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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：2017年4月19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２０９回　フクオカベンチャーマーケット開催

FVM コーディネーター ● 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中小･ベンチャー企業の

　 様々な課題・ニーズに対応します！

神 田 橋　幸 治 kouji　kandabashi大 串　明 子 akiko　ohgushi

座右の銘 ： 「為せば成る、 為さねば成らぬ何事も」 座右の銘 ： 「順理則裕」

石　橋　　薦 susumu　ishibashi

座右の銘 ： 「Your success is our Business!」

藤 崎　弘 之 hiroshi　fujisaki

座右の銘 ： 「やってみせ、 言って聞かせて、 させてみて、
                  褒めてやらねば人は動かじ」

・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/

FVM Facebook

大手金融機関､官公庁を経て独立。 金融と事

業､官と民､組織と個人など立場役割を変えつ

つも一貫して事業戦略の立案や仕組みづくりに

携わっています。 財務金融知識や幅広い経験・

ネットワークを活かして､挑戦する事業家の､良き

「聞き役」､良き 「つなぎ役」 になりたいと考えて

います。 ビジネスを通じたより良い社会の実現

に取組むみなさま、 ぜひお声かけ下さい！

外資系コンピューターメーカーでコンサルティング

やシステム構築に携わり、 その後、 投資会社

で経営管理実務を経験してきました。 創業や

経営革新など事業計画のブラッシュアップにお

いて実現性を高めるためのアドバイスを行ってい

ます。

アパレルメーカー、 医薬品総合商社にてマーケ

ティングに従事の後、 中小企業診断士登録し

独立。 創業支援や事業計画の作成、 経営革

新、 リスクマネジメント対策等を中心に中小 ・

ベンチャー企業の成長支援をしています。 超高

齢化、 超高負担時代に勝ち残るための具体的

な対策を一緒に考えましょう！

大手コンサルティング会社でのマーケティング、

経営管理、 株式上場支援に携わってきた経験

を活かし、中小・ベンチャー企業のサポートを行っ

ています。 商品開発、 販路開拓等のマーケティ

ングを得意としています。



会社の概要
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4 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表　西村　公宏

福岡市西区内浜 2-12-5
設立年月日　：2015.1
資　本　金　：-千円
常用従業員数：0名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携
・その他

（聴講希望パートナー）
VC､自販機設置先､飲料メーカー､
システム開発会社

IoT 自販機 × デジタルサイネージ広告
× ファンディング

kedomo( 個人事業 )

代表　田中　秀明

福岡市博多区竹下 1-11-11
設立年月日　：2013.4.2
資　本　金　：-千円
常用従業員数：0名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

（聴講希望パートナー）
クラウドファンディング運営会社、
VC、官公庁

九州初！インバウンド・外国人向け、
葬儀・海外遺体搬送サービス

トップリライアンス福岡
(個人事業 )

代表取締役　山元　幸治
     
福岡市中央区大名 2-9-35
設立年月日　：2010.10.1
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：0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）
金融機関、ソフトウェア販売業者、
食品卸・小売・製造業、産直市場、
食品表示作成代行業者

FooLabSupport
〔食品表示作成支援システム〕の開発

株式会社未来創生

代表取締役　西村　直人

福岡県糸島市潤 1-1-12

設立年月日　：2016.11.29
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：0名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

（聴講希望パートナー）
飲食業､化粧品メーカー､飼料
製造業､製薬会社､なめし業､
革製品業､業務用冷蔵庫メーカー

九大ジビエ産学官連携プロジェクト
株式会社
糸島ジビエ研究所

農林被害防止などで捕獲され捨てられていた猪

などの鳥獣を、美味しいお肉や革・ブラシ、ア

クセサリーなどに加工・販売します。当事業を

通じ、全てを生かす利活用と鳥獣対策の新しい

モデルを確立し。横展開で各地の問題解決に貢

献することを目指します。

“食品表示”と“アプリ開発”に精通した専門

家が企画した“FooLabSupport”は、手間のか

かる“食品表示作成”業務を劇的に効率化する

ものであり、すべての食品表示を食品表示法に

準じ見直すべき今、最も切望されるシステムの

ひとつです。

2020 年に 1,500 億円になると言われるデジタル

サイネージ広告市場。その広告媒体として、

IoT 化されたタッチパネル式自販機を活用しま

す。また、様々なものを自販機からクラウドファ

ンディングできる機能（特許出願済）も備えて

全く新しい自販機ビジネスを展開します。

日本に在住する外国人及びインバウンド来日者

に、「“もしも”のご不幸」があった場合のお手

伝い。日本においてのご葬儀のお手伝い・特殊

車両によるエンバーミング施術・九州初の海外

遺体搬送等を執り行います。本事業の協力企業

を募集しております。

 



代表取締役　広本 賢二
     
北九州市八幡西区千代 4-5-2

設立年月日　：2010.2.2
資　本　金　：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）
ライブハウス・音楽ホール・
カラオケボックス運営業者

新原理アンプスピーカーシステムの販売事業
株式会社広福研究所

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

15：20

～

15：40

15：40

～

16：00

＊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 4 月 19 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）

16：20

～

16：50

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

16：00

～

16：20

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 申込締切

※受付終了

お問い合わせ下さい

4月30日(日)

代表取締役　森川 尚子

福岡市中央区薬院 4-15-29

設立年月日　：2005.10.17
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

（聴講希望パートナー）
卸業、インターネット通販業、
メーカー

CaDiC ソリューションパッケージ
（キャディックソリューションパッケージ）

株式会社LK・Partners

代表　稲岡　淳之

福岡県春日市昇町 5-139-403

設立年月日　：2015.7.26
資　本　金　：1,000 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）
IT 企業、メーカー

絶対「従業員を自殺に追い込まない」
うつ病対策！

ダイヤモンドセルフ博多
(個人事業)

 

当社は銀聯・WeChat という巨大なバックボーン

の下、中国顧客が中国に居ながら正真正銘の日

本製品の購入ができる環境を整え、また通関・

物流・決済三位一体のサービスで、日本企業が

中国に支店を持つことなく市場を拡大するチャ

ンスを提供しています。

皆さん音を楽しんでいますか？当社開発の新原

理アンプスピーカーシステムで～音の楽しみ～

音楽を堪能してみてください。デジタル時代に

当社の技術はアナログ 100%。温故知新を実感し

てください。

従業員を絶対「自殺に追い込まない！」自信は

ありますか？うつ病は消えます！予防もできま

す！メンタルヘルス対策は「コスト」と思って

いませんか？そうではありません。人財への「投

資」です。利益を生む「投資」なのです！

2017年5月24日(水)

2017年6月21日(水)

2017年7月19日(水)

 
 



【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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ビジネスプラン策定ワークショップ

・日　時：2017年5月11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

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】【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/

今後の開催日程

2017年6月1日(木)

2017年7月6日(木)

2017年8月3日(木)

2017年9月7日(木)

2017年10月5日(木)

2017年11月2日(木)

2017年12月7日(木)

2018年1月11日(木)

2018年2月1日(木)

2018年3月1日(木)

※ 開催日時は変更する場合がございます。

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。

【講師経歴】
大手金融機関において、事業戦略構築、ビジネスインキュベーション、株式公開支援、事業再生な
どに取組んだのち、官公庁へ転じ、中小・ベンチャー企業の戦略策定やデザイン活用支援、地域密
着型ベンチャーファンド等に携わる。その後、大小様々な「仕組みづくり」に取組むコンサルティン
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。


