口の８大学による新技術説明会
●各大学が保有する選りすぐりの新技術を発表！

表彰式・大交流会
18:00 ～ 19:30

●九州･山口ベンチャーアワーズの受賞企業を発表！
●各県の企業や経済団体､ビジネスパートナーが一堂に
　会する大交流会！

講演会
16:30 ～ 17:45

『連続起業に向ける思い』
ジャクール株式会社代表取締役兼 CEO 後藤 玄利 氏

≪詳細・お申込み≫　
　　　http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/

申 込 期 限
2月1日(水) KVM2017

企業経営者・シリアルアントレプレナー・社会起業家。

アクセンチュアで5年間、戦略コンサルタントとして

従事した後、1994年(株)ヘルシーネット(後のケンコー

コム (株 ))設立。20年にわたり代表を務め、2004年
には東証マザーズ上場に導く。

医薬品ネット販売をめぐって国を提訴し、2013年に最高裁で勝訴。
NPO法人日本オンラインドラッグ協会理事長、World Economic 
Forumメンバー、厚生労働省および経済産業省での検討会メンバー
等を歴任。
2016年10月にジャクール (株 )を設立し代表取締役に就任。

≪お問い合わせ≫
　　　九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会
　　　(事務局：福岡県商工部新事業支援課)
　　　福岡市博多区東公園7-7　　TEL.092-643-3449　　

主　催 九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県、(一社)九州経済連合会、九州商工会議所連合会、

  九州経済同友会、九州経営者協会、(一社)九州ニュービジネス協議会、福岡証券取引所、(独)中小企業基盤整備機構九州本部)



代表社員　西島　銀次朗、
　　　　　クルス・ホセ

福岡市博多区博多駅東2-5-19-6F

設立年月日　：2015.12.7
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携・その他

（聴講希望パートナー）
VC、ドローン関連企業

従来比 4倍の飛行時間 (長距離、広範囲 )空撮、

分析、測量時間：

最先端産業用 VTOL 型ドローンの開発

日本コムクエスト・
ベンチャーズ合同会社

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間
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1 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　後藤　文彦
     
大分県大分市中央町 3-6-10

設立年月日　：2016.6.3
資　本　金　：1,500 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
ブライダルヘアサロン、エステ
サロン、レンタルドレスサロン

ブライダル耳つぼジュエリー ® の
関連産業との提携事業拡大

株式会社 JILCH

代表取締役　高橋　周矢

福岡市中央区渡辺通 2-7-14

設立年月日　：2009.4.6
資　本　金　：6,000 千円
常用従業員数：17 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
VC､金融機関､メーカー､支援機関

ロボット先生による
ロボットプログラミング講座

株式会社
システムトランジスタ

代表取締役社長  前田　甚一郎

福岡市東区多の津 2-5-1

設立年月日　：1963.4.3
資　本　金　：18,000 千円
常用従業員数：90 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
製造業、小売業、イベント関連企業

設計から製造を一貫して行う

エコボード (紙素材 )事業

株式会社寳章堂

ロボットによる様々なシーンでの未来を創造し

ております。中でも教育革新に特化し教育現場

におけるロボットと人の得意を活かした共存を

目指します。それは、教員の負荷を緩和し、未

来の高度技術者を育成することができます。業

種の枠を超えて協業しましょう！

NASA 出身の宇宙工学技術者と九州大学出身の研

究者の連携により誕生した垂直離着陸可能な

VTOL 型ドローンとフライト＆デザインソフト

ウェア。ドローンと IOT 技術、人工知能 (A.I.)

機能を融合し、様々なモノがインターネットを

通じて結びついていく社会、世界の実現を目指

します。

「ブライダル耳つぼジュエリー ®」は、弊社がブ

ライダルシーンに向けて考案した耳つぼジュエ

リーです。ブライダルにおけるデザイン性と耳

つぼの刺激効果による機能性を併せ持つサービ

スで、既に多くのブライダル会場様に支持され

ております。今後、ブライダル関係で連携でき

る企業様に向けて施術者育成や認定施術者の

マッチングを行ってまいります。

当社はエコボード ( 紙素材 ) に、印刷・成形・

加工を施し、什器・ディスプレイ・オブジェ・

POP 等を一台から社内一貫製造している会社で

す。エコボードは、安全・軽量・高強度・環境

配慮等の特徴から幅広いユーザーのニーズに対

応し普及しています。

＜授業風景イメージ＞



会社の概要
事 業 名

事業の概要
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：2017 年 1 月 25 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 福岡ビル 4F）

16：00

～

16：30

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表取締役　中村　輝明

北九州市小倉北区浅野 3-8-1

設立年月日　：2016.8.30
資　本　金　：3,000 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）
建設不動産関連企業、公共施設
交通・運輸機関

火災に向けて投げるだけ！
誰でも簡単に安全に消火できる「FIRESAVE」

グリーンフィールド
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

2017年2月22日(水)

2017年3月23日(木)※久留米開催

2017年4月19日(水)

申込締切

受付終了

お問合せ下さい

1月31日(火)

代表取締役　トマ ポプラン、
　　　　　　ヤスミン ジュディ

福岡市中央区大名 2-4-38-610

設立年月日　：2016.2.2
資　本　金　：770 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
マスコミ、VC、人材派遣会社

学生アルバイト向け
クラウドソーシング事業

株式会社 ikkai

火災損害低減のためには初期消火活動が最重要

です。「FIRESAVE(ファイヤーセイブ )」は、普通・

油・電気火災すべてに対応し、初期火災に向け

て投げるだけで瞬間消火できます！さらに成分

は体に無害で後始末もラクラク。誰でも簡単に

安全に消火できる「FIRESAVE」で、皆さんの、

そして社会の財産を守ります。

これからの社会に期待されるシェアリングエコ

ノミーを、社内人材の有効活用化にも役立てま

せんか？企業や個人が一回完結の仕事を学生に、

低コスト・スピーディにクラウドソースできる

地域密着型マーケットプレイスを提供。迅速な

サービスで人材業界のアマゾン社と言われる地

位を目指し、日本、アジア全域へと展開してい

きます。

 

①企業や個人が、依頼したい仕事を当社のサイトに投稿して学生からの応募を待つ。

②応募者の中から依頼者自身が学生を選ぶ

③学生を決定した時点で決済（クレジット又は口座振込）。

④仕事完了後は、サービスの質の向上を図るため、依頼者・学生間で相互評価を

　行ってもらう。

企業・個人

人手がほしい
採用コストは抑えたい
求人への応募がない
雇用に時間をかけたくない
アウトソースしたいけど高い
若者との接点がない　…

お小遣いを稼ぎたい
試験前は勉強に集中したい
サークルに参加したい
専門知識を生かしたい
スキルアップしたい
就職に有利な経験がしたい…

学生

応募

仕事依頼

決済

仕事完了

報酬の支払い



【お問合せ・お申込み】

福岡県ベンチャービジネス支援協議会　ベンチャーサポートセンター

ＴＥＬ：092-725-2729　　　ＦＡＸ：092-725-2796

E-mail ： ven@fvm-support.com

  U R L :  http://www.fvm-support.com

〒810-0001　福岡市中央区天神 1-11-17　福岡ビル４F
国体道路
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ＦＶＭセミナーのご案内

プレゼンテーションセミナー

ビジネスプランを実現するためには、計画の内容や成長性、自社が必要とし
ていることなどを確実に伝えて、資金、販路、技術など様々な面で頼りに
なるビジネスパートナーを獲得することが重要です。
このセミナーでは、プレゼンテーションや資料作成の技術、ノウハウ、コツ
などを解説し、「伝える力」の向上を通じて、貴社ビジネスプランの実現を
サポートします。

・日　時：2017年1月18日(水)　15:00～16:30

・場　所：ベンチャーサポートセンター
　　　　　セミナールーム
　
・講　師：ナレッジネットワーク(株)　
　　　　　代表取締役　森戸　裕一

・受講料：無料

ビジネスプラン策定ワークショップ

貴社は「誰に、何を、どのように」届け「どのような価値」を生み出そうと
していますか？ビジネスプランは、“新規事業成功のストーリー”です。ビジネ
スプランを練り上げる過程で、様々な経営課題だけでなく新たなビジネスア
イデアも見えてきます。このワークショップでは、新しい商品やアイデアを
具体的な事業に落とし込んでいく作業（コンセプトワーク）などを通して
貴社の“勝てるビジネスプラン”づくりをサポートします。

・日　時：2017年2月2日(木)　10:00～12:00

・場　所：ベンチャーサポートセンター
　　　　　セミナールーム

・講　師：ビジネスコーディネーター　
　　　　　神田橋　幸治
　
・受講料：無料

【講師経歴】
1990年より大手システムエンジニアリング会社にてクライアント企業の研修企画、各種
研修・セミナー講師、企業内の人事育成計画などのコーディネート活動を担当。
2002年1月起業。翌年、ナレッジネットワーク株式会社設立および代表取締役就任。

【講師経歴】
大手金融機関において、ビジネスインキュベーション、ＩＰＯ支援、企業再生等を経験した
のち官公庁へ転じ、以来一貫して中小・ベンチャー支援に携わる。2015年5月、「仕組みづくり」
のコンサルティングラボを開設。専門は事業金融、経営戦略及び中小企業政策。

コーディネーターが一貫してサポート

◆　ベンチャーサポートセンター　ビジネスコーディネーター　◆

【大串　明子】 【藤崎　弘之】【段野　陽輔】【石橋　薦】 【神田橋　幸治】

ベンチャーサポートセンターでは、専属コーディネーターがビジネスプランのブラッシュアップから、プレゼンテーションの
スキルアップ、商談開始のサポートまで一貫して支援します。
フクオカベンチャーマーケットを通じて、事業拡大を目指してみませんか？
まずはお気軽にご相談下さい。

◆ Facebookページの紹介 ◆

・フクオカベンチャーマーケットではFacebookページを通じて、毎月開催している
  マンスリーマーケットの登壇企業の情報をはじめ、各種創業に関するイベント情
  報を配信しております。

・皆様、是非「いいね！」を押して、情報をシェアしてください！

https://www.facebook.com/fukuokaventuremarket/


