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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6月20日(水)　13：30～16：10 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２２３回　フクオカベンチャーマーケット開催
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FVM コーディネーター ● 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中小･ベンチャー企業の

　 様々な課題・ニーズに対応します！

神 田 橋　幸 治 kouji　kandabashi大 串　明 子 akiko　ohgushi

座右の銘 ： 「為せば成る、 為さねば成らぬ何事も」 座右の銘 ： 「順理則裕」

石　橋　　薦 susumu　ishibashi

座右の銘 ： 「Your success is our Business!」

藤 崎　弘 之 hiroshi　fujisaki

座右の銘 ： 「やってみせ、 言って聞かせて、 させてみて、
                  褒めてやらねば人は動かじ」

・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 Facebook

大手金融機関､官公庁を経て独立。 金融と事

業､官と民､組織と個人など立場役割を変えつ

つも一貫して事業戦略の立案や仕組みづくりに

携わっています。 財務金融知識や幅広い経験・

ネットワークを活かして､挑戦する事業家の､良き

「聞き役」､良き 「つなぎ役」 になりたいと考えて

います。 ビジネスを通じたより良い社会の実現

に取組むみなさま、 ぜひお声かけ下さい！

外資系コンピューターメーカーでコンサルティング

やシステム構築に携わり、 その後、 投資会社

で経営管理実務を経験してきました。 創業や

経営革新など事業計画のブラッシュアップにお

いて実現性を高めるためのアドバイスを行ってい

ます。

アパレルメーカー、 医薬品総合商社にてマーケ

ティングに従事の後、 中小企業診断士登録し

独立。 創業支援や事業計画の作成、 経営革

新、 リスクマネジメント対策等を中心に中小 ・

ベンチャー企業の成長支援をしています。 超高

齢化、 超高負担時代に勝ち残るための具体的

な対策を一緒に考えましょう！

大手コンサルティング会社でのマーケティング、

経営管理、 株式上場支援に携わってきた経験

を活かし、中小・ベンチャー企業のサポートを行っ

ています。 商品開発、 販路開拓等のマーケティ

ングを得意としています。



6 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

知識不要､最短1分で動画が作れる｢RICHKA(リチカ)｣を

活用したコンテンツプラットフォーム事業

代表取締役　松尾　幸治

東京都渋谷区富ヶ谷2-21-10

設立年月日　：2014.10.14
資　本　金　：10,000 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）
事業会社の方々

カクテルメイク株式会社

新しい民泊スタイルで旅とまちの日常をつなげる、

玉手筥プロジェクト

代表取締役　斉藤　康平
     
福岡市東区原田 1-1-13-5F

設立年月日　：2018.2.22
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、行政

まちカンパニー株式会社

自社学生顧客データベースを活用した
マーケティング支援サービス

代表取締役　栁川　敏昭

福岡市博多区中洲 5−6−24

設立年月日　：2000.12.1
資　本　金　：1,200 千円
常用従業員数：37 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・その他

（聴講希望パートナー）
証券会社、VC、監査法人

株式会社ネオ倶楽部

創業時は大学生の団体旅行（合宿、大会）に特

化してスタートし、学生の多くのニーズ（悩み）

を聞き入れ、それを新しいビジネスモデルに組

み立ててきました。学園祭の模擬店のプロ

デュースから始まったアパレル・セールスプロ

モーション事業、学生１番の悩み「就活」から

始まった人材紹介事業。今後はそんな学生（若

最短 1 分、誰もが編集ソフトや知識不要でプロ

クオリティの動画を簡単に内製化できる動画生

成ツール「RICHKA」をご提供しています。

7,000 本以上の動画を制作してきた実績から、

お客様の動画マーケティングを分析し、最適な

動画フォーマットを開発し続けています。

『福岡の民泊スタイル』を箱崎から。福岡空港、

天神・博多までもアクセスが良く、かつ筥崎宮

を有するなど 1000 年の歴史と文化をもつ箱崎。

福岡独自の土地柄を生かし、ホテル不足解消は

元より、新しい旅スタイルを提案により『まち

のビジネス』をモデル化します。
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

 

 

 
< ８万人の学生顧客を囲い込んでいるビジネスモデル >

コスメ事業コスメ事業

人材紹介事業人材紹介事業

アパレル事業部アパレル事業部

旅行事業部旅行事業部

ネオ倶楽部

慰安旅行
格安航空券
ビジネスパック

ユニフォーム
作成・販売

学生紹介
セミナー参加商品
IR就活ナビ販売

年間8万名の参加
九州 6万名

関東，関西2万名
学生顧客

カウンセリング
企業紹介

オリジナルウェア
ユニフォーム作成

合宿、大会の手配
卒業旅行

ゼミ旅行の販売
((オアシスオアシス))

((プリッヅプリッヅ))

((就職エージェント）就職エージェント）
（キーカンパニー）（キーカンパニー）

企企業業

（ネオネクスト）（ネオネクスト）

一般顧客一般顧客
エステ店エステ店

一般顧客

インターネット通販
代理店販売

サークル部員
クラブ員

サークル部員
クラブ員

サークル幹事
クラブ役員を
含む一般学生

一般学生 インターネット通販
大学購買店

現在のビジネスモデル

学生顧客が卒業後、一般顧客になる

 
ネオGRP学生データベース

モバイルマーケティング
事業部にて総合管理

学生さんをターゲットにした企業

化粧品モニター アパート広告 アルバイト紹介 飲食店情報 その他

学生生活応援ナビ（ネオ倶楽部アプリ）
事業内容(イベント事業)
[販売促進プロモーション]
[会員集客プロモーション]

[広告管理]

配信

旅のオアシス
モバイル

会員データベース
クラキャリ、IR就活ナビ
会員データベース 就職エージェント

モバイル
会員データベース

配信

クラブ部長
サークル幹事

学祭実行委員長含む
質の高いDB

2200団体からの
データベース

 



開催日時：2018 年 6 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 福岡ビル 4F）

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7月25日(水)

2018年8月22日(水)

2018年9月26日(水)

申込締切

受付終了

受付終了

6月30日(土)

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。
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

airamp dashboard

15：00

～

15：20

外国人観光客への接客マニュアル作成と

企業研修事業

代表取締役  清藤　貴博

北九州市門司区葛葉 1-5-15

設立年月日　：2014.10.15
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・業務提携

（聴講希望パートナー）
小売業、百貨店、金融機関

株式会社
ネクストクリエイション

日本語に触れながら観光したい外国人観光客

と、外国人観光客の集客を目指す福岡の小売・

サービス業をつなぐ接客マニュアルの作成と企

業研修を行います。地域を盛り上げたい住民・

学生・留学生 と企業が一つになって、外国人

観光客の観察を通して得られる洞察に基づく接

客マニュアルで満足度の高い接客を実現させま

す。

代表  齊藤　和生

福岡市南区五十川 1-3-24-401

常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
資金調達・その他

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、エンジニア、
開発会社

airamp(個人事業)

音楽産業の 54% はデジタル配信等によるもので

す。一方で、コンサート売り上げは 14% とビジ

ネス上もアナログ状態。メジャーレーベルを通

さず、楽曲の販路が広がった今、エージェント

を通さずに世界で演奏活動をする方法は？その

答えが airamp です。

 ネクストクリエイション

Fukuoka In-bound Project（仮）

飲食店・小売り・百貨店 外国人

イベント・トライアル実施
↓

観察

接客マニュアル作成

研修実施

来店

・linkedIn のような「職業的に信頼性を得ること」を目的とした

 プロフィール SNS を構築するが、ログインによって Slack のよう

 なコラボレーションツールを組む。

・信頼される情報 (プロフィール )と様々な機能で、｢アーティスト｣

 と「ライブハウス」をつなぎ、そしてまた、新しく生まれた

 “つながり”が信頼される情報をかたちづくる仕組み！



【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

◆ ベンチャーサポートセンターおよび福岡アジアビジネスセンター移転のお知らせ ◆

天神・福岡ビルの再開発に伴い、ベンチャーサポートセンター及び福岡アジアビジネスセンターは
2018年6月25日（月）より福岡商工会議所ビルに移転します。

（2018年6月25日より）
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28　福岡商工会議所ビル8階
TEL 092-710-5800   FAX 092-710-5809　（ベンチャーサポートセンター）
TEL 092-710-6195   FAX 092-710-6196　（福岡アジアビジネスセンター）

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7月2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7月5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 (2018.4) 決定 !

2018 年 4 月 25 日に開催された第 221 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 : 株式会社ロジコモン

事業名 : 初等教育におけるプログラミング教育の AI 解析を用いた評価

審査員・来場者の声 :

「今後の市場規模が拡大。大学発ベンチャーに期待。」

「少子高齢化で生産年齢人口の減少が予想される中、生産性と付加価値を高めるビジネスモデルで、

  今後のビジネス展開に大いに注目しています。」

※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 ) ロジコモン

代表取締役 大町 侑平 氏


