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開催場所： 久留米商工会館5F 大ホール

　　　　　    (久留米市城南町15-5)

開催日時：2017年3月23日(木)　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。

※17時より記念セミナー・産学官交流会があります。(要予約・交流会のみ参加費1,000円)

第２０８回　フクオカベンチャーマーケット　久留米開催

大賞　西村直人氏　「九大ジビエプロジェクト」
農林被害対策で捕獲される猪などの食肉や、皮・毛など副産物からの製品創出・加工販売を通じ、
鳥獣事業の新モデルの確立と多地域との連携展開によって、人と生物の良好な関係を築いていく
ことを目指す産官学連携事業です。

2月 25 日（土）、地域の強みを活かした、または地域課題を解決する新しい
ビジネスの創出を支援する「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」の最
終審査及び表彰式を行いました。
１０名のファイナリストがプレゼンテーションを行い、４名の受賞を決定し、
表彰を行いました。
受賞者には賞金を授与するとともに、今後の起業に向けた支援を行います。

ベストビジネスプラン賞　田中慎一氏　「東峰英語村構想」
東峰村に海外留学同様の２４時間英語漬けの環境を作り、日本人の語学力を短期間で高めます。
また、村の観光資源を英語で習得し、ガイドする実践プログラムを実施することで日本中・
世界中の人にその魅力を届けます。

地域活性化賞　大石香氏　
「バスにステキな人と本とおいしいものを詰め込んで、福岡のよかとこバスハイク！」
読書×バスの旅でその地域のよさを五感で感じていただきます。特産品や観光地のPRはもちろん、
店舗はまだ持てないけれど自分の商品を知ってほしい人のチャンスの場にもなる、三方よしのバス
ハイクを提供します。

チャレンジマインド賞　任彦吉氏　「ＨｏｍｅＭａｒｋｅｔ」
2016年現在、日本には約 21 万人の留学生が在籍しています。ふるさとを遠く離れた日本で学ぶ
留学生たちからは「ふるさとの味を手軽に味わいたい」という声が多くあります。これらの需要に
応えるため、私たち留学生自ら「Home Market」を創設します。



代表取締役　橋本 和幸

福岡県久留米市中央町20-32

設立年月日　：1964.8.18
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：12 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
設計事務所、デザイナー、
施設所有者

久留米絣を用いた
オフィス･公共空間のご提案

橋本事務機株式会社(予定)

会社の概要
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3 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　福田　聖一
     
福岡県久留米市津福本町 2186−4

設立年月日　：2015.6.3
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：8 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
ホテル、結婚式場

特別な“メッセージ”や“もの”を閉じ込めた
革新的サプライズケーキの販路拡大

株式会社アルテレゴ

代表取締役　中吉　敏光

福岡県久留米市百年公園 1-1

設立年月日　：2009.10.26
資　本　金　：31,500 千円
常用従業員数：3 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）
金融機関、内装業者

アーティフィシャルフラワー 
光触媒胡蝶蘭『和（なごみ）』

株式会社
彩光コーポレーション(予定)

代表取締役  長末 雅慎

福岡県久留米市東櫛原町 110−9

設立年月日　：2005.1.31
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
FC 展開・その他

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、原料メーカー、
商業施設デベロッパー

手作りコスメ教室の展開
有限会社GMGコーポレーション

贈り主の「幸せが飛んできますように」という

願いを花ことばに込めてお届けするのが当社の

胡蝶蘭です。「最高の瞬間をいつまでも」失うこ

とが無い、光触媒加工したアーティフィシャル

フラワーです。きっと、飾る人のこころにいつ

までも輝き続けます。

200 年の歴史と伝統と誇る「久留米絣」。それを

工業製品（バーチカルブラインド）にイノベー

ションして公共の場への納入しました。この商

品は見る角度により「景色」が変わる事から「人

の心を和ませる力」があります。織元様のこだ

わりや思いを大切にしながら、地場産業の振興

に少しでも寄与できるよう、がんばっています。

メサージュケーキでどこにもない感動を！３ D

プリンターを活用し、お客様が希望された特別

なメッセージ・装飾をケーキの内部に閉じ込め

ました。お祝い時に需要の高い各種記念日ケー

キにおいて特別な感動を与えるような新たな

サービスを提供します。

手づくりコスメキッチンは「楽しく学ぶ」「綺麗

になる」そしてそれが「仕事になる」をテーマに、

自分の化粧品を気軽に作りたいという人から、

将来はプロになりたいという人まで化粧品につ

いての全ての悩みを解決できる、スキンケアス

クールです。

 

 

ケーキ内部にチョコやクッキー

スポンジにメッセージ

①FDA（米国食品医薬品局）及び SITPA（光触媒工業会）の

　規格に適合する酸化チタン触媒を使用。

②ミスト処理によりポリエステルで出来た花びらの内部に

　まで光触媒が浸透。

③用途に応じてラッピングを追加すれば出来上がりです。



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 3 月 23 日（木）　　会場：久留米商工会館 5F 大ホール
                                    　　　　　　　　　　　（久留米市城南町 15-5）
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表取締役　林 眞一

福岡県久留米市高野 2-8-53

設立年月日　：1975.2.1
資　本　金　：10,500 千円
常用従業員数：14 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
ヘルスケア関連企業

自然の植物性油脂を原料とした石鹸等の
ヘルスケア分野への展開加速

まるは油脂化学株式会社

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4月19日(水)

2017年5月24日(水)

2017年6月21日(水)

申込締切

受付終了

お問合せ下さい

3月31日(金)

代表取締役　本田　一光

福岡県久留米市荒木町荒木
1538-2

設立年月日　：2007.6.7
資　本　金　：3,000 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）
医療機関

医療関係者とのコラボレーションによる
ニーズ特定商品の開発

株式会社ワールドグローブ

生活者と信頼関係を持ちながら、サービス事業

をされているところが核となり、商品開発を進

めて行きます。それは、価値観を共有できる括

りの中で、共に生きる！ではないかと思います。

したがって、商品の価格も、心の繋がりと商品

内容を基に決定されます。

当社の製品は、ナイロンにコラーゲンを特殊加

工（特許取得）する事で、シルクと同様の吸湿性、

放湿性に優れた繊維です。肌触りが良く、洗濯

耐久性に優れています。この繊維の特徴を最大

限に活かし、デリケートな肌のトラブルに悩む

方に喜ばれる商品を医療関係者とのコラボレー

ションにより開発し、医療の町久留米発の新た

な高付加価値商品作りを目指します。

 （今後の取組） 

・ヘルスケア分野サービスの利用者と

提供者と当社が協働して新商品の企

画開発を進め、３者一体で他のサービ

ス提供者に提案する。 

 

（従来の取組） 

・ヘルスケア分野のサービス利用者か

ら依頼を受けてオリジナル商品を開

発し、ＯＥＭ提供する。 

 

“協働”開発 meeting 風景❶ 

 

 

当社 

 

ｻｰﾋﾞｽ
提供者 

 

製造依頼 

ＯＥＭ提供 

ｻｰﾋﾞｽ
利用者 

 

ｻｰﾋﾞｽ
提供者 

 

 

当社 

既存商品：モイストコート）

肉眼で見るのも、写真に撮るのも
困難な位の極細の糸を使用してお
り、速度はもとより、編み目を調
整したり、ゴム糸の入る間隔を設
定したりする必要があります。試
行錯誤を繰り返しながら蓄積した
ノウハウがなければ編みあがりま
せん（下は横編み機。右側にある
パネルで様々な条件を設定しま
す）。



【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3月17日(金)　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4月6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/


