
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 4回九州・山口ベンチャーマーケット開催のお知らせ

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。
第 4回を迎える今回は、会場を福岡国際会議場に移し、より一層パワーアップ。
各県のイチオシ企業・大学による新技術・新商品の展示会をはじめ、「九州・山口ベンチャー
アワーズ」( ビジネスプラン発表会 ) には、ベンチャー部門に加えスタートアップ部門を新設。
注目のゲストによる講演会や、各県の経済団体やビジネスパートナーを交えた大交流会など、
未来に繋がる新たな一歩が見つかるコンテンツが盛りだくさんです。

2018年10月19日(金)10:00～19:30開催日

会　場 福岡国際会議場　2階(福岡市博多区石城町2-1)

参加費 無料 ※大交流会参加費4,000円

ＦＶＭ
2018年 9月号

ｎｅｗｓＦＶＭ　ｎｅｗｓ

開催場所：福岡ビル9F　(福岡市中央区天神1-11-17)　　　　　                  

開催日時：2018年9月26日(水)　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２２６回　フクオカベンチャーマーケット開催
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≪詳細・お申込み≫　
　　　http://kyushu-yamaguchi-vm.jp/

申 込 期 限
10月12日(金) KVM　九州

≪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.092-643-3591　　

講演会(16：50～17：50　申込要 )

新技術新商品等展示会(10：00～17：50　　申込不要)

大学合同新技術説明会(10：00～12：50　　申込要)

九州・山口ベンチャーアワーズ(13:00～16：40　　申込要)

表彰式・大交流会(18：00～19：30　　申込要)

プログラム

≪講師≫

Global Mobility Service 株式会社 代表取締役 社長執行役員/CEO 中島 徳至 氏

「FinTechと最先端IoTによる、真に必要とされるモビリティ社会の創造に向けて

～日本初　グローバルベンチャービジネスへの挑戦～」

Global Mobility Service(株)

代表取締役  中島 徳至 氏

講演会

1967年生まれ。岐阜県出身。東京理科大学大学院修了(MOT取得)。

岐阜大学大学院工学研究科客員教授、東京大学大学院工学系研究科

非常勤講師を歴任。2013年、Global Mobility Service株式会社を設立。

「モビリティサービスの提供を通じ多くの人を幸せにする」を企業理念として、

ASEAN各国での新規ビジネスモデルの構築、日本国内での次世代自動車

ローンの仕組みの構築などを行う。
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代表取締役　新谷　和敬

大阪府豊中市北桜塚3-1-5
設立年月日　：2014.4.8
資　本　金　：8,000 千円
常用従業員数：6名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
システム会社

福岡県を拠点とした
ミャンマーIT人材の活用

株式会社
キャピタルナレッジ

代表取締役　友枝　光史郎

福岡市城南区友丘 4-1-19
設立年月日　：1992.4.17
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：5名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携・FC 展開

（聴講希望パートナー）
金融機関、サービス業、IT 業

幼児施設向け習い事付学童保育事業株式会社SKT

代表取締役　荒川　信也
     
福岡県筑紫郡那珂川町別所1104-5

設立年月日　：2016.12.28
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：0名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

（聴講希望パートナー）
建築業､内装業､ハウスメーカー､
警備会社､電気資材

電灯線通信利用で高齢者の
安全安心をサポートするシステム

パワーラインコミュニ
ケーションズ株式会社

代表取締役　中村 享有希

福岡市博多区博多駅南 3-16-13

設立年月日　：2016.6.14
資　本　金　：31,900 千円
常用従業員数：1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

一人ひとりに最適な医療を提供する為の
情報流通サービス

株式会社 OKEIOS

仮想通貨の基幹技術を目的として開発されたブ

ロックチェーン技術と、それに連動させた分散

ストレージをつかい、ライフログの利活用を推

進し、トークンエコノミーによる自立した運用

が可能となる情報流通基盤の提供をおこなって

いきます。

配線、内装工事を必要としない電灯線通信技術

を利用して、コンセントに差す事で作動する、

高齢者や身体の不自由な方の為にコストパ

フォーマンスに長けた、多機能安全安心をサ

ポートするシステム製品開発と販売会社との業

務提携。

ミャンマー人材の活用で IT 人材不足を解決し

ます！ミャンマーにて EC サイト管理等の各種

BPO、システム開発を行っています。今後ミャ

ンマー IT 人材を福岡で雇用し、国内で開発技

術の教育を行い、各企業に派遣、紹介、ニアショ

ア、オフショアを行います。

国家的課題である「待機児童問題への解消へ貢

献すること」を目的とした習い事付学童保育事

業。少子化の中でも急拡大する「共働き世帯」

の増加を受けて小学低学年の保育ニーズは高

まっており、習い事付学童保育事業ノウハウを

生かした事業展開を考えています。

 

9 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

 



代表　築地　洋平
     
福岡県筑紫郡那珂川町今光2-93

設立年月日　：2018.1.1
資　本　金　：- 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）
商社､メセナ事業を行っている会社

特許技術でリメイクした
バイオリンの海外販路開拓

セブン (個人事業 )

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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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（092-710-5800）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

お問合せ下さい

9月30日(日)

代表　長坂 嘉明

福岡市東区香椎駅東 3-23-11-1F

設立年月日　：2018.3.1
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
ハウスメーカー、ゼネコン、
不動産管理会社

産業用ドローンと特殊カメラを用いた
検査・調査サービス

PROJECT ACHT(個人事業)

代表取締役　下野　雅芳

福岡市早良区百道浜 2-4-27

設立年月日　：1999.5.10
資　本　金　：25,000 千円
常用従業員数：14 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携・FC 展開

（聴講希望パートナー）
歯科医院、歯科医師、
商社 (歯科関連 )

患者とのインフォームド・コンセントを
サポートする歯科診療支援システムの開発

株式会社キューブス

 

福岡を中心に九州一円にて、建築物外壁調査や

メガソーラーシステムなどのソーラー発電シス

テムの調査の今を変えていきます !! 産業用ド

ローンと専用特殊撮影機材を使用して、大幅な

コストダウンを図り、よりスピーディーにより

的確に、非破壊検査やリアルタイム視認検査を

行います。さらに測量や 3D マッピングなど、産

業分野でのドローン活用業務の展開を考えてお

ります。

当社が生産するバイオリン属は、お店に並んで

いるものと違う音質が出るものです。大変評判

が良くまた世界初であるため、これを工芸品と

して安全に海外販路開拓する策を求めておりま

す。

患者に納得してもらう治療を行うには、イン

フォームド・コンセントが欠かせません。歯科

医院が増加傾向であり、市場ニーズも増大する

なか、患者との合意形成を正しく行うことが重

要です。本システムはインフォームド・コンセ

ントのサポートを目指しています。

2018年10月25日(木)

2018年11月21日(水)

2018年12月19日(水)

開催日時：2018 年 9 月 26 日（水）　　会場：福岡ビル　9 階　１ホール
                                    　　　　　　　　　　　（福岡市中央区天神 1-11-17）



【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：092-710-5800　　　ＦＡＸ：092-710-5809

E-mail ： ven@fvm-support.com

  U R L :  http://www.fvm-support.com

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル8F
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ＦＶＭセミナーのご案内

◆ 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/

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11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10月4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 (2018.7) 決定 !

2018 年 7 月 25 日に開催された第 224 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 : 株式会社ワーコンプロジェクト

事業名 : 非接触型生体センサーによる遠隔モニタリング事業

審査員・来場者の声 :

「これからの高齢化社会に対する課題感や当事者意識にとても共感した。」

「ニーズを実体験からつかみ、事業化していることが素晴らしい。」

※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。

( 株 ) ワーコンプロジェクト

代表取締役 青木　比登美 氏


