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福岡よかとこビジネスプランコンテスト公開審査会 ・ 表彰式開催！

【福岡よかとこビジネスプランコンテスト】
域外からの創業希望者を掘り起こし、地域資源（農林水産物や
観光資源など）を活用した創業を支援する目的で、福岡県及び
福岡県ベンチャービジネス支援協議会が平成 27 年度より実施。

３月１２日（土）、福岡よかとこビジネスプランコンテスト公開審査会・表彰式を開催しました。８名のファイナリストが、
＜福岡を元気にする＞ビジネスプランを発表し、審査が行われました。
大賞を受賞したのは、完山 京洪 さん（ビジネスプラン名「大川家具が空き家・空き倉庫を撮影用セットに再生！」）、
優秀賞は、喜久 雅史 さん（ビジネスプラン名「地域密着型「Ito Winery」〜糸島の美味しい食材にマリアージュする
「伊都ワイン」を届けます。」）でした。

カズワタベさん、吉本龍一さんを招き、移住と起業の
リアルな話を聞くパネルディスカッションを開催

表彰式の後、熱気あふれる交流が行われました。
地域を元気にするビジネスの今後に注目です！

第１９７回 フクオカベンチャーマーケット開催
開催日時：2016年4月20日(水) 13：30～16：50
開催場所：

参 加 費：無料

福岡ビル４F(福岡市中央区天神1-11-17)
福岡アジアビジネスセンター

※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。

Fu

4 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要
時 間

事 業 名

会社の概要

商品・サービス等

事業の概要

ビジット・ジャパン
株式会社

～九州観光資源活用～
メディカルツーリズムの中国展開

ビジット・ジャパン株式会社・大連海外旅游有限公司・
ニワカソフト株式会社 3 社が提携し、中国国内にて
「旭康」ブランドの確立を目指す。
「九州医療観光」サービスの中国展開を目指す

中国国内

代表取締役

13：30
～
13：50

井上

日本国内
海外送金

契約/入金

智樹

医療機関と提携

豊富な九州の観光資源と高度医療施設をセットに
福岡市博多区博多駅東
した「九州メディカルツーリズム」の中国展開を
1-1-25
行っています。IT を活用した集客を重視し、各
設立年月日 ：2013.12.25
資 本 金 ：18,000 千円 代理店用にカスタマイズした MSN・Web ツールを
常用従業員数：2 名
提供することで代理店の利益を保証し、且つ集客
の効率化を目指しています。
（プレゼン目的）

支払い

海外送金

現地法人
契約/入金

・西諌早病院
・長崎みなとメディカルセンター
市民病院

事業提携

環境汚染

・古賀病院 21
・福岡国際総合検診センター

食の安全問題

富裕層

紹介

大連海外旅游
有限公司

・デンタルチームジャパン

手数料

ビジット・ジャパン
・セントマザー産婦人科医院

事業提携

手数料

その他
旅館との提携
・嬉野温泉和多屋別荘

手数料

・二日市温泉大丸別荘
・雲仙宮崎旅館 等

ニワカソフト株式会社

資金調達・業務提携・その他

提携 IT 企業

（聴講希望パートナー）

金融機関､VC､投資家､医療機関

株式会社ワンビジョン
代表取締役
13：50
～
14：10

三浦

知之

福岡市西区捨六町 1-12-5-803
設立年月日 ：2014.1.10
資 本 金 ：2,600 千円
常用従業員数：2 名
（プレゼン目的）
販路拡大
（聴講希望パートナー）
介護業 ( レンタル用品販売、派遣業､
施設経営 )､介護教育関連企業

株式会社シーエス研究所

高齢者の健康をベッドから管理する
"Sleep Vision" の開発
高齢者の健康維持と介護者の負担軽減、介護事業
者の訴訟リスク軽減を目的とした「計測機器、
およびアプリケーション」を開発しました。ベッ
ドのマットレスの上に敷くことで、睡眠、覚醒、
離床などの高齢者のねむり状態を観測、遠隔管理
することができます。同時に脈波、呼吸、心拍の
信号を観測し、心身柔軟性の変調データをもとに
心血管の異常も早期に予知することが可能です。

【既存製品と比較

※図②】

職場のストレスを撃退する
水圧ウォーターベッドのモニター募集

ベッドの無償提供（電気代のみご負担）
導入効果のデータ

代表取締役

14：10
～
14：30

是永

伸一郎

「首が痛い」
「体がだるい」
「なんとなくやる気が
しない」
、職場のそんな疲れを 10 分で癒す水圧式
リラクゼーションウォーターベッドを作っている
設立年月日 ：2013.6.25
資 本 金 ：30,000 千円
メーカーです。今日の疲れを明日に持ち越さない
常用従業員数：5 名
ストレスフリーの職場作りをサポート。只今、
（プレゼン目的）
モニター企業募集中。
販路拡大・業務提携

水圧式リラクゼーション
ウォーターベッド

「アクアエース」AA-101

福岡市博多区博多駅南 3-14-8

お試し用のデモカーで
訪問し、ご試乗いただく

【求む！ 販売店】
対象企業へのコネクションは
あるものの新しい提案材料を
探しておられるＢtoＢ企業様
（当社にご興味のある経営
者）

【求む！ モニター企業】
導入効果の検証に協力して
もらえるモニター企業
（例）
・業務効率が○○％アップ
・休職率が○○％ダウン
・離職コストが○○％削減
などを検証したい

【見込み客となる企業や施設】
①パソコンの使用頻度が多く職場のストレスを解消したい IT 企業
②ストレスチェックが義務付けられた従業員 50 人以上の事業所
③スタッフの使命感がサービスの生命線になっている介護施設
④職場のリラクゼーションによって業務効率が改善される事業所

（聴講希望パートナー）
情報サービス・通信、メーカー等

有害排気ガス削減装置の製造販売
及び業務提携による展開

U-TEC 株式会社
代表取締役
14：30
～

14：50

荻野

和正

北九州市八幡西区浅川台
3-1-1
設立年月日 ：2007.2
資 本 金 ：30,000 千円
常用従業員数：3 名

独自の発想で開発した有害排気ガス削減装置。吸入
空気を変換することで内燃機関からの有害なガスを
発生させません。他の有害排気ガス削減装置製品と
違い、
「有害排気ガスの発生を根本から抑止する」
という発想を元に開発しました。

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携・FC 展開
（聴講希望パートナー）
運輸業、エンジンメーカー、発電機を
利用している企業、離島の電気事業者
14：50
～
15：20

名 刺 交 換・商 談 会

コンバーターをエアクリーナー内部に設置し、エンジンに吸入する空気をイオン変換することで以下の
ことが簡単に行えます。

ジェネレーター端子部分

ジェネレーター

コンバーター

開催日時：2016 年 4 月 20 日（水）

会場： 福岡アジアビジネスセンター
（福岡市中央区天神 1-11-17-4F）

時 間

事 業 名

会社の概要

助成金活用型「BtoB に特化
電話営業強化の為の研修事業」

株式会社
sora プロジェクト
代表取締役
15：20
～
15：40

商品・サービス等

事業の概要・企業 PR

樋口

清美

もしかして、情報もなく営業していませんか ?
BtoB に特化したテレマーケティング会社がプロを
育てる為の研修プログラムを「営業電話研修」
として企業に提供。( 助成金活用可 ) アポ率を
上げるだけでなく情報を使って継続的に顧客を
増やすノウハウも学べます。

福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16

設立年月日 ：2007.3.26
資 本 金 ：6,000 千円
常用従業員数：4 名
（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携
（聴講希望パートナー）
人材派遣業、製造業、
IT 関連企業

有限会社
イーデザインショップ
代表取締役
15：40
～
16：00

諸藤

ホームページ・スマホアプリ・グラフィック
デザインのワンストップサービス「解決デザイン相談所」

英治

お客様に「１番に選ばれる」ための会社・お店の
仕組みづくりを３つのプロセスでお手伝いします。
課題に対応した、ホームページ・スマホアプリ・
紙のデザインをワンストップでご提供。さらに、
訪問型の解決サポーターが顔を合わせて業績向上
を支援します。

福岡県糸島市前原北 4-8-14
設立年月日 ：2002.11.7
資 本 金 ：4,000 千円
常用従業員数：0 名
（プレゼン目的）
販路拡大
（聴講希望パートナー）
中小企業全般

Office 365/Google Apps の
データプロテクトサービス

コラボル・ジャパン合同会社
（2016 年 4 月設立予定）
代表社員

16：00
～
16：20

伊志嶺

■smart backup for Office 365

無我

smart backup は、Office 365、Google Apps や
Salesforce などのクラウドサービスと連携して、
設立年月日 ：2016.4( 予定 ) 電子メールやファイル共有などのデータプロテク
常用従業員数：0 名
ション機能を提供するクラウド型コラボレーショ
（プレゼン目的）
ン系サービスです。Office 365 や Google Apps の
業務提携
導入支援が得意な九州地区の協業パートナーや
（聴講希望パートナー）
OEM 提供事業者を募ります。
Office 365、Google Apss、
東京都中野区新井 1-2-9-1535

salesforce の導入企業と
導入支援を行っている SI’er

ナン

16：20

＊店内イメージ

名 刺 交 換・商 談 会

～
16：50

＊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

2016年5月18日(水)

※受付終了

2016年6月22日(水)

お問い合わせ下さい

2016年7月21日(木)

4月30日(土)
お申込み

◆ 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 ◆
福岡県ベンチャービジネス支援協議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・ベンチャー企業の皆様、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。

・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。

ＦＶＭセミナーのご案内
ビジネスプラン策定ワークショップ

プレゼンテーションセミナー
ビジネスプランを実現するためには、計画の内容や成長性、自社が必要とし

貴社は「誰に、何を、どのように」届け「どのような価値」を生み出そうと

なるビジネスパートナーを獲得することが重要です。

スプランを練り上げる過程で、様々な経営課題だけでなく新たなビジネスア

ていることなどを確実に伝えて、資金、販路、技術など様々な面で頼りに

このセミナーでは、プレゼンテーションや資料作成の技術、ノウハウ、コツ
などを解説し、「伝える力」の向上を通じて、貴社ビジネスプランの実現を
サポートします。

・日時：2016年5月23日(月)

15:00〜16:30

していますか？ビジネスプランは、“新規事業成功のストーリー”です。ビジネ
イデアも見えてきます。このワークショップでは、新しい商品やアイデアを
具体的な事業に落とし込んでいく作業（コンセプトワーク）などを通して
貴社の“勝てるビジネスプラン”づくりをサポートします。

・日時：2016年5月12日(木)

10:00〜12:00

・場所：ベンチャーサポートセンター
セミナールーム

・場所：ベンチャーサポートセンター
セミナールーム

・講師：ナレッジネットワーク(株)
代表取締役 森戸 裕一

・講師：ビジネスコーディネーター
神田橋 幸治

【講師経歴】
1990年より大手システムエンジニアリング会社にてクライアント企業の研修企画、各種
研修・セミナー講師、企業内の人事育成計画などのコーディネート活動を担当。
2002年1月起業。翌年、
ナレッジネットワーク株式会社設立および代表取締役就任。

【講師経歴】
大手金融機関において、
ビジネスインキュベーション、
ＩＰＯ支援、
企業再生等を経験した
のち官公庁へ転じ、
以来一貫して中小・ベンチャー支援に携わる。
2015年5月、
「仕組みづくり」
のコンサルティングラボを開設。
専門は事業金融、
経営戦略及び中小企業政策。

コーディネーターが一貫してサポート

フクオカベンチャーマーケット（FVM）には、
福岡県ベンチャービジネス支援協 議 会 会員

をはじめとする多くのビジネスパートナーが
参加します。ベンチャーサポートセンターで

は、中小・ベンチャー企業の要望やビジネス

プレゼンテーションの目的 にあったビジネス

パートナーに参加を呼び掛けています。また、

ビジネスプラン発表 後は、ベンチャーサポート
センターのコーディネーターが、商談開 始に
向けた様々なサポートを行います。

◆

【石橋

薦】

【大串

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 ◆

明子】

【神田橋

幸治】

【段野

陽輔】

【藤崎

弘之】

【お問合せ・お申込み】
福岡県ベンチャービジネス支援協議会 ベンチャーサポートセンター
ＴＥＬ：092-725-2729
ＦＡＸ：092-725-2796

昭和通り
地下鉄天神駅
福岡 ●
パルコ

●天神
コア

E-mail ： ven@fvm-support.com
福岡市中央区天神 1-11-17

明治通り
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