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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5月24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２１０回　フクオカベンチャーマーケット開催

FVM コーディネーター福岡県ベンチャービジネス協議会より
● 福岡県ベンチャービジネス支援協議会の総会を7月31日(月)開催します！

詳細が決まり次第、FVMホームページ及び Facebook 等でお知らせします。

【日　　時】　　2017 年 7月 31 日 ( 月 )15:30 ～ 19:30
【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）
【内　　容】　　福岡県ベンチャービジネス支援協議会総会
　　　　　　　福岡ベンチャークラブ総会
　　　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　　FVM大賞 2017 授与式、交流会

福岡県産業デザイン協議会より
● 平成 29 年度 福岡県産業デザイン協議会 通常総会・特別講演 のお知らせ

【開催日時】　　平成 29年 6月 1日 ( 木 )14:30 ～ 18:00
【開催場所】　　With the style 福岡（福岡市博多区博多駅南 1-9-18）
【入　　場】　　無料
【特別講演】　　「商いの原点　～ものづくり、ひとづくり、売りづくり～」
　　　　　　　タビオ株式会社　代表取締役会長　越智　直正　氏
【定　　員】　　120 名・先着順 ※協議会会員以外の一般の方の参加も可能
【申込方法】　　出席者氏名、所属、連絡先を記入のうえ、協議会事務局宛に
　　　　　　　電子メールでお申し込みください。( メールアドレス：design-1@fida.jp）
【お問合せ】　　福岡県産業デザイン協議会事務局（福岡県商工部新事業支援課）
                       　     TEL:092-643-3591

６月１日（木）にホテル「With the style 福岡」において、福岡県産業デザイン協議会の
通常総会・特別講演を開催します。
通常総会では、協議会の活動実績を報告するとともに、今年度の取組みをご紹介します。
特別講演では、『靴下屋』でおなじみのタビオ株式会社の越智会長にご講演をいただきます。
入場無料、協議会会員以外の一般の方もご自由に参加いただけます。
特別講演終了後には交流会の開催も予定しています。是非、ご参加ください。



代表取締役　中村 享有希

佐賀県佐賀市川原町4-30

設立年月日　：2016.6.28
資　本　金　：11,900 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）
医療機関、メーカー、VC、
生保・損保会社

ひとりひとりに最適な医療を提供する為の
情報流通サービス

株式会社 OKEIOS

会社の概要
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事業の概要
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代表　中道　昭勝
     
北九州市小倉南区徳力 75-301

設立年月日　：2016.11.1
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

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、メーカー

燃料油改質装置「EXERGY( エクセルジー )」が

燃料費のコストダウンを実現

エクセルジー
( 個人事業 )

代表取締役　高橋　康徳

福岡市中央区天神 3-4-5

設立年月日　：2007.9.4
資　本　金　：15,000 千円
常用従業員数：13 名

（プレゼン目的）
その他

（聴講希望パートナー）
メーカー、銀行

就職難と採用難を解決する
「ファイナリスト救済事業」

株式会社
カウテレビジョン

代表取締役  久保田　雅俊

東京都千代田区丸の内 2-2-1

設立年月日　：2014.1.6
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：67 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関

プロフェッショナル人材の

シェアリングサービス

株式会社
サーキュレーション

福岡の企業と就職活動生の双方が Happy- Happy

になる新しい採用のカタチ「地方創生ファイナ

リスト企画」。人気企業に集まる大勢の学生のう

ち、惜しくも落選した学生たちに、他の有力企

業への直行便を提供する、地域を挙げた人材融

通の仕組みです。

仮想通貨の基幹技術を目的として開発されたブ

ロックチェーン技術とそれに連動させた分散ス

トレージをつかい、日本の医療風土に適した医

療情報の真正性の確保や改ざん対策、追跡性の

向上を目的に応用したプラットフォームサービ

スの提供をおこなっていきます。

当社独自の特許技術による燃料改質装置は燃料

のコストダウンとCO２の削減を同時に行います。

中国華南地区の日系工場では約 200 社の納入実

績をつくりました。この技術力で日本でも同じ

く貢献をします。競合他社が極めて少ないこと

で販売市場は限りなくあります。

少子高齢化。優秀な人材の獲得が難しくなる中。

私たちは企業の経営・事業課題を解決する新し

い働き方の仕組みを作ろうと本気で思っていま

す。福岡の企業の課題を解決する為にプロ人材・

フリーランサーの時間貸し、人材のシェアリン

グサービスを提供します。

【サービスの仕組み】

【データベース】※東大と IBM と基礎研究・共同開発



会社の概要
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代表取締役　平田　大樹

福岡市博多区古門戸町 7−12

設立年月日　：2014.8.15
資　本　金　：11,000 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）
地場工務店、車検専門店、
保険業

子育て応援プロジェクト
「出張おやこレク」共催のご提案

株式会社ファピ

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6月21日(水)

2017年7月19日(水)

2017年8月23日(水)

申込締切

受付終了

お問合せ下さい

5月31日(水)

代表取締役　須河内　美紀

福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 104-2

設立年月日　：2012.5.2
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・業務提携

（聴講希望パートナー）
食品関係、6次化を行っている
農家、ネット通販を始めたい方
・リニューアルしたい方

通販事業者による、中小企業のための
通販サポート事業

株式会社ゼロプラス

子育て応援プロジェクト「出張おやこレク」は

ファミリー層の新規開拓に取組む企業との親子

イベント共催事業です。企画から集客、イベン

ト運営までワンストップ提供します。ファンファ

ン福岡と連携した企画広告や、紙面との連動に

より効果的な集客が可能です。

通販をやりたいけれど、初めの一歩が踏み出せ

ない方！朝ごはん本舗　助っ人隊「あさサポ」

におまかせください！朝ごはん本舗は、従業員

数 1 名、パート 4 名と小さな会社でありながら、

2008 年オープン以来、会員数約 6 万 5 千人を持

つ通販サイトに成長してまいりました。これま

で培ってきたインターネット通販のノウハウを

もとに、朝ごはん本舗のスタッフが、通販サイ

トの構築から運営業務までサポートいたします。

 



【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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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/

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5月19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6月1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。


