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マンスリーマーケット

第１７０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。
今月のマンスリーマーケットは、新生活産業くらぶFUKUOKAと連携開催し、２・３ページ記載の
１０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12月19日(木)

13:10～16:00

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
607会議室
602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。

FVM 今 後 の 開 催 予 定
日

程

申込締切

2014年 1月21日(火)

＊お問合せ下さい

2014年2月20日(木)・21日(金)
FVMビッグマーケット2014

＊お問合せ下さい

2014年 3月19日(水)

2014年1月31日(金)

2014年 4月23日(水)

2014年2月28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。

12 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業
開催日時：2013 年 12 月 19 日（木）
時 間

代表取締役

東

「中立・体験・共感」をメインコンセプトとした
物流業界向けのインターネット卸売サイト

聖也

広島市安佐南区上安 2-30-25

～
13：40

６０６会議室

商品・サービス等

事業の概要

株式会社オンザリンクス

13：10

会場：アクロス福岡 ６階

事 業 名

会社の概要

事業概要１

設立年月日 ：2005.9.13
資 本 金 ：10,000 千円
常用従業員数：12 名

「中立・体験・共感」をコンセプトとした物流業界最大
の卸売サイトを構築するべく既存サービスを軸に事業
拡大中。ネット媒体で情報提供し、ショールームで体感
していただく、ネット＆リアルのソリューション提案
で物流業界を活性化する。

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

株式会社給与きめ太郎
代表取締役
13：45

溝口

康隆

大分県大分市城崎町 2-1-5

～
14：15

給与設計ソフト『給与きめ太郎』
～仕事の期待とやる気をひきだすコミュニケーションツール～

設立年月日 ：2012.10.1
資 本 金 ：2,000 千円
常用従業員数：2 名

給与診断を一度受けてみませんか？簡単でシンプルな
給与基準が設定でき、それに伴い仕事が明確になって
今後の方向性が示せる体験をしてみませんか？従業員の
期待とやる気を手当に設定し、モチベーションの UP と
不公平感の解消ができる！そんなソフトです。

（プレゼン目的）
販路拡大

株式会社
ディスカバリージャパン
14：20
～
14：50

代表取締役

案納 伸介

福岡県久留米市梅満町 1650-9
設立年月日 ：2012.1.31
資 本 金 ：3,500 千円
常用従業員数：2 名
（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携
【新生活産業特集】

有限会社 AliveCast
代表取締役
14：55
～
15：25

中村

理

福岡市博多区博多駅前 2-4-12
タイセイビル 6F
設立年月日 ：2005.8.17
資 本 金 ：5,000 千円
常用従業員数：4 名

体験ギフトを活用した、販促企画のご提案

体験ギフトとは、モノではなく“エステや陶芸、乗馬や
パラグライダー”など様々な体験メニューを贈ることが
できるカタログギフトです。九州内でご利用いただける
体験メニューは 600P 以上掲載しています。個人間の
パーソナルギフトは勿論ですが、法人様の企業ノベル
ティー、景品としても多く採用されています。
今回は採用された提案の実例も紹介いたします。

①プレゼントする

②体験を選び予約する

③お客さまご来店

スタッフの指示に従っ

弊社サイト、九州の小売

ギフトを受け取った方

専用チケットを持って、

て、安全でステキな体験

店、百貨店などでお買い

は、ネット経由またはハ

体験店舗へ。

を お楽し みく ださ

求め頂き、カタログを贈

ガキで体験予約。

っていただきます。

※有効期限：6 ヶ月

い！！

IT を活用した買い物弱者対策！
簡単・便利な通販用決済システム
ExOrder（エクスオーダー）
ネットでもネット以外でも見つけた商品をスマート
フォンにて最速３秒で購入でき、販売業者が異なる場合
でも、従来の ID、パスワードは不必要。個人情報も一回
登録したら、再度入力することもありません。もちろん、
通販が苦手な年配者も簡単に購入可能です。

（プレゼン目的）
販路拡大

株式会社日元倶楽部
代表取締役会長
15：30

逸見

福岡市西区生の松原 2-4-50
設立年月日 ：1983.3.30
資 本 金 ：15,000 千円
常用従業員数：3 名
（プレゼン目的）
販路拡大

L-7 型」

和清

～
16：00

新製品「ニチゲンインソール
の販路拡大

特許 第４８８１１２１号
Ｌ－７型の突起部は高さ８ｍｍです。
ポリウレタン・エストラマーが経路のツボ「湧泉」
をポンピング刺激します。

日元インソール L-7 型は歩くだけで湧泉を刺激できる
インソールとして開発しました。人間にとって一番大切
なことは全身の血液の循環を良くすることです。人体の
経絡のツボ湧泉を刺激できるニチゲンインソールは、
足の土台を安定させ、足裏ポンプ機能の脈動で下半身の
酸欠状態を改善し、体温を上昇させ、肥満を予防し腹圧
を強化する必需品です

12 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業
開催日時：2013 年 12 月 19 日（木）
時 間

会社の概要
【新生活産業特集】

あい企画有限会社
代表取締役
13：10

赤尾

会場：アクロス福岡 ６階

事 業 名
事業の概要

６０７会議室

商品・サービス等

「あげたな倶楽部」＝介護保険事業＋介護タクシー
＋アパート

真弓

福岡県宗像市泉ヶ丘 1-5-23

～
13：40

事業概要２

設立年月日 ：2002.2.17
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：4 名

「あげたな倶楽部」は、デイサービス等の「介護保険
事業」を核に、介護タクシーや高齢者向けアパートを
組合わせた事業の実施により、高齢者へのきめ細かな
サービス提供と併せて安定した経営基盤を築く取組み
です。

（プレゼン目的）
業務提携・その他

【新生活産業特集】

リハコンテンツ株式会社
代表取締役
13：45
～
14：15

山下

哲司

千葉県船橋市習志野 2-6-5
高橋ビル 2F
設立年月日 ：2009.7.27
資 本 金 ：1,000 千円
常用従業員数：36 名
（プレゼン目的）
FC 展開

【新生活産業特集】

～
14：50

代表取締役

リハビリ型デイサービスの【レッツ倶楽部】を創業した
代表者が自ら事業のプレゼンテーションを行います。
『日本のちから』http://asahi.co.jp/poj/ という
TV 番組にも取り上げられました。寝たきりを防止して
喜ばれ成長性の高いビジネスモデルです。リハビリの
成果には驚かれると思います。地域貢献事業をお探しの
方は必見です。

高齢者への情報提供と安心・安全をサポートする
システム機器、アプリの提供

株式会社 E&I

14：20

リハビリ型デイサービスのフランチャイズ及び直営

宇多 博之

福岡市博多区博多駅東 1-1-25
宝ビル 602
設立年月日 ：2008.1.11
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：3 名

置いとくだけで見守り、釦を押せば呼出通知、普段は
家族の写真やイベント情報、広告を表示するシステム
機器・アプリを開発しました。本製品を使って高齢者の
方々等の支援ビジネス展開をはかっていただける事業者
（代理店）を全国に募集していきます。

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携
【新生活産業特集】

予防医療アロマテラピーサロン

ViSS( 個人事業 )
代表
14：55

中尾

朱実

佐賀県佐賀市兵庫南 3-14−18−102

～
15：25

設立年月日 ：2006.10.26
資 本 金 ：常用従業員数：1 名

アロマセラピー活用による ViSS の
“F( ふれあい )・Y( 予防 )・J( 自立 )
・K( 健康＆活性 ) プロジェクト”
高齢者の笑顔が絶 えない施設を目指し、認知症やむくみ
・ストレス改善に役立つ、ソーシャルアロマ セラピスト
養成講座を開催し早や７年！高齢者施設だけでなく、
介護予防教室、医 療施設、子育て支援活動、地域活動等
で役立つソー シャルアロマを導入しませんか！

ＶｉＳＳ店舗
（セミナールーム併設）

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

高齢者介護の現場
（フットケアの様子）

【新生活産業特集】

心地よい生活提案が出来る
web システム「きどりっこ」

株式会社暖
代表取締役
15：30
～
16：00

井上

馨一郎

福岡市中央区天神 2-3-36
ibb fukuoka ビル 301
設立年月日 ：2012.5.31
資 本 金 ：4,500 千円
常用従業員数：3 名
（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

予防医療のためのアイテム
（無農薬､無化学肥料）

ライフイベントに関わる皆様が、お客様満足度を高めて
頂く為のコミニケーションツールです。身の回りの生活
空間をより良くする為に、日本古来から伝わる智慧を
用い、些細なところからでも出来る改善策として提案
しますので、お客様に大変喜んで頂けます。

１１月ＦＶＭのご報告
11 月ＦＶＭは、延 242 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。

● １1 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

株式会社 Fusic

後記）

株式会社ユニティクス
360 度評価支援システム

発表者
代表取締役 納富

・３６０度評価は大きな組織の専売特許かと思いきや、
さにあらず。当社導入実績は、国際的大企業から
創業間もないベンチャー企業、中小企業まで多岐に
わたります。経営理念や行動指針の浸透を促すツール
として、中小・ベンチャー企業の社長が即決する事例
も多いとのこと。クラウド提供で使い易さも抜群。
利用月のみの課金であるため大変安価。リピート率は
９５％を超えています。導入を検討いただける企業は
もちろん、人事コンサルタント等のパートナー企業も
貞嘉 募集しています！

株式会社ウイングドア

ユビキタスモニタリングシステム

発表者
福岡営業所 池田

・当社は「リアルタイム監視システム」を得意とする
システム開発企業。これまでに各種製造プラントなど
大型設備の監視制御システムの導入実績を積み上げて
いますが、足許は、太陽光や風力など自然エネルギー
発電施設からの引合い増を受け、自然エネルギー用の
システムパッケージの展開に注力しています。独自の
技術とノウハウをベースに開発した汎用性の高い
システムパッケージを有するため、安価かつ短納期で
高精度の発電監視システムを提供することができます。

朗

株式会社 Windy
SNS を活用した IT 企業と
エンジニアの交流サービス
“referer”

発表者
代表取締役 福原

・「ソーシャルリクルーティング」ってご存知ですか？
当社は、国内外で拡がりつつある「ソーシャル
リクルーティング 〜人と人のつながりをいかした
人材獲得〜」を、ＳＮＳだけでなく、カジュアルな
リアルコミュニケーションも交えながら実現していく
「場」となるようなシステムを提案しています。まず、
福岡のＩＴエンジニアをターゲットとしたサイトを
開設し、福岡から、全国の地方都市へと展開する計画
です。福岡の IT 業界の皆様、ぜひ「rferer（リファ
ラー）」にご参加ください！

健吾

株式会社エヴァ

調剤薬局のバーチャルストアシステム
らく「BUY」

発表者
代表取締役 中村

・当社開発の「らく BUY」は、調剤薬局向けバーチャル
ストアシステムです。調剤薬局内に大きなタッチパネル
を設置し、
【①簡単操作で商品注文→②薬局レジで
お支払→③重たいもの等は自宅に配送！】を実現します。
薬局に来る患者さんに絞った商品提案と簡単な画面操作
により、調剤薬局等小スペースでもドラッグストアの
ような機能を持つことができます。調剤薬局の顧客囲い
込みにも役立ちます。
「らく BUY」を導入いただける
調剤薬局を募集しています！

行延

ニューワールド株式会社
衣装情報検索サイト
「Guider.（ガイダー）」の展開

英国発 バリア型除菌・抗菌剤
「ノロノット」の販路拡大
・イギリス発の除菌・抗菌剤「ノロノット」は、即効性
や持続性に優れ、環境に優しい製品です。
「ノロノット」
の安全性は、米国の環境保護庁（ＥＰＡ）や
食品医薬品局（ＦＤＡ）等の証明・認可を受けています。
大腸菌やノロウイルス、インフルエンザなどの代表的な
細菌やウィルスに幅広く効果を発揮するため、医療や
介護の現場はもちろん公共施設、食堂や厨房など様々な
分野・場所での活用が期待されます。お手軽なポケット
発表者
タイプから４ℓの濃溶液までラインアップ。販売代理店
代表取締役社長 川原 司 を募集しています！

発表者
代表取締役 井手

・ドラマの登場人物が着ている服、身に着けている小物。
手に入れたいと思っても中々探し求めることができま
せん。そんな問題を解決するサービスが「Ｇｕｉｄｅｒ．
（ガイダー）
」です。当社は、代表者個人のブログ
サービスにおける実績や市場調査等を踏まえ、アパレル
企業等を顧客とする新たな広告メディアへの成長を目指
しています。アフィリエイト収益モデルから “広告＋α”
の収益モデルへの転換に向け、広告及び衣装情報等を
提供してくれるパートナー企業を求めています。

康博

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。
■

平成 25 年度

ベンチャーサポートセンター

セミナー日程

■

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
プレゼンテ ーシ ョンセミ ナー

4(水）

福岡ビル４F
15:00～17:00

8(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

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

セミナー名

2 0 1 4 年3 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

ＦＶＭ説明会
プレゼンテ ーシ ョンセミ ナー

5(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

「スタートアップ応援ネットワーク FUKUOKA」とは、福岡市、
フクオカベンチャーマーケット協会、福岡商工会議所、中小機構九州、
日本政策金融公庫 福岡創業支援センターが、福岡のスタートアップ期の
企業を多角的にサポートするために立ち上げた企業支援ネットワークです。
各支援機関が持つ支援サービスの情報共有を行い、起業を相互に紹介する
ことや企業同士のマッチングを促進し、シナジー効果を発揮します。
また、ネットワークとして合同個別相談会や各種セミナー等を企画していく
予定です。

検

索

北九州市またはその近郊で活躍している女性起業家が集結。
情報交換や新たなビジネスマッチングを目的としたイベントを開催します。

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『ビッグマーケット 2014』
皆様のご来場お待ちしています！

詳しくは当協会ホームページ （http://www.fvm-support.com ） または
FVM

検

索

【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

