
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より

●福岡よかとこビジネスプランコンテスト公開審査会・表彰式を開催します
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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2月21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２１９回　フクオカベンチャーマーケット開催

福岡県では、地域の強みを活かした、または地域課題を解決する新しいビジネスの創出を支援
する「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」を平成２７年度から開催しています。
今年度は、５３名（うち県外１１名）の創業希望者から応募がありました。
一次審査及び二次審査を経て、１１名（うち県外１名）が、大賞を目指して公開審査会に挑戦
します。一般の方の聴講も可能ですので、ぜひ、＜福岡を元気にする＞ビジネスプランの熱意
あふれるプレゼンテーションをお聞きください。

【日　　時】　平成30年2月24日 (土 ) 13:00～17:30
【会　　場】　TKPガーデンシティ博多アネックス
　　　　　　（福岡市博多区博多駅前4-11-18ホテルサンライン福岡博多駅前 2F) 
【内　　容】　●公開審査：11名のファイナリストによるプレゼンテーション
　　　　　　●トークセッション
　　　　　　　 ゲストスピーカー :岡 秀樹 氏 (コワーキングスペース秘密基地 代表 )
               　                   モデレーター :鍋島 佑輔 氏 (デロイトトーマツベンチャーサポート (株 ))
              　               ●表彰式
               　              ●交流会
【参  加  費】　無料 (交流会参加費 :500円 )
【お  申  込】　電子メール本文に①氏名②所属・役職③電話番号④メールアドレス⑤交流会参加の有無を
　　　　　    記載の上、≪yokatoko@fvm-support.com≫宛に送信してください。
【お問合せ】　福岡県ベンチャービジネス支援協議会
　　　　　　Tel：092-725-2729　E-mail：yokatoko@fvm-support.com

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

● セミナー「Opportunity Thailand, Be A Part of it 

　　　　　　  タイ—今まさに事業展開の最大の好機」を開催します！

福 岡 県 海 外 展 開 支 援 係 よ り

タイ投資委員会（BOI）、在京タイ王国大使館ならびに福岡県およびジェトロ福岡 (共催）は、タイ王国のソムキット副首相が来福する
機会に、セミナー「Opportunity Thailand, Be A Part of it タイ～今まさに事業展開の最大の好機」を開催致します。

【日　　時】　平成30年2月9日 (金 ) 9:30～12:00（受付開始　9:00）
【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
【定　　員】　400名
【内　　容】　●基調講演「経済成長の牽引者としてのタイ」 (ソムキット・チャトゥシーピタック タイ国副首相 )
　　　　　　●講演　　  「福岡総領事館開設に関する説明」(タイ外務省副大臣 )
　　　　　　　　　             「東部経済回廊（EEC）開発計画について」(登壇者調整中 )
　　　　　　●パネルディスカッション
　　　　　　　                         東部経済回廊（EEC） 事務局長 カニット・セーンスパン 氏
    　　　　　       　                   タイ投資委員会（BOI） 長官 ドゥアンチャイ・アサワジンタチット 氏
    　　　　　             　             ジェトロ・バンコク事務所長 三又 裕生  氏
　　　　　　※ タイ語‐日本語同時通訳
【お   申   込】　右記HPより受け付けます。　https://www.jetro.go.jp/events/fuk/cb7731f9c4aa8d49.html  
【お問合せ】　ジェトロ福岡 （担当：内野、大村、渡部）Tel：092-741-8783 Fax：092-714-0709　E-mail：fuk@jetro.go.jp
　　　　　　(プログラムについてのお問い合わせ )
　　　　　　　タイBOI東京事務所　Tel：03-3582-1806 Fax：03-3589-5176　E-mail：thaiboitokyo@gol.com
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USBメモリの貸出・返却・管理を自動化した
保管庫“HeartBOX”

「はたらくを変える」
福岡はたらくＴＶプロジェクト

九州の女性の起業を支援する
レンタルオフィス

福岡から「はたらくを変える」。大学生向けイ

ンターネットテレビ「福岡はたらく TV」開局。

カウテレビジョンはメディア活動を通じて「は

たらくとは何か？」を社会に問い直します。学

生の就職難と企業の採用難を同時に解決する

「福岡モデル」を展開します！

アプリを活用する事により、美容室の使われて

いないスペースをシェアするプラットフォーム

です。髪を切ってもらう人、切る人、場所を提

供する人の３者をマッチングする三方よしのプ

ラットフォーム。日本の美容師のみならず、上

海、NY の美容師にも提供していきます。

HeartBOX は、職場における USB メモリの「か

りる・かえす」をオートメーション化し、１台

につき最大５０本まで、定置保管が可能です。

さらに、利用状況等のログ情報を一元管理でき

るため、USB メモリ管理業務の効率化と情報セ

キュリティー意識の向上に役立ちます。

九州地区で初めての女性専用レンタルオフィス

の誕生！女性に起業や学びの「場」を提供します。

既存の東京、バンコク、台湾地区のレンタルオ

フィス会員とつながることでビジネスチャンス

も。今後コミュニティを広げていくためビジネ

スパートナーを募集中です。

 

2 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

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：14 名

（プレゼン目的）
その他

（聴講希望パートナー）
メーカー､商社､金融機関(銀行)､
卸､物流､教育､IT､医療､建設､
サービス

株式会社カウテレビジョン

代表取締役　安部　虎長

福岡市中央区天神 2-3-36
設立年月日　：2016.11.1
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：1名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
VC

株式会社 Glocalnet

代表取締役　中田　大史

福岡市博多区中洲 5-5-13
設立年月日　：1974.10.22
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：210 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
医療機関､行政機関､システムベン
ダー、ソリューション関連企業

株式会社アルサ

取締役　小野　雪香

東京都中央区日本橋 3-2-14

設立年月日　：1995.5
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：11 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

有限会社トラスト
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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：2018 年 2 月 21 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）
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

3Dフィギュア製作、3Dデータ撮影・製作

体に良いホントのヤサイを提供する
ヤサイプロジェクト

思い出を形に。83 台の一眼レフで 360°から全

面の一斉撮影で高精度な 3D データ・高精細フィ

ギュアを製作します。ハンディスキャナと違い、

撮影時間は 0.01 秒なので動きやすいお子さんや

ペットも撮影可能です。

露地野菜で実現がなかなか難しい「無農薬」。水

耕栽培で難しいとされた「高い栄養価」。そして、

昔懐かしい「野菜本来の味」。食について量より

質を求める人々へ水耕栽培最前線の野菜を普及

するための革新的な販売戦略を主婦の視点で計

画。

代表取締役　林　大祐
     
福岡市中央区大名 1-2-36

設立年月日　：2017.2.2
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関､VC､ハウスメーカー､
自動車ディーラー､広告代理店､
結婚式場､写真館

株式会社エイチツー

代表取締役　樋口　清美

福岡県筑紫野市上古賀 3-2-6

設立年月日　：2017.11.21
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
飲食店、食品店 (こだわり野菜
を取扱っている店舗 )

株式会社ヤサイプロジェクト

スタジオで一斉撮影

製作したフィギュア

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

2018年03月22日(木)

2018年04月25日(水)

2018年05月23日(水)

申込締切

受付終了

お問い合わせ下さい

2月28日(水)



【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3月5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3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。

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。


