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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3月22日(木)　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２２０回　フクオカベンチャーマーケット開催 九州 IPO 挑戦隊

特集

九州 ・ 山口ベンチャーマーケット

2 月 6日、九州・山口各県と経済団体等が連携し、世界に羽ばたくベンチャー企業を輩出するため、｢九州・
山口ベンチャーマーケット｣を福岡市で開催しました。
当日は、九州・山口各県のイチオシ企業 56社が新技術や新商品を展示し、それぞれの魅力を発信、約 530 名
の来場者は企業の説明に熱心に耳を傾けていました。
また、各県の代表企業 9社によるビジネスプラン発表会が行われ､( 株 ) ユニゾンシステムズの「『Media 
Orchestration』～新しい動画ワークフローによるイノベーション」が今後の成長が期待できるビジネスプラン
として九州・山口ベンチャーアワーズ大賞の栄冠に輝きました。

【受賞企業紹介】

(株 )ユニゾンシステムズ

オヤモコモ

(株)SunYell

「『Media Orchestration』～新しい動画ワークフローによるイノベーション」

「乳幼児の発達の専門家と共に取り組むベビー用品開発・販路開拓の展望」

「『オンライン×指導研修教室』小中高大生が共に学び合う、新たな時代

　を生きる子どもたちの為の学習サービス 」

大賞

優秀賞

地域活性化賞
九州・山口ベンチャーアワーズ

表彰式

呉服町ランプ

福岡
空港

西鉄天神
バスセンター

博多駅

ホテルオークラ福岡ホテルオークラ福岡

至小倉

福岡空港福岡空港東比恵東比恵

博多駅博多駅

中洲川端中洲川端

天神天神

祗園祗園

呉服町呉服町 千代県庁口千代県庁口

昭 和 通 り

至熊本

都市高速道路
JR
福岡市営地下鉄

ホテルオークラ福岡 4階平安の間ホテルオークラ福岡 4階平安の間

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

九州・山口ベンチャーアワーズ
大賞　( 株 ) ユニゾンシステムズ

( 福岡県 )

九州・山口ベンチャーアワーズ
優秀賞　オヤモコモ

( 佐賀県 )

九州・山口ベンチャーアワーズ
地域活性化賞　( 株 )SunYell

( 山口県 )

福岡よかとこビジネスプランコンテスト公開審査会 ・ 表彰式開催！

2 月 24 日、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」の最終審査及び表彰式を行いました。
11 名のファイナリストがプレゼンテーションを行い、4 名の受賞を決定し、表彰を行いました。
受賞者には賞金を授与するとともに、今後の起業に向けた支援を行います。

【受賞者紹介】

松尾　好紘

則武　展博

山田　大五朗

兼山　孝子

「ひとり親の住まい、仕事、保育をまとめてサポート！！」

「『地域と乖離しない』地元の生活と観光を受け止める飲食店事業【ぶぜんヘブンズキッチン】」

「TABISURU JITENSYA」

「糸島産農作物を活用したファスティング施設を核とした"美と健康"のパワースポット化計画」

大賞

地域活性化賞

チャレンジマインド賞

ベストビジネスプラン賞



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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14：10

～
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13：30

～

13：50

 

14：50

～

15：20

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

14：30

～

14：50

 

代表取締役　宮野　敬之

熊本市中央区保田窪 2-12-3
設立年月日　：2007.3.30
資　本　金　：8,000 千円
常用従業員数：74 名

（プレゼン目的）
販路拡大・FC 展開

（聴講希望パートナー）
商社

健康茶・ハーブティー卸販売
および「南阿蘇TeaHouse」のFC展開

株式会社クマモト敬和

代表取締役　藤野　直人

福岡県春日市春日公園 3-61-2
設立年月日　：2005.3.14
資　本　金　：28,000 千円
常用従業員数：25 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）
VC､異業種参入 (農業分野 )企業

「農業の産業化」を実現する
農業総合プロデュース事業株式会社クロスエイジ

代表取締役　横山　裕
     
北九州市八幡西区星ヶ丘 2-10-6
設立年月日　：1989.10.15
資　本　金　：40,000 千円
常用従業員数：57 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、商社

サニーハウス
ベトナムプロジェクト

株式会社サニーハウス

代表取締役　滝下　信夫

京都市中京区壬生馬場町 37

設立年月日　：1988.5.12
資　本　金　：50,000 千円
常用従業員数：100 名

（プレゼン目的）
業務提携・FC 展開

（聴講希望パートナー）
店舗建設業､物流､製パン材料卸

感動の 100 円ぱん「京都伊三郎製ぱん」
FC 展開事業

株式会社のぶちゃんマン

感動の 100 円ぱんで地方創生！ 2020 年までに

九州地区を中心に 70 店舗に拡大する計画で、

その後も山陽・山陰地区等地方都市中心に出店

を計画します。京都伊三郎製ぱんが出店すると

人が集まり町に活気が出る！ 100 円均一の焼き

立てぱんで地方創生に役立ちたいです。

ユニットハウスは工場で製造し短納期、ローコ

スト、地震に強いという特徴があります。用途

も現場事務所、倉庫、店舗、専用住宅、集合住

宅と多彩な用途に対応しております。今度はベ

トナムでも日本と同じユニットハウス事業を展

開します。ベトナムの工事現場環境の大幅な改

善に貢献するものと確信しております。

「南阿蘇から一人ひとりにベストなティーを。」

南阿蘇の自然豊かな大地で育ったハーブを扱

い、独自のブレンド技術を駆使した製品を世界

に届ける事を目的としています。現在、直営店

舗「南阿蘇 TeaHouse」を展開。今後ブランドを

構築し、FC 展開を行っていきます。

当社は「農業の産業化」を目指すアグリベン

チャーです。マーケットインでの商品企画力を

強みに青果の中規模流通市場を創造していま

す。今後、既存事業で培った知見とネットワー

クを活かし、全国への事業展開及びアグリテッ

ク事業への参入を目指します。

 

3 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

 
ベンダー

ベンダー

材料

代金

ＣＫ

生地

生地

直営店

ＦＣ店

商品

代金

FC加盟料・看板料
生地代金

FC本部

消費者

消費者

ビジネスモデルのポイント！
■自社CKでの生地集中生産
■チルド状態でCK～店舗への冷蔵配送

※鮮度とおいしさへのこだわり
■製造工程の70％をCK作業に集約
※店舗作業の簡素化、マニュアル化

■FC店が増えるほどCK稼働率がアップ

当社の強み！
■高品質、低価格
■生地発注システムによる、

生産管理システムの徹底化
■ISO22000基準での衛生管理
■商圏を半径2～3キロに限定。
※多店舗化が可能

顧客のメリット
■高品質、低価格のぱんを、
圧倒的品揃えで選べる楽しさ
■感動の接客
■自宅や職場の近くで購入可能

  
店舗 

   

事務所 

九州 IPO 挑戦隊

九州 IPO 挑戦隊

九州 IPO 挑戦隊

九州 IPO 挑戦隊



代表取締役　山﨑　雄太
     
佐賀県多久市北多久町小侍1088-2

設立年月日　：2017.10.26
資　本　金　：10 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）
VC、自治体、メーカー、
情報サービス･通信､メディア

個人のスキルをビデオチャットで教え合い､
｢学び｣を売り買いするプラットフォーム

「manaview」

株式会社 manaview

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

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：2018 年 3 月 22 日（木）　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

～

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

3月31日(土)

代表取締役　宮地 大治

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427-7

設立年月日　：1975.7
資　本　金　：80,000 千円
常用従業員数：244 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
企業全般

よりアピールできる・より売上アップに
つながる Web サイトの制作

株式会社佐賀電算センター

代表　原田 正巳

福岡県田川郡福智町上野 1065-92

設立年月日　：2009.2.1
資　本　金　：- 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）
商社

グリーン購入法を契機とした
帽子用消臭抗菌吸湿具の拡販戦略

原正商会(個人事業)

 

子育てママはグロースハッカー！当社は Web サ

イト制作及び改善のノウハウ／技術を有した子

育てママを中心に、低価格で高品質な Web サイ

ト制作サービスを提供しています。複数の料金

プランを用意しますので、お客様のスタイルに

合わせてお選び頂けます。

【スキルアップをもっと自由に】「manaview」は、

個人のスキルを教室として売り買いできるスマ

ホアプリです。販売・購入成立した教室は専用

のビデオチャットを用いてオンタイムの講習が

行われます。仕事や趣味、家事などを世界中の

スキルをスマホで簡単に。

以前はバス運転士をしていて、竹炭を制帽の中

に入れて消臭抗菌吸湿性がないかと自らの経験

や環境問題に対する思いから商品化と繋がりま

した。今後、持続可能な開発目標を目指してこ

のアイディアを日本・世界の人々に提案してい

きます。

2018年4月25日(水)

2018年5月23日(水)

2018年6月20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 マンスリーアワード (2018.1) 決定 !

2018 年 1 月 24 日に開催された第 218 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 : 株式会社ビーボーン

事業名 : 多言語版 SNS の監視業務及びお問合せ対応業務

審査員・来場者の声 :

「多言語対応のノウハウを十分有しており、適切なサポートが可能。」

「観光大国の日本として適したビジネス」

※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。

株式会社ビーボーン

業務・営業本部 バークレー　マシュー 氏

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。


