
福岡県ベンチャービジネス協議会より
九州 ・ 山口ベンチャーマーケット

●第 3 回九州・山口ベンチャーマーケット開催のお知らせ
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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：2018年1月24日(水)　13：30～17：10 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２１８回　フクオカベンチャーマーケット開催

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」
を開催します。
今年度で 3回目の開催となる今回は､新技術・新商品を提供し続ける九州・山口のイチオシ企業
57社と九州の 5大学がの展示会をはじめ、展示企業から選考された９社による九州・山口ベン
チャーアワーズ ( ビジネスプラン発表会 )、九州の大学による新技術説明会、GLM( 株 )小間代表
( 京都発 EVベンチャー ) による基調講演､各県の企業や経済団体､ビジネスパートナーが一堂に
会する大交流会などイベント盛り沢山です！
是非この機会に九州・山口のベンチャー企業の魅力に触れてみてください！！

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

● 「IPO チャレンジゼミナール」役員講話を開催します！ ( 公開 )
福 岡 ベ ン チ ャ ー ク ラ ブ よ り

福岡ベンチャークラブでは、「５年後の売上10億円、８年以内の IPO」を目指す意欲ある経営者を
対象とした実践的プログラムとして「IPOチャレンジゼミナール」を開講しています。
本ゼミナールの役員講話として、当クラブ理事の坂本　剛氏（QBキャピタル合同会社
代表社員）による講演会を開催します。経営者として成長したいとお考えの方、起業にご関心が
ある方、ベンチャー企業への就職にご関心がある方ご参加をお勧めします！

【日　時】　平成30年1月22日（月）18:00～19:30（終了後、交流会開催）
【講　師】　福岡ベンチャークラブ理事　坂本　剛氏（QBキャピタル合同会社　代表社員）
【会　場】　福岡アジアビジネスセンター セミナールーム（福岡市中央区天神1-11-17　福岡ビル4F）　　　　
【参加費】　無料（交流会参加者は1,000円が必要です）
【お申込】　右記HPより受け付けます。　http://www.fvm-support.com/cfvm/6297

坂本　剛氏
QBキャピタル ( 同 ) 代表社員

2018年2月6日(火)10:00～19:30開催日

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)

参加費 無料 ※大交流会参加費4,000円

内　容 講演会(16：30～17：45　講師:GLM(株) 代表取締役社長 小間 裕康 氏　　申込要 )

新技術新商品等展示会(10：00～16：20　　申込不要)

大学合同新技術説明会(10：00～13：20　　申込要)

九州・山口ベンチャーアワーズ(13：30～16：20　　申込要)

表彰式・大交流会(18：00～19：30　　申込要)

≪詳細・お申込み≫　
　　　http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/

申 込 期 限
2月1日(木) KVM2018

≪お問い合わせ≫
　　　九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会
　　　(事務局：福岡県商工部新事業支援課)
　　　福岡市博多区東公園7-7　　TEL.092-643-3449　　
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九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児
島県、沖縄県、山口県、（一社）九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営者協会、（一社）九
州ニュービジネス協議会、福岡証券取引所、（独）中小企業基盤整備機構九州本部）

開 催 場 所

16：30～17：4516：30～17：45

新技術新商品等展示会

九州・山口各県のイチオシ企業57社
と九州の5大学が大集結！
あらゆる分野の新技術や新商品に
出会えること間違いなし！

申込不要

表彰式・大交流会

九州・山口ベンチャーアワーズの受
賞企業を発表！各県の企業や経済
団体、ビジネスパートナーが一堂に
会する大交流会！

九州の大学による新技術の中か
ら選りすぐりのものについて新
技術説明会を実施！

ビジネスプラン発表会

13：30～16：2013：30～16：20

九州・山口各県の代表企業9社が
ビジネスプランを発表！

参加費無料
※大交流会のみ参加費4,000円

ホテルオークラ福岡ホテルオークラ福岡
福岡市博多区下川端町3-2 TEL：092-262-1111福岡市博多区下川端町3-2 TEL：092-262-1111

4階平安の間4階平安の間

● 地下鉄
　・ 「中洲川端駅」より直結
　 　（川端口改札を出て6番出口）
　・  福岡空港より約10分
　・ ＪＲ博多駅より約5分
　・ 天神より約1分
● 都市高速「呉服町ランプ」より車で約7分
● 西鉄天神バスセンターよりバスで約10分

交 通 案 内
申込要・定員200名

KVM 2018

小間裕康氏のご紹介

講演会講演会

九州・山口
ベンチャーアワーズ大学合同新技術説明会

主催

申込要・定員200名10：00～13：2010：00～13：2010：00～16：2010：00～16：20 申込要・定員100名 18：00～19：3018：00～19：30申込要・定員200名

WEBからも
情報を配信中！
WEBからも
情報を配信中！
WEBからも
情報を配信中！
WEBからも
情報を配信中！
WEBからも
情報を配信中！
WEBからも
情報を配信中！

GLM株式会社　代表取締役社長

1977年8月3日生
大学時代に音楽家派遣サービスをはじめ、2000
年に株式会社コマエンタープライズを設立。国内
外の電機メーカーへのビジネスプロセスアウト
ソーシング事業に展開。
2010年にGLM株式会社を設立。独自開発のEV 
Platformをもとに、EVスポーツカー「トミーカイ
ラZZ」を開発。
2015年に日本のベンチャーとして唯一、EVの量
産を開始。
2016年にパリモーターショーにて次世代EV
「GLM G4」を発表。

ベンチャーの自動車産業への挑戦 　
小間 裕康氏

世界へ未来へ繋がる出会い
世界を変える出会いの見本市

KVM2018



代表取締役 CEO  平尾　憲映

2033 Gateway Pl,San Jose, 
CA 95110, United States

設立年月日　：2015.7.1
資　本　金　：41,000 千円
常用従業員数：7 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

データ駆動型社会を実現する
avenue-cross & Planet ID 事業

Planetway Corporation

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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代表取締役　山本　茂樹

福岡市南区野間 1-1-19

設立年月日　：2007.4.3
資　本　金　：300 千円
常用従業員数：3 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、公的機関

店舗向けホームアプリ事業の展開ウェブニクス株式会社

代表取締役　大井　啓伊

福岡市博多区博多駅前 4-8-15

設立年月日　：1993.2.3
資　本　金　：25,000 千円
常用従業員数：20 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、ドラッグストア、
調剤薬局

薬局から脱却！
健康サポート薬局の運営を支援する

統合システムの展開
株式会社ミリオネット

代表社員　田中　文彦

宮崎県宮崎市橘通東 2-4-23

設立年月日　：2008.9.17
資　本　金　：500 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）
医療関連企業

新しい歯科インプラント用
ドリルの開発・販売

BIO GRAFT 合同会社

1 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

個人情報がソーシャルイノベーションを牽
引する！私たちは、デジタル社会のベスト
プラクティス、エストニアの先端基盤技術
を民間応用した世界初のグローバルスター
トアップです。当日は、そのポテンシャル
とスケーラビリティについてご説明致しま
す。

現在のドラッグストア業界は、再度再編の
タイミングになっています。再編の最大の
注目、予防医療・介護薬局への仕組みを構
築できることです。業界での人脈、顧客を
鍵としてのシステム構築、マーケティング
支援、予防医療などの商品供給ルートはミ
リオネットオンリーワンです。

歯科用インプラントの手術をする際に使用
するドリルは様々なメーカーから発売され
ていますが、このたび弊社が開発したドリ
ルは術者にとって簡単で扱いやすく、さら
に治療を受けられる患者様のストレスも大
幅に軽減できるシステムに仕上がっており
ます。

ホームページよりホームアプリの時代到来！紙のス

タンプカードやクーポンをスマホアプリにする事で、

リピート率アップ！ご来店されるお客様も喜び、お

店の売上も上がるこれからの店舗運営に必須ツール

です。

 

カスタマーセンター

・会員証
・お知らせ
・クーポン

・消費者の声
・ＰＯＳ販売情報
・地域販売情報・・・

ビッグデータ

ドラッグストアメガドラッグストア

【フロントシステム】
<VIEW-POS>

【バックオフィス】
<絞り.com>

お客様

仕入

とくっちお薬
相談

【消費者の声】

販売店

仕入

販売

製薬メーカー

大量
仕入

データ販売

TKドリルシステム



＊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。

代表取締役　奈須田　友也

福岡市中央区天神 5-5-21

設立年月日　：2016.9.9
資　本　金　：1,000 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）
小売業

博多曲物×デザインによる
機能性と感性価値を併せ持つ商品開発

株式会社 Industgraphy

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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代表取締役　當麻　謙二

長崎県大村市中里町 452-8

設立年月日　：2005.2.10
資　本　金　：3,200 千円
常用従業員数：18 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
VC､都市開発関係､情報サービス・
通信､エネルギー関連､広告代理店

鈴なりのパッションフルーツで
『日本を涼しくする』プロジェクト

鈴田峠農園有限会社

代表取締役　鬼木　敏之

福岡市中央区舞鶴 2-1-10

設立年月日　：2001.9.3
資　本　金　：15,500 千円
常用従業員数：16 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
観光関連団体､IT 関連､メディア､
広告代理店

多言語版 SNS の監視業務

及びお問合せ対応業務
株式会社ビーボーン

代表取締役社長　ホセマリア ロペス　
ゴンサレス

福岡市博多区博多駅東 2-5-19

設立年月日　：2017.7.10
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
商工会議所・商工会、広告代理店、
観光協会、宿泊施設

『よ Car!』( よかー！ )株式会社 ALPRO

開催日時：2018 年 1 月 24 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）

博多曲物の技術をベースに波佐見焼や他の
伝統工芸と組み合わせたテーブルウェアの
シリーズ商品を展開していきます。伝統工
芸品だから選ばれる商品ではなく、機能性
含め良さをしっかり伝えられる商品開発を
おこなうことで、伝統産業の裾野を広げて
いきます。

海外への情報発信はしたいが、外国語対応
でお悩みの企業・団体様向けに弊社独自の
24 時間 365 日 SNS サポート業務が役立ち
ます。当事業では外国人が投稿したコメン
トがお問い合わせであるか、または NG 投
稿であるかを判別して適切な対応を差し上
げます。

「世界に自分の会社をアピールしたい！だ
けどどうやって集客するかわからない」と
いう方は、ぜひ一緒に仕事しましょう。今
までに日本では見えていな部分や最善のア
ドバイス、外国人ならではの意見と新しい
方法を、最新の市場調査と共にご提供しま
す。

弊社開発の『パッションフルーツの移動式
緑化』が、国土交通省暑熱対策技術開発『緑
で都市を冷やします！』実証試験に選定。
東京五輪暑熱対策、シェード緑化普及、緑
化技術輸出などが計画されており、地球温
暖化防止の救世主に！



【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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ＦＶＭセミナーのご案内

◆ Facebookページの紹介 ◆

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2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。

FVM マンスリーアワード (2017.11) 決定 !

2017 年 11 月 22 日に開催された第 216 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 AiCT

事業名 : 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

審査員・来場者の声 :

「既存のクリーニングビジネスの商習慣改善が図られるため、ニーズは高いと思われる。」

「様々な業態との連携の可能性を感じる。」

※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 )AiCT

代表取締役 渡邉 直登 氏

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

1月31日(水)

2018年2月21日(水)

2018年3月22日(木)

2018年4月25日(水)


