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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

● 「デザイントーク in 福岡 2017」を開催します！
福岡県産業デザイン協議会より

福 岡 ベ ン チ ャ ー ク ラ ブ よ り
● 「福岡ベンチャークラブ大交流会 2017」を開催します！

会社が成長するためには、貴重な人財である社員が働きがいを感じながら働くことを通じて
成長し、会社に貢献してもらうことが必要です。
今回は、『ベンチャー企業×大企業』、『経営者×社員×学生』の視点で社員の成長を促す
ためには何が必要なのか、そしてどのように会社の成長につなげるのかということについて、
皆さんと一緒に考えます。

【日　時】　平成29年11月27日（月）17：00～20：00
【場　所】　グラナダスィート福岡 (福岡市博多区中洲5-3-8　アクア博多11・12F)
【内　容】　（１）オープニングスピーチ
　　　　　　　  総合メディカル株式会社　相談役　小山田 浩定 氏（福岡ベンチャークラブ会長）
　　　　     （ ２）パネルディスカッション
　　　　　　　  〇テーマ　　『社員の成長が会社の成長に～働きがいのある会社へ～』
　　　　　　　  〇パネリスト
　　　　　　　　アンダス株式会社　代表取締役社長　前田 哲郎 氏（福岡ベンチャークラブ理事）
　　　　　　　　アンダス株式会社　人事担当　中村 知永 氏
　　　　　　　　総合メディカル株式会社　執行役員　人事本部長兼採用部長　本多 克行氏
　　　　　　　　NPO法人ASIA　Breakthrough2016運営責任者　吉田 竜汰氏（福岡大学学生）
　　　　　　　  〇モデレーター
　　　　　　　　株式会社Fusic　取締役副社長　浜崎 陽一郎 氏（福岡ベンチャークラブ理事）
　　　　     （ ３）交流会
【対　象】福岡ベンチャークラブ会員、企業の成長・発展に関心を有する企業経営者、
　　　　   福岡の企業に関心のある学生
【参 加 費】一般　4,500円、　学生　1,000円 (学生証をご持参ください )
【申込締切】平成29年11月20日 (月 )
【お申込み ・お問合せ】　 福岡ベンチャークラブ事務局
                                                               HP：http://www.fvm-support.com/cfvm/6098
                                                              E メ ール：venclub@fvm-support.com　　TEL：092-725-2729

福岡県産業デザイン協議会では、ものづくりとデザインをテーマにした講演会「デザイントーク」
を開催します。
今回の講師は「文具王」こと高畑正幸さん。文具を切り口として、ものづくりの考え方やものの
見方について、お話をいただきます。講演会終了後は交流会も開催します！

開催日　平成29年11月24日 (金 )
○第１部　　講演会　17：00～19:00
　演　題：　文具に見る「ものづくり」のヒント
　講　師：　文具王　高畑正幸　氏
　会　場：　TKP博多駅前シティセンター　ホールC（福岡市博多区博多駅前3-2-1-８F）
　参加費：　無料
　定　員：　100名 (先着順）
○第２部　　交流会　19：10～21:00
　会　場：　GARB LEAVES(福岡市博多区博多駅前3-19-1)
　参加費：　会員1,000円、一般3,000円
　定　員：　60名 (先着順）
　　☆お申込みは右記からお願いいたします。　　→ http://www.fida.jp/83319.html
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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11月22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２１６回　フクオカベンチャーマーケット開催 熊本県

特集



スマホを活用したクリーニングサービス
「LAGOO( ラグー )」の展開

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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眠りを見守る「まもる～の」
クラウドサービス

青果物用最適重量
ナビゲーションはかりの開発

家事代行マッチングプラットフォーム
「タスカジ」

当社はテーブルコンビの販売を通して日本全国

の青果物流通の実態を体験してきました。テー

ブルコンビシリーズは複数の重量センサーの

データを組合せることで、青果物流通の現場で

のロスを大幅に削減し、生産性の向上を実現す

ることをお約束します。

LAGOO は、クリーニングを、もっとスマートに

する革新的なサービスです。専用アプリをダウ

ンロードするだけ。24 時間、いつでも、好き

な時にクリーニングの出し入れができます。ク

リーニングを皮切りにロッカープラットフォー

マーを見据えています。

高齢者向け睡眠見守りサービス VisitCare は、

利用者様の睡眠・離床、お部屋（温度・湿度・気圧・

照度）の環境を遠隔地から参照できる見守り

サービスです。

1 時間 1500 円～のシェアリングエコノミー型家

事代行マッチングサービス【タスカジ】を運営。

各種メディアで話題沸騰中の多彩な家事スキル

を持った主婦や外国人のハウスキーパーが、共

働き世帯を中心に掃除・料理・チャイルドケア

等幅広く支援しています。

 

11 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　波多江　満
     
熊本市東区長嶺東 5-6-78-206
設立年月日　：2014.12.10
資　本　金　：9,900 千円
常用従業員数：4

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
農業関係参入企業

株式会社
オーケープランニング

代表取締役　渡邉 直登

熊本市中央区平成 3-7-10
設立年月日　：2017.1.24
資　本　金　：9,990 千円
常用従業員数：2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

株式会社 AiCT

代表取締役　浦田　充彦

熊本市中央区紺屋今町 1−5
設立年月日　：1990.5.1
資　本　金　：23,500 千円
常用従業員数：17 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
訪問介護ステーション・小規模多
機能ホーム・サービス付き高齢者
住宅経営者、プロパンガス販売店、
ベッド製造メーカー

ASD株式会社

 

代表取締役　和田 幸子

東京都港区芝 2-26-1

設立年月日　：2013.11.6
資　本　金　：22,500 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
その他

（聴講希望パートナー）
女性活躍推進の福利厚生に
興味のある企業

株式会社タスカジ

 

「主婦をしながら働く」を
かなえる方法

タスカジさん依頼者

あなたにぴったりの
ハウスキーパーを探そう

個人間契約

出会いの場を提供
家族の形を再定義
核家族から拡大家族へ

プラットフォーム利用

¥1500
|

¥2600

手数料20%

¥1200
|

¥2100



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 11 月 22 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

ブランド情報サイトDRESSTIQUE制作事業

子育て期夫婦のパートナーシップを
強くする夫婦会議推進事業

ファッションブランドに特化した比較検索サイ

トです。目的はユーザーが世界中のオンライン

ブティックで安心してショッピングができるお

手伝いをすることです。また口コミ・レヴュー

といった SNS 機能によるユーザー同士の交流促

進の場づくりを行います。

福岡市からトライアル優良商品に認定された、

夫婦会議ツール「世帯経営ノート」を始めとす

る「夫婦会議推進事業」についてご紹介させて

頂きます。産後の夫婦の危機予防が、働き方改革、

少子化対策に繋がる！これまで日の目の当たら

なかった分野での挑戦です。

代表　牛島　博臣
     
福岡県粕屋郡志免町南里
2-19-20 106

設立年月日　：2015.7.1
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
資金調達・その他

（聴講希望パートナー）
VC

OVERCOME( 個人事業 )

共同代表 CEO　長廣　百合子

福岡市中央区天神 2-3-36

設立年月日　：2015.7.7
資　本　金　：7,500 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）
銀行､生保､損保､住宅メーカー､
結婚式場

Logista株式会社

FVM マンスリーアワード (2017.9) 決定 !

2017 年 9 月 20 日に開催された第 214 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 : エディットフォース株式会社

事業名 : ゲノムにおける DNA/RNA の編集のための新たなツールの提案

審査員・来場者の声 :

「国内のみならず海外への展開も期待できる。」

「世界を変える可能性がある会社であると感じました。世界中の課題をその技術で解決して頂きたい。」

※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。

エディットフォース ( 株 )

研究開発部部長　八木　祐介 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：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：2017年12月7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12月20日(水)

2018年01月24日(水)

2018年02月21日(水)

申込締切

受付終了

受付終了

11月30日(木)


