ＦＶＭ ｎｅｗｓ
2013 年 6 月号
マンスリーマーケット

第１６４回 フクオカベンチャーマーケット開催
今月は、２・３ページ記載の6社がビジネスプランを発表いたします。

開催日時：2013年6月19日(水)

13:10～16:35

開催場所：アクロス福岡6F(福岡市中央区天神1-1-1)
発表会場：606会議室
商談会場：601会議室
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。

総会・講演会・交流会
7 月のマンスリーマーケットでは、FVM 協会総会・講演会・交流会を同時開催します。

開催日：2013 年 7 月 23 日（火）
会 場：アクロス福岡（福岡市中央区天神 1-1-1）

入場無料 ( 先着順 )
＊総会・講演会・交流会は事前に申込みが必要です。
お申込みはこちら FVM

検索

講

会

マンスリーマーケット
●ビジネスプラン発表・商談会
会 場：アクロス福岡 6 階 会議室
時 間：10：30 〜 16：00

交

流

会 場：アクロス福岡７階
時 間：18：00 〜 19：30
参加費：3,000 円

会
大会議室

＊事前にお申込み下さい。

会
時

場：アクロス福岡４階
間：16：30 〜 17：45

演

国際会議場

＊事前にお申込み下さい。
＜講

師＞
株式会社ユーグレナ
代表取締役社長

出雲

充

＜略 歴＞
東京大学農学部卒、2002 年東京三菱銀行入行。
2005 年 8 月株式会社ユーグレナを創業、同社代表取締役社長。
同年 12 月微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の屋外
大量培養に世界で初めて成功。
2012 年 Japan Venture Awards 2012「経済産業大臣賞」受賞、
世界経済フォーラム Young Global Leader 2012 に選出。
信念は『ミドリムシが地球を救う』
、著書は『僕はミドリムシ
で世界を救うことに決めました。
』
（ダイヤモンド社）
。

セミナー
・ビジネスプラン作成講習会

[ 7/8（月）
、8/2（金）]

・プレゼンテーションセミナー

[ 7/5（金）
、8/5（月）]

・プレゼンテーション練習会

[ 6/11（火）
、6/12（水）]

6 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業
開催日時：2013 年 6 月 19 日（水）
時 間

会社の概要

和新工業株式会社

13：10
～
13：40

代表取締役

森

茂博

福岡県朝倉郡筑前町山隈 1279-1
設立年月日 ：1973.7.7
資 本 金 ：4,800 千円
常用従業員数：17 名
（プレゼン目的）
販路拡大

13：45

代表取締役

中野 英司

～

久留米市東合川干出町 1-5

14：15

設立年月日 ：2011.5.12
資 本 金 ：700 千円
常用従業員数：1 名
（プレゼン目的）
資金調達、販路拡大

株式会社
ジャパンニューエナジー

14：20

代表取締役

関口 修一

～

福岡市博多区豊 2－4－19

14：50

設立年月日 ：2011.4.21
資 本 金 ：500 千円
常用従業員数：2 名
（プレゼン目的）
業務提携

株式会社
ピー・ビーシステムズ

14：55
～
15：25

代表取締役

冨 田

和 久

福岡市博多区東比恵 3 丁目 3-24
設立年月日 ：1997.2.6
資 本 金 ：134,335 千円
常用従業員数：37 名
（プレゼン目的）
販路拡大

会場：アクロス福岡 ６階

事 業 名

津波災害避難用階段「のぼーる」の開発

守られていますか？大切な家族と生命。東海
地震や南海トラフ巨大地震が騒がれる昨今、
安全避難への対策意識が高まっています。
その要求に応えるのが弊社の津波避難階段
「のぼーる」です。「楽・安全・強」といった
便益を是非その眼にフォーカスしてください。

九州・中国地区において初のシリコーンゴム
専門工場をゴムの街久留米に設立しました。
シリコーンゴムは、まだ歴史も浅く、又その
優れた物理・科学特性は今後ますます市場は
拡大すると確信しています。
㈱ Sing は、オリジナル商品を発表していきな
がら製造技術を蓄積し、各分野のユーザーへ
PR していきます。

606 会議室

商品・サービス等

事業の概要

九州初！シリコーンファクトリーの確立

株式会社 Sing

事業概要

高輝蓄光材による夜間誘導表示

津波避難階段（のぼーる）

ON THE TOPS

nyoki

次世代小型風力発電装置・システム普及事業

設置環境や目的等に応じてフレキシブルに対
応できる小型風力発電装置・システム「ウィ
ンドフューチャー」は、福岡大学の特殊発電
装置と都城高専の特殊コイルを組み合わせた
次世代風力発電です。九州の中小企業ネット
ワークが製造から保守までを担い「九州発の
新エネルギー技術」として国内外の現地生活
向上に貢献します。

『４Ｄ王』事業

■驚異の仮想空間を実現する世界唯一の 4 次元
空間創造システム『４Ｄ王』■
前周 360 度スクリーンに切れ目のない 3D
映像を映し出し、あらゆるものが飛び出すだ
けでなく、視聴者のからだを突き抜ける体験
型 4D シアター。それが『４Ｄ王』です。

『４Ｄ王』の構造は、円筒形の内周に
360 度の特殊スクリーンを設け、
対角線上の 12 台のプロジェクターより
リアルな３Ｄ映像を照射し、見る人々を
今まで体験したことのない仮想空間に
誘います。

時 間

事 業 名

会社の概要

福岡市・都心部の企業配布専門
ポストインサービス

株式会社
セブンマーケット

代表取締役

内田

幸雄

15：30
～
16：00

企業や店舗が福岡都心のオフィス向けに低価格
で PR できる広告媒体「POSTin-ADPack」を
開始しました。配布エリアを指定でき、商圏を
絞った無駄のない PR が可能です。福岡で誕生
した法人向けの新たな広告媒体を一緒に販売
いただけるパートナー企業を募集致します。

福岡市中央区薬院 1-14-5
MG 薬院ビル 6F
設立年月日 ：2007.12.8
資 本 金 ：10,000 千円
常用従業員数：10 名
（プレゼン目的）
販路拡大

株式会社
Y・S・Y・エンタープライズ

代表取締役
16：05

弥吉

伸二

福岡県久留米市津福本町 1970-5

～
16：35

設立年月日 ：2004.11.10
資 本 金 ：13,000 千円
常用従業員数：4 名
（プレゼン目的）
業務提携

商品・サービス等

事業の概要

映像配信技術を用いた
迷子解決・子育て支援システム

子供育成支援、迷子支援を足がかりに「子供
を持つ親御様」に広く利用登録して頂き、
子育てに必要な情報の提供と、子供向け商品・
サービスの情報配信を行います。また、協力
店舗・施設のステータスアップにも寄与でき
る仕組みを構築します。

＊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。

ベンチャーサポートセンターは、
福ビル４階の福岡アジアビジネスセンター横
に移転しました。
新しいベンチャーサポートセンターには、
執務スペースに加えて、２０人程度の
セミナーが行えるミーティングスペース
を設けました。
隣接する福岡アジアビジネスセンターの
機能や施設も活用しつつ、中小・ベンチャー
企業の皆様が抱える様々な課題の解決を
お手伝いします。

５月ＦＶＭのご報告
５月ＦＶＭは、延１８３名の方にご参加いただきました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
当日ご参加いただいた方もそうでない方も、ＦＶＭで発表されたビジネスプランに関する
お問合せやマッチング希望、アドバイス等ありましたら、
ぜひともベンチャーサポートセンターまでお寄せください。

● 5 月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●
（フクオカベンチャーマーケット事務局

レゾナント・ソリューションズ株式会社

後記）

Clair（クレア）株式会社

大学・教育機関向け
LMS・MOOC 構築支援サービス

EV（電気自動車）急速充電器設置
および関連システムのご提案
・電気自動車リーフの普及を目指す日産製の急速充電器は、

・次世代教育支援システムに関する資金調達等を目的に

発表者
代表取締役 首藤 完治

登壇されました。

とにかく安い！

・国内の大規模大学での構築実績をベースにパッケージ

・当社は、その日産製の急速充電器の設置から運用まで、

化したシステムなので、短期間かつ安価に、最新技術の

トータルでサポートするとのこと。

システムが、安心して導入できるとのこと。

・多くの設置事例を研究して蓄積したノウハウをもとに、

・「教育」にかかわる主体であれば、大学だけでなく専門

設置レイアウトやサイン展開はもちろん、充電時間を利用

学校や予備校、塾などにも満足していただけるシステム

した様々な提案をしていく・・・。そんな当社にご興味が

ですので、クロスセルの機会がある方なども、
ぜひお声掛けください。

合同会社メディカルソフト

発表者
代表取締役 江川 徳幸

株式会社セゲル

介護医療連携ソフト
「申し送りノート」の開発・販売

環境に優しい最高級オーガニックコットン
ぬいぐるみ「MIYIM（マイム）」の販売

・医療機関同士や介護施設と医療機関、嘱託医との

・世界的に有名なオーガニックのぬいぐるみ「ＭＩＹＩＭ

“申し送り” は、紙ベースで行われることが多いそうです。

（マイム）」の販路拡大等を目的に登壇されました。

・一方、普及しつつある電子カルテは “医療行為” を記載

・最高級のオーガニックコットン使用、環境にやさしい染色、

するものであって、「昨晩は眠れなかったようだ」

徹底された生産管理。「ＭＩＹＩＭ」は確かに魅力的な商材

「最近食欲が旺盛」などの、いわゆる “申し送り” をする

発表者
代表社員 渡辺

する提案が。

・ニッチだけど必要。そんなシステムをユーザーとともに

・当社は「ＭＩＹＩＭ」の国内独占販売権を有しており、

さい。

株式会社アジアン・マーケット

発表者
代表取締役 安武

発表者
代表取締役 朴 用晳

co-Branding もアレンジしたいとのこと。
「ＭＩＹＩＭ」のコンセプトと相性の良いビジネスを展開され
ている方は、ぜひ連携をご検討ください。

有限会社 AliveCast（アライブキャスト）

革新的ギフトアイテム
『コハルライト』の販路構築

通販用決済システム『ExOrder（エクスオーダー）』

・五角形のシート１２枚を組み合わせると、桜の花びらが

・いただきものが気に入った、気になる広告を目にした・・・

スマートフォン活用における

立体的に浮かび上がるおしゃれな照明に。

そんなとき皆さんはどうされていますか？

・当社は、そんなランプシェードを “インテリア” ではな

・当社ソリューションは、携帯電話やスマホでＱＲコードを

く、“サプライズギフト” としてご提案。

スキャンするだけ、ワンステップで購入画面にたどり着いて

・出産祝いや新築祝い、はたまたビジネスシーンにおける

しまう仕組みです。

ご成約御礼などなど。当社は、「モノではない、コトの提案」

・通販業者さんはもちろん、食品や消耗品、化粧品など

が求められるパーソナルギフトにおける新たな選択肢を

リピート性の高い商品を取り扱っておられる販売業者さんは、

ご提案しています。

一征

です。しかし当社のプレゼンテーションではもっとワクワク

ものではないとのこと。
開発した当社にご興味がおありの方は、ぜひお声掛けくだ

寛史

おありの方は、ぜひお声掛けください。

発表者

代表取締役 中村 理

ぜひ当社ソリューションの活用をご検討ください。

ＦＶＭセミナーのご案内
フクオカベンチャーマーケット協会では、ビジネスプラン（事業計画）の作成から
効果的なプレゼンテーションの実施まで、ビジネスマッチングを成功させるための
スキルアップセミナーを定期開催しています。
新たな事業に挑戦する方なら法人個人問わず、どなたでも参加いただけます。
受講料は無料です。
■

2013 年

ベンチャーサポートセンター

セミナー日程

■

セミナー名

６月

会場/ 時間帯

７月

会場/ 時間帯

８月

会場/ 時間帯

ビジネスプラン作成講習会

3(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

8(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

2(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・ プレゼンセミ ナー

5(水)

アクロス福岡
501会議室
15:00～17:00

5(金)

11(火)、12(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

10(火)、11(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

8(木)、9(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

セミナー名

９月

会場/ 時間帯

１０月

会場/ 時間帯

１１月

会場/ 時間帯

ビジネスプラン作成講習会

3(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

2(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

1(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・ プレゼンセミ ナー

5(木)

プレゼン練習会

プレゼン練習会

10(火)、11(水)

ビジネスプラン作成講習会

福岡ビル４F
15:00～17:00
福岡ビル４F
15:00～17:00

4(金)

10(木)、11(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

福岡ビル４F
15:00～17:00
福岡ビル４F
15:00～17:00

プレゼンテーションセミナー

5(月)

5(火)

11(月)、12(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

福岡ビル４F
15:00～17:00
福岡ビル４F
15:00～17:00

プレゼンテーション練習会

ビジネスプラン（事業計画書）は、新事業

ビジネスプランを展開するためには、資金、

ビジネスマッチングを成功させるためには、

成功のストーリー」であり「周囲を巻き込む

販路、技術などの面でビジネスパートナーを

事前のプレゼンテーション練習が欠かせませ

ための説得材料」です。ビジネスプランを作

獲得することが大切です。ビジネスパート

ん。

り上げる過程で、事業の強み・弱み、経営資

ナーを獲得するためには、確かなビジネスプ

この練習会では、本番同様にプレゼンテー

源は足りているか否か、どのように成長させ

ランを描き、その成長性や成功の可能性を理

ションを行い、その後ベンチャーサポート

ていくか等が見えてきます。この講習会では、 解してもらう必要があります。このセミナー

センターの専門家やスタッフと共に、より

ビジネスプラン作成のポイントを確認し、貴

では、ビジネスマッチングを成功させるため

効果的なプレゼンテーションを行うための

社ビジネスプランのブラッシュアップを行い

のコツを解説し、「伝える力」の向上をはか

改善や工夫について討議します。

ます。

ります。

◆講

師：ベンチャーサポートセンター
チーフマネージャー
神田橋 幸治

◆講

師：ナレッジネットワーク株式会社
代表取締役 森戸 裕一

◆講
師：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 松窪 一則

F V M今 後 の 開 催 予 定

日

申込締切

程

2013年 7月23日(火)

＊お問合せ下さい

2013年 8月20日(火)

6月30日(日)

2013年 9月18日(水)

7月31日(水)

2013年10月22日(火)

8月31日(土)

◆ 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 ◆
フクオカベンチャーマーケット協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。
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。

昭和通り

【お問合せ・お申込み】

地下鉄天神駅
福岡 ●
パルコ

明治通り

ベスト
電器
●

●アクロス
福岡

福岡●
●イムズ 市役所

●天神
中央公園

●博多大丸

国体道路

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

ベンチャーサポートセンターは、下記のとおり福岡ビル４Ｆに移転しました。
●所在地： アクロス福岡９Ｆ

→

福岡ビル４Ｆ

●電

話： 092-725-2729

→

＊変更なし

●ＦＡＸ ： 092-725-2796

→

＊変更なし

●E-mail： ven@ist.or.jp

→

ven@fvm-support.com

●ＵＲＬ : http://www.ist.or.jp/ven

→

http://www.fvm-support.com

那珂川

三越●

●天神
コア

通り
渡辺

駅
福岡
西鉄

フクオカベンチャーマーケット協会 ベンチャーサポートセンター
ＴＥＬ：092-725-2729
ＦＡＸ：092-725-2796

福岡
ビル

