
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協議会より
福岡県産業デザイン協議会

● 「Deeptech FUKUOKA」開催のお知らせ
福岡県ベンチャービジネス支援協議会より

九州 ・ 山口ベンチャーマーケット
● 【速報】「第 3 回九州・山口ベンチャーマーケット」の開催概要が決定！

第4次産業革命とも呼ばれるイノベーションが進んでいます。イノベーションの担い手は
スタートアップ・ベンチャー企業となってきています。
福岡県では、水素、ロボット、バイオ、ITと各分野で長年、支援団体を立ち上げて先端産業
の育成に取り組んでいます。それらの先端技術をもったベンチャー企業を集めたイベントが
現在九州には存在しません。取り組みをより広く周知することで、先端技術分野に関心のある
VCや大企業担当者とのマッチングが図れるイベントを開催します。

【イベント名】「Deep Tech FUKUOKA  supported by IBM」
【開  催 日  時】平成29年 12月 11日 (月 )　13:30～ 18:00( 名刺交換会含む )
【開  催 場  所】アクロス福岡1階円形ホール（福岡市中央区天神１－１－１）
【定               員】100名
【参     加     費】一人1,000円
【プログラム】
　●ＡＩなどの最先端技術に関する基調講演
　●プレゼンテーション (1社 20分程度 )
　　(株 )QPS研究所 (宇宙 )、(株 )ボナック (創薬・バイオ )、(同 )Next Technology( ロボット )、
　　(株 )HIROTSUバイオサイエンス (バイオ )、エディットフォース (株 )( ゲノム )
【詳細・お申込み】http://deeptech.jp
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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12月20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２１７回　フクオカベンチャーマーケット開催 ヘルスケア ・

ビューティー特集

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」について、
この度、第3回の開催概要が決定しましたので、ご報告します！

【日　　時】平成30年２月6日（火）　10：30～19：30
【会　　場】ホテルオークラ福岡（福岡市博多区下川端町 3-2）
【内　　容】（１）新技術新商品等展示会
　　　　　　　・九州・山口各県のイチオシ企業によるブース展示（約60社が展示）
　　　　　   （２）KTC大学合同説明会（新技術説明会、技術展示会）
　　　　　　　・九州・山口の大学が保有する新技術の中から、選りすぐりのものについて、
　　　　　　　　新技術説明会及び技術展示を実施
　　　　　   （３）九州・山口ベンチャーアワーズ
　　　　　　　・各県イチオシ企業によるビジネスプラン発表会（約10社）
　　　　   　（４）講演会
　　　　　　　・有名起業家による基調講演
　　　　   　（５）表彰式・大交流会
　　　　　　　・九州・山口ベンチャーアワーズの大賞等を表彰
　　　　　　　・各県の企業や経済団体やビジネスパートナー等による大交流会
【主　　催】九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会
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代表取締役　副島　幸輔

佐賀県唐津市七山藤川 2273
設立年月日　：2011.2.4
資　本　金　：9,000 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）
金融機関、VC

地域の見える化粧品と原料づくりを目指して
～地元農家のコスメ事業への挑戦～

農業生産法人
グレイスファーム株式会社

代表　手島　靖仁

佐賀県唐津市半田 3659
設立年月日　：2005.11.1
資　本　金　：-千円
常用従業員数：4名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
食品関連企業

白いイチゴを使った農産物加工品事業手島農園(個人事業 )

代表取締役　山浦　康男
     
佐賀県唐津市鏡 4751-2
設立年月日　：2014.12.1
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：1名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、化粧品小売業者

唐津コスメティック構想における
オリーブ事業

株式会社ハーベスト

代表取締役　守川　一郎

佐賀県唐津市南城内 1-1

設立年月日　：2017.4.3
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：5名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
化粧品小売業者、VC

唐津発オリジナル化粧品
「Duce et Jolie」

株式会社 Karatsu Style

Karatsu Style とは、個性豊かで、安心、安全

な日本の天然素材をフルに生かした形でものを

つくりあげ、全世界に通用する製品を唐津から

提供し続けることです。私たちは、天然素材を

生かした Karatsu Style の製品で、老若男女の

美と健康に貢献し、元気で活力のある社会をつ

くります。

唐津コスメティック構想の一環として、「大人

のナチュラルオリーブ化粧品」の商品開発によ

り唐津ブランドを構築し、農業、化粧品関連、

観光産業における 6 次産業化を行います。それ

らの経験を活用した、1 次加工受託、商品開発

支援、受託製造販売を行います。

肌に潤い、心に癒しを！自社栽培の白いきくら

げ「白美茸」と玄界灘に浮かぶ離島で採取した

アカモクが作る素肌美をあなたに！透明でプル

プルな洗顔石鹸から始まるコスメ事業に私たち

は挑戦し、世界を目指します。

当農園のオリジナル品種「白い宝石 ®」( 白い

ちご )。USA インターネット版　Great Big 

Story から取材に来ていただきネット上にアッ

プしていただいています。生産者だからこそで

きる、贅沢な加工品としています。

 

12 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要



代表取締役　藤澤 博基
     
福岡県筑紫野市二日市中央
1-12-22

設立年月日　：1997.6.20
資　本　金　：30,000 千円
常用従業員数：12 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
商社

「エミューオイル」を活用した
化粧品の販売開拓

日本エコシステム株式会社

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
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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 12 月 20 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
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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

12月31日(日)

代表取締役　秋山　恵利

福岡県久留米市田主丸町石垣1365-1

設立年月日　：2014.4.1
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：4 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

窒素ガス充填 (脱酸素 )による、
様々な商品の長期保存

株式会社IPO

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）
業務提携

（聴講希望パートナー）
医療､福祉､スキンケア関連業者

手作りコスメ教室を通じた
新たなサプライチェーンづくり

有限会社GMGコーポレーション

 

当社が取り組んでいます液体窒素脱酸方式はα

米だけでなく、酸素によって劣化する食材等の

保存技術として活用する事ができます。生産量

が少ない場合は、食材等を支給して頂ければ当

社がOEMで製造いたします。

オーストラリア原産の鳥「エミュー」のオイル

には、化粧品の原料として活用出来る様々な魅

力、可能性が秘められています。当社は、飼育

から取組む事で、純国産の安心・安全を強みと

した商品開発に努め、販路拡大を行っていきま

す。

「楽しく学ぶ」「綺麗になる」そしてそれが「仕

事になる」。自分にピッタリの化粧品を作ってみ

たい方からプロを目指す方まで参加できるスキ

ンケアスクール「手作りコスメキッチン」と、

そこから生まれた安心安全なスキンケア商品を

ご紹介します。

2018年1月24日(水)

2018年2月21日(水)

2018年3月22日(木)

 

 

窒素ガス充填(脱酸素)技術を活用した当社オリジナル商品



【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

 

三越●

●アクロス
　福岡

●天神
中央公園

●天神
　コア

　福岡●
市役所●イムズ

●博多大丸

ベスト
電器
●

地下鉄天神駅 明治通り

昭和通り

福岡
ビル

 福岡 ●
パルコ

ＦＶＭセミナーのご案内

◆ 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：2018年1月22日(月)　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：2018年1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

【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 マンスリーアワード (2017.10) 決定 !

2017 年 10 月 18 日に開催された第 215 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 : 株式会社コモニー

事業名 : キャッシュレス時代に向けた新しい電子チケット決済事業

審査員・来場者の声 :

「従来にはない新しい電子チケットサービスの可能性にチャレンジしており、今後の期待大。」

「革新的なビジネスモデルを核に成長を期待しています。」

※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 ) コモニー

代表取締役 藤原 秀司 氏


