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ＦＶＭ
2014 年 3 月号

マンスリーマーケット

第１７３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：2014年3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。

セミナー
・事業計画書策定ワークショップ

[ 4/3（木）]

・プレゼンテーションセミナー

[ 5/8（木）]

・プレゼンテーション練習会

[ 4/4（金）
、4/7（月）]

3 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業

時 間

事 業 名

会社の概要

事業概要

商品・サービス等

事業の概要

【塗布膜断面図】

株式会社
ケミカルクリエイト

廉価で多機能な室内空気洗浄フローリング材
「エアー・ウォッシュ・フローリング」

・光触媒塗料（上塗り）
・三次元構造樹脂に
光触媒材料を高分散

代表取締役
13：10

中原

し、クリア膜を形成

信子

北九州市小倉北区高坊 1-1-4

～
13：40

設立年月日 ：1999.8.5
資 本 金 ：13,000 千円
常用従業員数：4 名

光触媒技術活用した業界初の廉価で多機能な
【製品特徴】
木質フローリング材。床に降り注ぐ光エネル
・ＪＡＳ認定品
ギーの有効活用により、室内の悪臭や雑菌の
・設計や利用方法や保管方法等の取扱い特殊条件無し
問題を解決し、安全で安心な快適住空間を提供。 （通常の木質フローリング材と同じ）
・機能：抗菌・消臭・ＶＯＣ軽減
蛍光灯や太陽光はもちろん、ＬＥＤにも機能を
（データはパンフレット参照）
発揮し、室内の空気を洗います。
・樹種：ナラ、カバ、ブナ、メープル
・サイズ：表層 2 ㎜、3 ㎜
：寸法 12×75（90）×909
・床暖房用やＷＰＣ加工、その他特殊オーダー可

（プレゼン目的）
販路拡大

株式会社
環境緑化保全コンサルタント

13：45
～

代表取締役

楳木

忠秋

福岡県宗像市自由ヶ丘 10-23-13

14：15

設立年月日 ：2009.4.10
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：5 名
（プレゼン目的）
その他

～

代表取締役

大磯

①産廃の石炭灰から生まれた「呼吸する舗装」
②呼吸と同じ「吸う 吐く」の作用でお役立ち！
③雨水を体積の約 50%「吸う」ことで洪水抑制
に効果を発揮し「安心」を提供
④晴天になると蒸発（吐く）して気温を下げ
（最大 -7.7℃）ヒートアイランドに効果を発揮
し「うるおい」を提供
⑤保水能力を超えた雨水は「緩やか」に地盤へ
浸透することで地下水形成に貢献

新開発の電気料金半額化がコンセプトの
節電スイッチの販売

株式会社エコ電光

14：20

大地と呼吸する舗装
「くりんかロード工法舗装」のご案内

久美子

宮崎県宮崎市江南 3-5-14

14：50

設立年月日 ：2013.7.25
資 本 金 ：5,800 千円
常用従業員数：2 名

設置箇所の電気料金半額化がコンセプトの新開発
の節電スイッチです。一回押すだけで点灯した後、
消し忘れても 30・90・120 分後に必ず消える
スイッチです。従来通り使用しながら使用後の
不要な消し忘れスイッチの無駄を一掃し自動的に
大幅な節電を実行します。

（プレゼン目的）
販路拡大

【単一面発光方式 LED 光源】

交和電気産業株式会社

14：55
～

代表取締役社長

藤井

敏

鹿児島県出水市高尾野町唐笠木
1817-1

15：25

設立年月日 ：1980.12
資 本 金 ：36,000 千円
常用従業員数：52 名
（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

【左記光源搭載 800Ｗ投光器】

単一面発光方式の大光量 LED 照明事業

LED 照明革命！大光量 LED 照明 Lightning J
（ライジングジェイ）を代表とする LED 照明事業
を展開。単一面発光方式 Lightning J シリーズ
80Ｗ～ 800Ｗ、カラー照明、集魚灯、植物育成用
の開発設計、生産、販売をしています。

【LED 光源から完成品まで一貫生産するライン】

開催日時：2014 年 3 月 19 日（水）
６階
Project会場：アクロス福岡
Plan

時 間

球体カプセル型
ローバーボット運用による
データ収集・統計解析から
球体カプセルローバーボットを活用した
予報サービス提供
監視・環境測定
事 業 名

会社の概要

代表取締役

岩切

一正

15：30
～
16：00

商品・サービス等

事業の概要

anyplus 株式会社

宮崎県宮崎市松橋 2-4-31
みやざき新ビジネス応援プラザ
507
設立年月日 ：2012.2.2
資 本 金 ：1,000 千円
常用従業員数：0 名

防水防塵の球体カプセル型ローバーボットを
使って、虫目線と虫の予感を手に入れよう。
このローバーボット運用そして専用アプリが
あなたの業務を支援することで、今までかかっ
ていたコストや時間を削減し、更に将来予測
まで手に入るかもしれません。

（プレゼン目的）
資金調達・その他

株式会社
アプシスコーポレイション
代表取締役
16：05
～

平川

佳世

福岡市中央区天神 4-8-2
天神ビルプラス 3F

16：35

設立年月日 ：2000.4.1
資 本 金 ：52,000 千円
常用従業員数：3 名

学校向け「クラウド版 e 受付 navi」
のＡＳＰ全国展開
当社の「クラウド型 e 受付 Navi」は学校向け
Ｗｅｂ自動電話受付管理システムです。昨今の
インフルエンザやノロウイルス等流行時に学校
は早期の状況把握に苦心しており、一方、家庭
からは連絡がつきにくい状況でニーズが高まっ
ています。クラウド PBX によるシステムは他に
存在せず、ブルーオーシャンに投入できる
新システムです。

（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。

FVM 今 後 の 開 催 予 定
日

程

申込締切

2014年 4月23日(水)

＊お問合せ下さい

2014年 5月20日(火)

3月31日(月)

2014年 6月18日(水)

4月30日(水)

2014年 7月24日(木)

5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

606 会議室

・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。
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１月ＦＶＭのご報告
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1 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
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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。
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● １月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●
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ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社
名田植物園 ↓ᩱ䠄ᮏෆ䛻䜘䜛⏦
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お問合せやマッチング希望、アドバイス等ありましたら、

（フクオカベンチャーマーケット協会事務局

後記）

コミュニケーションサポートシステム
COMUOON

・社名そのままに「伝える、聴こえるをデザインする」
当社が開発した “コミューン” は、専用マイクと特許
技術をもとに独自開発した小型卓上スピーカーで構成
されるシステムです。話者側が “コミューン” を用い
れば、中軽度の難聴者でも補聴器ナシで聴き取ること
ができるようになります。医療機関や公共施設、金融
機関など様々なコミュニケーション空間への普及が
期待されます。当社は、関連企業への技術供与や
高性能機器の開発にも積極的に取組むとのこと。
発表者
代表取締役 中石 慎一郎 今後の当社活躍に期待が集まります！

株式会社 JOY・プラス

ペット用健康野菜
即席型 “ネコ草” の開発・販売

代表

発表者
名田 英輔

・“ネコ草” ってご存知ですか？ 毛繕いをする猫や犬が、
胃の中に溜まった毛玉を吐き出すために本能的に食べる
繊維質（野菜）として販売されている植物が “ネコ草”
です。“ネコ草” は鉢に入った生草での販売が中心であり
使用可能期間が短く、売る側も買う側も大変な商品
です。今回、九州における “ネコ草” の草分け的存在の
当社が、特許技術を用いた即席型栽培セットを新開発！
従来の安心安全や機能性はそのままに、大変便利に
なっています。４月から本格販売の予定です。

株式会社ロジネットシステムズ
初期費用 0 円･GPS 車両動態管理システム

“薬草” 日本山人参（イヌトウキ）エキス配合の
「よかねしゃんぷー」で髪の健康を！

ㅮᖌ䝥䝻䝣䜱䞊䝹

・耳納連山の無農薬大地で育った「日本山人参
（イヌトウキ）」のエキスを配合したシャンプー＆
トリートメントです。「日本山人参」は、古来より
「神の草」と呼ばれ、朝鮮人参の代用薬として珍重
されたもので、そのエキスには「抗菌性」や
「抗酸化性」、「抗アレルギー性」、「メラニンの生成
促進作用」が認められています。エイジングケアに
関心高まる世代の女性をメインターゲットにした店舗
や商品を展開されている方、ぜひ一度当社
発表者
代表取締役社長 立山 由味枝「よかねしゃんぷー」をチェックしてください！

株式会社イーコンセプト
燃焼促進五徳の開発による
省エネ・環境技術分野への展開
・コンロの上にのっている、鍋などをのせる架台を
「五徳」といいます。当社は、従来品に比べて大幅に
省エネ調理ができる五徳を開発しました！当社の燃焼
促進五徳は、“ろうそくの炎” の研究より得た筒状炎と
渦流炎に係る技術と知見を用いて開発された特許商品
です。家庭用ガステーブル用だけでなく、木質ペレット
調理器や登山用などのアウトドア用途や料理店向けの
卓上タイプなど、様々なシーンでの普及を目指して
発表者
います。当社商品開発にご興味がある方、ぜひとも
代表取締役社長 常川 真由美 お声掛けください。

『SwiftGPS』

・必要最低限にして十分な機能を有するＧＰＳ車両動態
管理システムのご提案です！①簡単＆堅牢な車載端末や
管理システム、
②高いリアルタイム性、
③幅広いカスタ
マイズ余地等の強みがあるシステムを、初期費用０円
からの低価格で利用可能です。低価格化によって、
運輸業はもちろん、送迎バスやカーシェアリングなど
新しい分野における GPS 活用が期待されます。キャッチ
フレーズは「車両が見えれば、人が見える！人が見えれ
ば、経営が変わる！」です。代理店、取次店を募集して
います。

᪩⏣ ୍

発表者
代表取締役 於保

秀彦
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特定非営利活動法人 心の卵
メンタルヘルスサポート＆労務管理支援
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連携展開事業

・当社は「グチッ chao」や「グチッ TEL」など、メール
や電話を主要ツールとした「愚痴聞き」によるメンタル
ヘルスサポート等を展開する NPO 法人です。この度、
社会保険労務士事務所と連携し、メンタルヘルス
サポートで得られる情報を分析加工して、経営情報
として提供する体制を整えました。
攻めのメンタルヘルスサポートによって、職場の改善
はもとより、貴社組織強化や経営戦略に
発表者
つなげませんか？ご関心ある方、まずは、当社セミナー
代表理事 佐々木 寿生 に参加されてはいかがでしょうか？

᪩⏣♫ಖ

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 26 年度

ベンチャーサポートセンター
行事名

セミナー日程

■

４月

会場/時間帯

５月

会場/時間帯

６月

会場/時間帯

3(木)

FVMセミナー
ルーム
15:00～17:00

1(木)

FVMセミナー
ルーム
15:00～17:00

2(月)

FVMセミナー
ルーム
15:00～17:00

プレゼンテーションセミナー

-

ABCセミナー
ルーム
15:00～16:30

8(木)

ABCセミナー
ルーム
15:00～16:30

-

ABCセミナー
ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーション練習会

4(金)、7(月)

FVMセミナー
ルーム
13:00～16:00

7日(水)、9(金)

FVMセミナー
ルーム
13:00～16:00

3(火)、4(水)

FVMセミナー
ルーム
13:00～16:00

７月

会場/時間帯

８月

会場/時間帯

９月

会場/時間帯

事業計画策定ワークショップ

2(水)

FVMセミナー
ルーム
15:00～17:00

1(金)

FVMセミナー
ルーム
15:00～17:00

1(月)

FVMセミナー
ルーム
15:00～17:00

プレゼンテーションセミナー

1(火)

ABCセミナー
ルーム
15:00～16:30

-

ABCセミナー
ルーム
15:00～16:30

4(木)

ABCセミナー
ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーション練習会

3(木)、4(金)

FVMセミナー
ルーム
13:00～16:00

4(月)、5(火)

FVMセミナー
ルーム
13:00～16:00

2(火)、3(水)

FVMセミナー
ルーム
13:00～16:00

事業計画策定ワークショップ

行事名

事業計画策定ワークショップ

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
※登壇予定企業対象

ビジネスプラン（事業計画書）は“事業成功の

ビジネスプランを実現するためには、計画の

ビジネスプレゼンテーションでは、話の内容

ストーリー”です。ビジネスプランを練り

内容や成長性、自社が必要としていること

はもちろんのこと、話し手の存在感も重要な

上げる過程で、様々な経営課題や新たな

などを確実に伝えて、資金、販路、技術など

要素になります。存在感を示すためには、

ビジネスアイデアも見えてきます。

様々な面で頼りになるビジネスパートナーを

「伝える力」を高めるとともに、十分な練習

このワークショップでは、技術やアイデアを

獲得することが重要です。このセミナーでは、 を重ねて本番に臨むことが重要です。

具体的な事業に落とし込んでいく作業

プレゼンテーションや資料作成の技術、

この練習会では、本番同様にプレゼンテー

（コンセプトワーク）を行いながらビジネス

ノウハウ、コツなどを解説し、「伝える力」

ションを行った後、主に①論理構成や資料、

プラン作成の手順を確認し、貴社の“勝てる

の向上を通じて、貴社ビジネスプランの実現

②プレゼンテーションスキル、③存在感の

ビジネスプラン”づくりをサポートします。

をサポートします。

発信という３つの観点から、改善策や工夫に
ついて討議します。

◆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

【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

