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マンスリーマーケット

第１６８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10月22日(火)

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

[ 11/1（金）
、12/2（月）]

・プレゼンテーションセミナー

[ 11/5（火）
、12/4（水）
、12/5（木）]

・プレゼンテーション練習会

[ 10/10（木）
、10/11（金）]

主催・共催、関連イベント

・女性起業家 Woman ベンチャーマーケット＆フォーラム in 北九州
・フクオカベンチャーマーケット『ビッグマーケット 2014』参加企業募集
・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

10 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業
開催日時：2013 年 10 月 22 日（火）
時 間

会場：アクロス福岡 ６階

事 業 名

会社の概要

事業概要

事業の概要

606 会議室

商品・サービス等

＜GAS Glass Primer.100＞

株式会社
グローバルスズキ
代表取締役
13：10

鈴木

小型可搬式表面改質装置の開発と販売

克尚

兵庫県神戸市灘区城の下通 2-3-31

～
13：40

設立年月日 ：2004.4.1
資 本 金 ：12,000 千円
常用従業員数：5 名

「ガス・グラス・プライマー」は、塗装・印刷・
接着の強力な助っ人です。短時間で素材の
親水性を向上させ、塗料・インク・接着剤等
との密着力を飛躍的に高めます。小型・安価で
導入しやすく様々な素材・形状に対応可能。
生産性向上や新商品開発に役立ちます。

＜処理前後の PP 板表面状態＞

（プレゼン目的）
販路拡大
（電子顕微鏡で観察、右が施工後）

株式会社ユースフル

13：45
～

代表取締役

坂井

秀之

長崎県長崎市川口町 10-2

14：15

設立年月日 ：1999.7.1
資 本 金 ：20,000 千円
常用従業員数：17 名

設備管理台帳システム（ファシル）

弊社の設備管理台帳（ファシル）は、点検漏れに
よる設備の急な故障、把握不足よる仕事の遅延、
備品の在庫不足など、急な問題に備えた設備の
把握・共有を行うことで、問題の未然防止と業務
の効率化をサポートします。

（プレゼン目的）
販路拡大

クラウド型、コールセンター向けシステム

株式会社コラボス

14：20
～
14：50

代表取締役社長

茂木

貴雄

東京都千代田区西神田 3-2-1
住友不動産千代田ファーストビル
南館 4 階
設立年月日 ：2001.10.26
資 本 金 ：134,900 千円
常用従業員数：68 名

コールセンターで使用する、PBX や CRM を
クラウド型で提供しています。
日本では初めてのサービスで、300 社 4,000 席の
実績があり、YAMAHA 様、東京海上日動様、
三和シャッター様、SBI 証券様、などなど、
多くの企業様にご利用頂いております。

（プレゼン目的）
販路拡大

有限会社
タイヤサプライ九州

14：55
～
15：25

代表取締役

原田

則行

福岡県久留米市荒木町藤田
1423-39
（久留米・広川新産業団地内）
設立年月日 ：1994.8.26
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：5 名
（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

鉛バッテリ－再生事業

弊社は、弛まぬ努力と技術革新を図りながら多く
の企業様から厚い信頼を頂いています。更なる
技術の追求と「日本一の再生バッテリ－企業」を
目指しながら、海外展開も視野に入れ活動中です。
今後、益々市場拡大が見込める鉛再生バッテリ－
事業。共感企業を求めます。

時 間

事 業 名

会社の概要

簡単に動画編集と配信ができる
API サービス「ギメディア」

グルー株式会社

代表取締役

迫田

デジカメやスマホの普及により動画の撮影は格段
に身近になりつつあります。そんな中、動画の
配信・編集だけが依然高いハードルにあります。
それをブラウザだけで誰でも簡単にできるように
するサービス、それがギメディアです !

孝太

15：30
～

商品・サービス等

事業の概要

福岡市中央区港 2-8-25
ibb CORE minato 4F

16：00

設立年月日 ：2011.7.1
資 本 金 ：1,000 千円
常用従業員数：5 名
（プレゼン目的）
販路拡大

不動産情報売買専門サイト
「ＲＥＡＬ」の展開

株式会社カタルシス

代表取締役
16：05
～

田中

稔眞

福岡市博多区博多駅前 3-27-24
博多タナカビル ７階

16：35

設立年月日 ：2013.5.1
資 本 金 ：10,000 千円
常用従業員数：3 名

日本初、不動産業界初、不動産情報売買サイト
ＲＥＡＬ登場。
確度の高い不動産情報だけを売買する、不動産
関係者様のための画期的な専門サイトです。
不動産業界のビジネスモデルが大きく変革する
可能性を秘めています。

（プレゼン目的）
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

申込締切

程

2013年11月20日(水)

＊お問合せ下さい

2013年12月19日(木)

10月31日(木)

2014年 1月21日(火)

11月30日(土)

2014年2月20日(木)・21日(金)
FVMビッグマーケット2014

プレゼン：11月30日(土)
展

示：11月22日(金)

◆ 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。

９月ＦＶＭのご報告
9 月ＦＶＭは、延 176 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。

● ９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

グリーンサイエンス・マテリアル株式会社

後記）

プロライト株式会社

新発見物質！
サクラン（水前寺のり由来）の事業化

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズの
開発・販売

・世の中には、まだまだ未知の物質・生き物が存在す
るのだということを感じます。当社が事業化を目指す
「サクラン」は、九州の限られた湧水でしか育たない
「スイゼンジノリ」から抽出される新発見物質です。
ヒアルロン酸など従来成分と比較して高い保湿力が
期待できる「天然の植物由来成分」です。既に採用
企業も１０社を超えて増加中。現在は、量産技術
開発の最終段階とのこと。数年後、「サクラン」が、
スキンケア化粧品の常識になっているかもしれません。

・当社製品「エコ太郎」は、消費電力が少なくて済み、
従来照明比で大幅に長寿命。従来「水銀灯」が得意と
していた高天井の倉庫や工場、大型商業施設、道路や
駐車場の照明がメインターゲットです。水銀灯に比べ
て６割以上の節電が可能で、発熱も大幅カット。
ＬＥＤ照明とのでは、隅々まで明るく照らせることが
一番の強みとのこと。地域企業連携により、国産なが
ら十分な低価格も実現しています。消費電力量削減を
実現したい企業様、ぜひ一度、照明器具の見直しを
してみませんか？

発表者
代表取締役 金子 慎一郎

有限会社大分メディアソウケン

発表者
取締役 天神 英俊

イーハトーブ（個人事業）

インク複合機の
インク使い放題の定額レンタル

発表者
代表取締役 甲斐

・インクジェットプリンター複合機の印刷し放題プラ
ン「れん太コピー」のご提案です。１か月のカラー
プリントが 4,000 枚未満の方は「月額 6,000 円」、
4,000 枚以上の方は「月額 15,000 円」で印刷し放題に。
当社は「れん太コピー」の代理店・取次店を募集して
います。「３方よし」を目指す当社は、代理店・取次店
の皆様にとって魅力的な条件提示をしています。
士業の方、オフィス周りのサービスを提供されている
方からの引合いが多いとのことです。

元啓

九州遮熱（個人事業）

糸島産牛乳
銀河の雫ブランドの確立

発表者
代表 榊 幾代

株式会社 TimeRiverSystem

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

代表

発表者
井上 哲一

・当社が取扱う「トップヒートバリアー」は、輻射熱を
９８％反射することによって、エアコンを使わずとも
快適に過ごせる環境が提供できるとのこと。
「トップヒートバリアー」は日本遮熱㈱が製造する
アルミ製の遮熱材です。当社は、建築構造を見極めた
最適な工法の提案と施工をワンストップ提供する販売
代理店であり、工期を短縮し、施工コストを低く抑え
ることが可能です。価格目安は一坪あたり 13,000 円
程度（施工費込）。電気代の削減効果で、およそ２〜３
年で回収可能とのことです。

・代表の榊さんは「糸島の酪農を持続的に発展させたい」
と願い、こだわりの牛乳「銀河の雫」を作りはじめ
ました。創業から３年、牛乳販売が軌道に乗りつつある
いま、加工品開発や洋菓子店やホテルへの料理材料提供
を通じた事業展開を目指しています。当社牛乳は、
健康な牛から取れた生乳を低温殺菌したもので、
「自然な甘みとコクがある」と評判です。牛乳を用いた
商品、レシピを充実したいとお考えの方に、ぜひ一度
「銀河の雫」を検討していただきたいと思います。

グローバル IT 人材育成

発表者
代表取締役 時川

・当社は、フィリピンのセブ島に開発拠点を有する
Web サイト・スマートフォンアプリ等開発会社です。
システム開発の分野において、
ＩＴと英語ができる人材
（ブリッジＳＥ）の需要が急速に高まっていることから、
当社は、自社の経験やノウハウ、ネットワークを活用し、
福岡とフィリピンのセブ島を拠点としたブリッジＳＥ
育成スクールの開校を予定しています。自社拠点を
活かした実践的カリキュラムにより、学生だけでなく、
エンジニアのスキルアップ等の法人需要にも応えたい
鉄平 とのことです。

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

１０月

会場/ 時間帯

１１月

会場/ 時間帯

１２月

会場/ 時間帯

ビジネス プラン作成講習会

2(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

1(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

2(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・ プレゼンセミ ナー

4(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

4(水）、5(木)

福岡ビル４F
15:00～17:00

10(木)、11(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

12(火)、13(水)、

福岡ビル４F
15:00～17:00

9(月)、10(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

セミナー名

2 0 1 4 年1 月

会場/ 時間帯

2 0 1 4 年2 月

会場/ 時間帯

2 0 1 4 年3 月

会場/ 時間帯

ビジネス プラン作成講習会

7(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

4(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

3(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・ プレゼンセミ ナー

8(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(水)

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

10(月)、11(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

プレゼン練習会

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

女性起業家の方々の販路開拓やマッチングを支援するイベントです。
是非この機会に新たなビジネスチャンスを掴んでみてはいかがでしょうか。

詳しくは FAIS 中小企業支援センター HP
（http://www.ktc.ksrp.or.jp/）
FAIS 中小企業支援センター

検

索

フクオカベンチャーマーケット協会では、活発化しつつある企業活動や
女性・若者を中心とした起業、ベンチャー投資等をより確かなものとするべく、
元気な中小・ベンチャー企業が一堂に会する異業種交流展示会として、
『ビッグマーケット 2014』を開催します。

詳しくはフクオカベンチャーマーケットＨＰ
（http://www.fvm-support.com ）
フクオカベンチャーマーケット

検

索

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

