
福岡県ベンチャービジネス協議会より

総会後は豪華パネリストによるパネルディスカッション、FVM 大賞 2017 の

授賞式等がございますので、皆様のご参加をお待ちしております。

2017年7月31日(月)15:30～20:00開催日時

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)

入場料 無料 ※FVM大賞2017授与式・交流会参加費4,000円

≪15:30～16:30≫

○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

≪16:30～17:45≫

○基調講演・パネルディスカッション

　　テーマ：常識にとらわれない今後の働き方

≪18:00～20:00≫

○FVM大賞2017授与式

○交流会

プログラム

≪基調講演≫

株式会社グルーヴノーツ代表取締役会長 佐々木 久美子 氏

パネルディスカッション

(株)グルーヴノーツ

代表取締役会長 佐々木 久美子 氏
九州大学大学院薬学研究院

教授 米満 吉和 氏

嘉穂無線ホールディングス(株)

代表取締役社長 柳瀬 隆志 氏

≪モデレーター≫≪パネリスト≫

QBキャピタル(同)

代表社員 坂本 剛 氏

◇FVM大賞2017 受賞企業◇

大賞

特別賞

(株)Fusic

(株)スカイディスク

(株)Waris

(有)BOND

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役

代表取締役

納富 貞嘉　氏

橋本 司　氏

河 京子　氏

古川 ひろ美　氏

申 込 期 限
7月21日(金)

≪参加申込URL≫　http://www.fvm-support.com/fvm/seminar/fvbsoukai
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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7月19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２１２回　フクオカベンチャーマーケット開催 大分県
特集

(株)Fusic 
代表取締役社長 納富 貞嘉 氏

(株)スカイディスク
代表取締役社長 橋本 司 氏

平成 29 年度 FVB 協議会総会・福岡ベンチャークラブ総会 開催



代表取締役　狩生　志保

大分県大分市中央町2-3-10

設立年月日　：2015.1.5
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、医療機関、
商業施設系のコンサルタント

新たな美容の分野を作る
ヘアクリニックサロンの展開

株式会社 Lecture

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

13：50

～

14：10

14：10

～

14：30

13：30

～

13：50

 

 

7 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　坂本　隆之
     
大分県国東市国東町北江
2945-3

設立年月日　：2016.3.30
資　本　金　：3,360 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、海外進出企業

くにさき七島リブランディング

(世界の床を変える )

株式会社国東七

代表取締役　前田　哲矢

大分県別府市北浜 3-11-25

設立年月日　：2010.8.20
資　本　金　：13,000 千円
常用従業員数：24 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
VC

障害者向け PC 用キーボード「T4」販売と
マーケティング事業

株式会社リフライ

障害者向け PC 操作インターフェース T4 は、大

分大学中島教授と共同開発したこれまでにない

PC 操作機器です。省スペースで設置場所を選ば

ず、専用機器の購入も不要です。モニター登録

をして頂く事で、企業への調査協力による収入

も得られる為 WIN-WIN-WIN の関係性を実現しま

す。

弊社のシャンプー専門サロンは、「シャンプーか

らはじまるヘルスケア」のコンセプトのもと、

髪と頭皮の悩みを改善する「ヘアクリニックサ

ロン」を目指しています。「はさみを持たない美

容室」という、美容界の新しい仕組みを作ります。

「世界の床を変える」。国内唯一の七島藺産地で

ある大分県国東市で 350 年受け継がれた「くに

さき七島藺表」という究極のハンドメイド素材

をリブランディングし、日本の精神文化・様式

美を世界に発信する「空間・ライフスタイル提

案事業」です。

14：30

～

14：50

代表取締役  岩本　寛司

大分県大分市千代町 1-3-22

設立年月日　：2016.8.10
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
商業施設、アパレル、飲食業、
アミューズメント施設

SNS 感覚でスマホでかんたん

デジタルサイネージ「ミランナ」

株式会社アイモット

さっとパッと楽チン投稿。映像制作会社がプロ

デュースする「ミランナ」は、SNS に投稿する

感覚で、スマホで手軽にお店の情報を即時配信

できるデジタルサイネージ。手軽なのに、見栄

えのいい電子看板がはじめられます。まずは試

してミランナ。

14：50

～

15：20

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

 

ヨガマット

インテリアマット

【投稿作成・送信】

iOSアプリ「ミランナ」より、DSの画面を作成。タテ・ヨコを選択でき、スマホ

内にある写真・動画がかんたんに画面に配置できる。画面の作成、プレイリスト

の並び替えも直感的に操作できる。

【データ受信・保存・配信】【投稿表示】

アプリより投稿された画面はクラウドにあがり、割り当てられたスティックPC(

サシテミランナ)にリアルタイムに画面が送られ、お手持ちのモニター・テレビ・

タブレット等の端末（HDMI端子つき）で、DSの画面がリピート再生される。

Wifi環境が必須。



会社の概要
事 業 名

事業の概要
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 7 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 福岡ビル 4F）

16：00

～

16：30

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表取締役　小野　泰助

北九州市小倉北区黒原 2-7-8

設立年月日　：2016.1.6
資　本　金　：40,000 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
医療機関

世界初！ヘルスケア・見守り 
ホーム ロボット「シナモン」

ドーナツ・ロボティクス
株式会社

代表取締役専務　森山　慶一

福岡県直方市中泉今林 875-15

設立年月日　：2005.5.9
資　本　金　：35,000 千円
常用従業員数：100 名

（プレゼン目的）
その他

（聴講希望パートナー）
介護機器 ( 車椅子、入浴介助
機 ) の設計・製造会社

ものづくり現場の知恵で実現する、
安心安全な入浴介護補助システム

株式会社森山鉄工

ドーナッツ・ロボティクスは、ヘルスケア ホー

ムロボットを開発するスタートアップ。ロボッ

トだけでなく、病院・薬局・防犯会社を含めた

見守りサービスを構築します。OMRON・三井物産・

Yahoo!・NTT・楽天などと技術とサービスの提携

をし、今年の 5 月には、複数の VC と東証一部企

業から資本参加を得ました。

電気駆動に頼らず、軽い力で車椅子の感覚をもっ

て介護者の重労働から解放されるシステムです。

特に入浴時の補助には効果を発揮します。更に

本システムは既設の浴室・浴槽の改造する必要

がなく、既存の介護施設、個人住宅で採用が可

能です。結果的にはトータルの費用も少なくて

済みます

 

FVM マンスリーアワード (2017.5) 決定 !

2017 年 5 月 24 日に開催された第 210 回 FVM のマンスリーアワードは以下の企業に決定しました。

企業名 : 株式会社カウテレビジョン

事業名 : 就職難と採用難を解決する「ファイナリスト救済事業」

審査員・来場者の声 :

「人材を探している企業に人材を紹介できる仕組みが面白い」

「採用活動に苦戦しているので是非利用したい」

※FVM マンスリーアワードとは

FVM 登壇企業の中から毎月 1 社「優れたビジネスプランであり、今後の成長が期待できるもの」を選考するもの。

( 株 ) カウテレビジョン

代表取締役 高橋 康徳 氏



【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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◆ 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/

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7月27日(木)　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8月3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。

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08月23日(水)

2017年09月20日(水)

2017年10月18日(水)

申込締切

受付終了

お問合せ下さい

7月31日(月)


