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2013 年 9 月号

マンスリーマーケット

第１６７回 フクオカベンチャーマーケット開催
フクオカベンチャーマーケット協会では、ベンチャー企業とビジネスパートナーのマッチング
の場として、フクオカベンチャーマーケットを毎月開催いたしております。
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。
発表企業のビジネスプランに興味のある方、業務提携・技術提携・資金調達などのビジネス
マッチングを模索されている方など、多くのビジネスパートナーの皆様にご参加いただきます
ようご案内申し上げます。

開催日時：2013年9月18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。

セミナー
・ビジネスプラン作成講習会

[ 10/2（水）
、11/1（金）]

・プレゼンテーションセミナー

[ 10/4（金）
、11/5（火）]

・プレゼンテーション練習会

[ 9/10（火）
、9/11（水）]

9 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業
開催日時：2013 年 9 月 18 日（水）
時 間

代表取締役

金子

会場：アクロス福岡 ６階

事 業 名

会社の概要

606 会議室

商品・サービス等

事業の概要

新発見物質！
サクラン（水前寺のり由来）の事業化

グリーンサイエンス・マテリアル
株式会社

13：10

事業概要

慎一郎

【水前寺のり】

九州の一部の湧水でのみ生産可能な水前寺のり
から抽出されるサクラン。非常にユニークな
分子であり、それによる高いバリア機能を有し
高い保湿、抗炎症、抗アレルギー作用があるこ
とが大学の研究で分かっている。

熊本県熊本市東区長嶺東 4-12-25

～
13：40

設立年月日 ：2007.4.6
資 本 金 ：25,000 千円
常用従業員数：3 名

【サクラン（化粧品原料）】

【サクラン使用の化粧品例
（自社商品）】

（プレゼン目的）
販路拡大

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズの
開発・販売

プロライト株式会社

国隆

福岡県京都郡苅田町新浜町
4496-4
設立年月日 ：2012.9.3
資 本 金 ：10,000 千円
常用従業員数：6 名

超省エネ・高コストパフォーマンスの次世代
照明「無電極ランプのエコ太郎」は、日本製で
LED よりはるかに明るく瞳に優しいあかりで、
さらに省電力、10 万時間の長寿命！これからは
「明るさの“数値”」ではなく、「明るさの“質”」
で照明を選ぶ時代です！

～

甲斐

代金支払
商談情報

代金回収

取次店

商談

（商談情報提供）

同行販売・施工
代金回収

有限会社
大分メディアソウケン

代表取締役

（仕入・販売・施工）

手数料

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

14：20

販売施工

代理店

ユーザー

14：15

宮本

総販売元

～

代表取締役

プロライト㈱

13：45

商品仕入

元啓

大分県大分市鴛野 930-1
野中ビル 1

14：50

設立年月日 ：1995.6.26
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：4 名

インク式プリンターの
インク使い放題の定額レンタル
インクジェット複合機のレンタルが、月定額で
印刷し放題！何枚刷ってもインク・交換部品・
修理代全て無料！会社、塾、保育園、店舗等
複合機のカラー印刷を革命的なコストで提供し、
現在納品中の事業所様にも大変喜ばれています。
販路拡大の為代理店様募集します。

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

糸島産牛乳･銀河の雫ブランドの確立
（今後の展開）

14：55
～

代表

榊

幾代

福岡県糸島市板持 1-20-5

15：25

設立年月日 ：2010.6.1
資 本 金 ：- 千円
常用従業員数：1 名
（プレゼン目的）
販路拡大

銀河の雫は、豊穣な糸島平野の自然の恵みが
つまった牛乳です。糸島の小島牧場の生乳だけを
使っています。小島牧場は、自給飼料の割合が
北海道並に高く、また健康的な牛の飼い方に
こだわっている牧場。この生乳を使い、低温殺菌
で、ゆっくり優しく殺菌しているので、甘くて
コクのある、生乳本来のしぼりたてに近い味を
楽しめます。自社でも加工品開発に取組んでいま
すが、パンや洋菓子等の原料としての利用が広が
りつつあります。

ストレスフリーの乳牛

北海道並の自給率

四川飯店の杏仁豆腐（加工品・料理材料）

楽しいチーズ作り（体験講座・イベント）

イーハトーブ（個人事業）

時 間

事 業 名

会社の概要

商品・サービス等

事業の概要

省エネ対策、結露対策、熱中症予防
トップヒートバリアーの販売

九州遮熱（個人事業）

遮熱の威力実証実験結果
沸騰している
ヤカンにシートを
貼る

代表

井上

暑さを感じるのは実は温度によるものより輻射
熱の量によるものが大きいのです。この輻射熱
を 98％カットできるトップヒートバリアーを
シートを張ったところは手でさわっても
建物等に用いることで、電力削減、結露対策、 熱くありません
氷の入った
ポットにシートを
熱中症対策、農業の生産性向上につながります。
貼る
建物構造を見極めた最適な施工方法を提案
します。

哲一

15：30
～
16：00

福岡市西区小戸 3-40-18-104
設立年月日 ：2002.5
資 本 金 ：- 千円
常用従業員数：2 名
（プレゼン目的）
販路拡大

施工後にサーモカメラ
で撮影したところシー
トの部分は温度が低い

輻射熱を９８％
カット!!
施工後にサーモカメ
ラで撮影したところ
シートの部分は温度
が高い

シートを張ったところは手でさわっても
冷たくありません

株式会社
TimeRiverSystem
代表取締役
16：05

時川

鉄平

福岡市博多区奈良屋町 12-18-801

～
16：35

グローバル IT 人材育成事業

設立年月日 ：2011.10.5
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：3 名

弊社、グローバル IT アカデミーでは世界で
戦える IT エンジニアの育成を行います。
英語と IT の両方が出来る人材が日本では大変
不足しています。フィリピン、セブ島での留学
などを通し人材を育成し、主に日本の企業へ
供給を行います。

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

＊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。

F V M今 後 の開催予定
日

程

申込締切

2013年10月22日(火)

＊お問合せ下さい

2013年11月20日(水)

9月30日(月)

2013年12月19日(木)

10月31日(木)

2014年 1月21日(火)

11月30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。

８月ＦＶＭのご報告
８月ＦＶＭは、延 229 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。

● ８月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●
（フクオカベンチャーマーケット協会事務局

リファインバース株式会社

後記）

エンドライン株式会社

使用済みタイルカーペットを

貸看板福岡 .com

再び原料として再生する循環型リサイクル
・当社は、タイルカーペットの再生技術を有する
リサイクルベンチャーですが、国内タイルカーペット
メーカー全社を取引先とするなど、リサイクル企業と
いうよりも素材メーカーと言った方が良いでしょう。
首都圏では “３代目” となるタイルカーペットも流通
しはじめているとのこと。確立した技術、蓄積した
ノウハウを礎に、九州地域におけるバリューチェーン
構築を目的に登壇されました。当社ビジネスに興味を
お感じの方は、ぜひ事務局までお声かけください。

発表者
代表取締役 越智

晶

マリンバイオテクノロジー株式会社

発表者
代表取締役 山本

・当社は、不動産業に特化した集客支援を主業とする
会社です。自社ビジネスを通じて貸看板の可能性に
着目し、『貸看板福岡 .com』の立上げを決意したとの
ことです。ロードサイドやビルの壁面・屋上などに
ある貸看板。看板側の営業は「広告主募集」と表示
するだけ、広告主は現地に赴いて探すだけというのが
実情とのこと。当社サイトは１２月オープン予定。
成果報酬型のマッチングサイトとして、貸看板ビジネ
スのプラットフォームになることを目指しています。

啓一

株式会社 sora プロジェクト
仕組み化された新規顧客開拓サービスの

眠った活魚が世界を流通する時代を創る

発表者
代表取締役 福本

明

・当社は「魚介類を常温のまま長時間鎮静化（麻酔）
して輸送する実用的技術」を確立し、活魚流通に
大変革を起こそうとしています。高価な冷却装置や
大きな水槽を必要としないため、低コストの活魚輸送
を実現し、活魚空輸にも対応可能。さらには、麻酔下
で血抜きをすることで肉質向上技術としても活用でき
るとのこと。年内実証予定です！水産関係の方や
飲食店、物流業の方など、当社が切り拓く活魚ビジネ
スに興味をお感じの方は、ぜひ事務局までアクセス
ください。

株式会社宮防

協力店募集

発表者
代表取締役 樋口

清美

株式会社日本リモナイト
消波根固めブロック鋼製枠
遮熱塗料

発表者
新規事業部 福田

・１０年以上にわたるテレアポ代行業で培ったノウハウ
の集大成として提案するサービスが「バイカスタマー
ズ」です。
「バイカスタマーズ」は、ノウハウが詰まっ
たクラウドシステムとテレアポ代行の組合せによって、
営業活動の非効率な部分（ターゲット探索やアポイント
取り）を当社が一括して請負い、営業成果を倍増させよ
うとするサービスです。
「バイカスタマーズ」の導入
検討をいただける方はもちろん、販売代理店や紹介店に
なっていただける方も募集中です！

・防災意識の高まりによって需要が増加傾向にある
消波根固めブロック（海岸線や港に積み上げられて
いるコンクリートブロック）は、設置場所近くの屋外
で、鋼製型枠にコンクリートを流し込むことによって
製作されているそうです。当社遮熱塗料「ファーム
バリア」（国交省 NETIS 登録済）を鋼製型枠に塗布する
ことで、作業員の熱中症予防策やコンクリートの品質
向上が期待できます。来夏に向けて、採用を検討いた
だける方、現場の塗布作業を担っていただける方など
泰彦 を求めています。

「阿蘇リモナイト」の脱臭・消臭事業

発表者
専務取締役 蔵本

・天然資源鉱物「リモナイト」は臭気成分や油分を吸着
する性質を持ちながら、重金属を含有する等の問題から
活用が進んでいません。しかし、阿蘇の「リモナイト」
は含有成分のバランスが良く、硫化水素ガスの吸着剤や
畜産用飼料、サプリメント等として活用が拡がっていま
す。そのリモナイトを主成分とする廃油消臭剤
「Ａ．
Ｓ．
Ｏ」は、簡単・低予算で廃油や悪臭の問題を
解決します！悪臭に悩む飲食店、排水関係のメンテナン
ス業者の方など、ぜひ、阿蘇の恵み「リモナイト」の
厚一 脱臭・消臭パワーをお試しください。

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

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)

福岡ビル４F
15:00～17:00

4(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

10(火)、11(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

10(木)、11(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

11(月)、12(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

セミナー名

１２月

会場/ 時間帯

2 0 1 4 年1 月

会場/ 時間帯

2 0 1 4 年2 月

会場/ 時間帯

ビジネス プラン作成講習会

2(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

7(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

4(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・ プレゼンセミ ナー

4(水）、5(木)

福岡ビル４F
15:00～17:00

8(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(水)

アクロス福岡
501会議室
15:00～17:00

プレゼン練習会

9(月)、10(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

9(木)、10(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

10(月)、12(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

プレゼン練習会

ビジネスプラン作成講習会

プレゼンテーションセミナー

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

第 13 回産学連携フェア特別講演

ベンチャースピリットが未来を切り拓く
平成 25 年 10 月 25 日（金）13：00-15：00

＠北九州学術研究都市 会議場

「心臓シミュレーター」で命を救う！新技術で世界を狙う
クロスエフェクトの挑戦！

株式会社クロスエフェクト

代表取締役社長

竹田

正俊

氏

「人の命を救いたい！」強い経営理念のもと、クロスエフェクト社はＣＴデータから「本物の心臓の
ような軟質かつ超精密な心臓シミュレーター」の開発に世界で初めて成功しました。

この新技術で世界市場を狙う京都の製造業 “クロスエフェクト” の熱い挑戦の軌跡を紹介します。
略

歴

1973 年 京都市生まれ
1996 年 立命館大学卒
1999 年 米国 De Anza College 卒
2000 年 クロスエフェクト創業

2001 年 株式会社クロスエフェクト法人設立、代表取締役就任
2006 年 京都試作ネット 副代表理事就任
2011 年 京都試作ネット 代表理事就任
2011 年 株式会社クロスメディカル法人設立、代表取締役就任

京都の中小のものづくり企業で金属部品などの試作を共同受注している「京都試作ネット」は、これまで大手企業
が中心だった「ものづくりの構造」を根本から変えるべく取り組んでいる。
「京都試作ネット」や「心臓シュミレーター事業」等の取組みが、
各種メディアで紹介される等、
今注目を集めている。

北九州発 未来へ貢献する
産業創造企業を目指して

起業とＧｏａｌ
と起業家精神

アントレエイド株式会社
代表取締役社長 植木 一夫

氏

1995 年会社創業以来 18 年間の道のりと成功するための
起業家精神の大切さについてお話します。またこの度、
起業家支援の新たな分野を開拓するためアントレエイド
株式会社を創業しました。その目的と今後の事業展開に
ついてお話させていただきます。

略 歴
大分高専電気工学科卒業
株式会社ジェイエムネット
（現ジェイエムテクノロジー）創業
2013 年 ジェイエムテクノロジー株式会社 最高顧問就任
2013 年 アントレエイド株式会社 創業
1981 年
1995 年

アジア技研（株）
代表取締役 溝口

純一

氏

起業のきっかけから、19 年間の経験、主に失敗談と多
様に変化して行く社会情勢や経済環境にベンチャー企業
としてどのように対応していくべきか。直面している問
題や課題も踏まえてお話しします。
1962 年
1981 年
1989 年
1994 年
2007 年

熊本県葦北郡生まれ
略 歴
日本ドライブイット株式会社 入社
日本スタッドシステム 入社
アジア技研株式会社 設立 代表取締役就任
経済産業省ものづくり日本大賞
優秀賞 受賞
2011 年 北九州オンリーワン企業認定

(公財)北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター 産学連携フェア事務局
ＴＥＬ：093-695-3006 ＦＡＸ：093-695-3439

第13回産学連携フェア

＊詳細・お申込はHPから。
（9月4日から受付開始！）

【お問合せ・お申込み】

三越●

福岡ビル４F

福岡
ビル
●天神
コア

明治通り

ベスト
電器
●

●アクロス
福岡

福岡●
●イムズ 市役所

通り
渡辺

U R L : http://www.fvm-support.com
福岡市中央区天神 1-11-17

福岡 ●
パルコ
駅
福岡
西鉄

E-mail ： ven@fvm-support.com
〒810-0001

昭和通り
地下鉄天神駅

●博多大丸

国体道路

●天神
中央公園

那珂川

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

