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福岡県ベンチャービジネス協議会より

● 平成 28 年度 FVB 協議会総会・福岡ベンチャークラブ総会を開催します。
皆様、ぜひご参加ください！

開催日

2016年7月25日(月)

会

ホテルオークラ福岡 4階「平安の間」(福岡市博多区下川端町3-2)

場

入 場料

無料

※FVM大賞2016授与式・交流会参加費4,000円

プログラム

パネルディスカッション

≪15:00～17:15≫
○福岡県ベンチャービジネス支援協議会総会
○福岡ベンチャークラブ総会
○パネルディスカッション

≪基調講演≫
株式会社ホープ 代表取締役 時津 孝康 氏
≪パネリスト≫

≪モデレーター≫

テーマ：加速するベンチャーの原動力
≪17:30～18:00≫
○FVM大賞2016授与式
≪18:00～19:30≫
○交流会

(株)ホープ
代表取締役 時津 孝康

氏

(株)グッドラックスリー
anect(株)
代表取締役CEO 井上 和久 氏 代表取締役社長 木村 一郎

氏

QBキャピタル(同)
代表パートナー 坂本 剛

◇FVM大賞2016 受賞企業◇
大賞
優秀賞
特別賞

(株)炭化
(株)セフリ
(株)グランドビジョン
オーセンティックジャパン(株)
(株)レセプター
(株)プリンシプル

代表取締役社長 入江 康雄 氏
代表取締役
春山 慶彦 氏
代表取締役社長 中尾 賢一郎 氏
代表取締役
久我 一総 氏
代表取締役
平田 教光 氏
代表取締役
原田 宏人 氏

≪参加申込URL≫ http://www.fvm-support.com/fvm/seminar/fvbsoukai

FVM大賞2015授与式の様子

申込期限
7月19日(火)

第２００回 フクオカベンチャーマーケット開催
開催日時：2016年7月21日(木) 13：30～16：30
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。

氏

Fu

7 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要
時 間

会社の概要

Airview 株式会社

代表取締役
13：30
～
13：50

松金 澄子

福岡市東区馬出 6-14-12-405 号

設立年月日 ：2016.5.20
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：1 名
（プレゼン目的）
業務提携

事 業 名
事業の概要

投稿併用型アーカイブ情報による
マルチカテゴリ検索
国内外からの旅行者や転勤移住者、そして県内
市内在住者にも、
「欲しい情報がまる分かり！」
のおもてなし検索サイト。地域別 / カテゴリ別
のアプローチで必要な情報にダイレクトにアク
セス。あなたの生活から Google・Yahoo! は要ら
なくなるかも？

（聴講希望パートナー）
情報サービス・通信業、不動産業

株式会社プラシャル
GuidebooQ( ガイドブック )
代表取締役
13：50
～
14：10

高原 功

福岡市博多区博多駅東 1-12-17
設立年月日 ：2015.1.9
資 本 金 ：3,000 千円
常用従業員数：1 名
（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

当社開発した「GuidebooQ」は世界 200 以上の国
と地域で使われる 91 ヶ国語に対応した店舗サイ
トを簡単に作成できるウェブサービスです。国
内外の全ての店舗オーナーに対して世界中の旅
行者に向けた情報発信の優れた手段として提供
しています。

（聴講希望パートナー）
行政関連、店舗経営者

EMAJINY( 個人事業 )

代表
14：10
～
14：30

服部

茂幸

北九州市小倉北区浅野 2-9-8
設立年月日 ：2016.1.1
資 本 金 ：- 千円
常用従業員数：0 名
（プレゼン目的）
資金調達

EMAJINY( エマジニー ) ヘアカラーワックスの
販路拡大
整髪とヘアカラーを同時にかなえるヘアカラー
ワックス !3 分間で毎日・週末ヘアカラーチェン
ジ !! 野球やサッカーの応援、ダンスイベントで
今までに無い自由と驚き・興奮を！！！シャン
プーで簡単に洗い流せるから翌日の学校や仕事
には全く影響ありません。

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC

14：30

名 刺 交 換・商 談 会

～
15：00

A・Tコミュニケーションズ
株式会社
代表取締役

東

陽一

15：00

東京都台東区北上野 1-9-10

～

設立年月日 ：2007.3.27
資 本 金 ：20,000 千円
常用従業員数：12 名

15：20

（プレゼン目的）
販路拡大
（聴講希望パートナー）
情報セキュリティサービス業

内部情報漏洩対策のセキュリティ技術
『セキュリティフォント』
文字にセキュリティを搭載することに成功した
セキュリティフォントは、社内からの情報漏え
いを防ぐ事ができます。情報が漏れた場合でも
解読出来ない仕組みになっております。 また、
導入も簡単に設計されており、サーバーにモ
ジュールを組み込むことで使い始めることがで
き、アップデートも不要です。これまでになかっ
た革命的なセキュリティ対策をご案内いたしま
す。

商品・サービス等

開催日時：2016 年 7 月 21 日（木）

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 福岡ビル 4F）

時 間

事 業 名

会社の概要

株式会社
レノモメディカル
代表取締役
15：20
～
15：40

福岡

商品・サービス等

事業の概要

ストレスチェックツール「メンタルエクスプレス」と
「JAPHIC マーク」取得支援

廉蔵

『ご存知ですか？』2015 年 12 月より全従業員に
対してストレスチェックが義務化されました。
また、昨年 9 月には全業者に個人情報保護法が
適用されました。お客様の総務的な困っている
点を「メンタルエクスプレス」と「JAPHIC マーク」
のコンサルでお手伝いします。

福岡県福津市本木 984
設立年月日 ：2014.9.18
資 本 金 ：10,000 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）
あらゆる業種のストレスチェック
担当部署、個人情報取扱部署

ハーチ株式会社
水素発生タンブラー販売
代表取締役

宅間

博教

福岡市博多区博多駅前 3-7-8
15：40
～
16：00

設立年月日 ：2015.5.25
資 本 金 ：11,000 千円
常用従業員数：4 名
（プレゼン目的）
販路拡大

抗酸化作用に優れた水素水を低コストでしかも
高濃度で飲め、他社との差別化として水素を吸
引出来る機能を持っています。水は飲めても１
日 2〜3L 位が限界ですが水素吸引になると限界
無く水素を身体に取り入れる事が出来、効率が
いい商品です。

（聴講希望パートナー）
ネット通販会社、健康食品
販売会社

16：00

名 刺 交 換・商 談 会

～
16：30

＊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

2016年08月24日(水)

受付終了

2016年09月15日(木)※飯塚開催
2016年10月19日(水)

受付終了

7月31日(日)

◆ 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。

ＦＶＭセミナーのご案内
飯塚開催！

プレゼンテーションセミナー

ビジネスプラン策定ワークショップ

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7月20日(水)

・場
・講

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8月4日(木)

所：e-ZUKA トライバレーセンター
(飯塚市幸袋576-14)

・場

所：ベンチャーサポートセンター
セミナールーム

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

・受講料：無料

【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。

10:00〜12:00

・受講料：無料

【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
ベンチャーサポートセンターでは、専属コーディネーターがビジネスプランのブラッシュアップから、プレゼンテーションの
スキルアップ、商談開始のサポートまで一貫して支援します。
フクオカベンチャーマーケットを通じて、事業拡大を目指してみませんか？
まずはお気軽にご相談下さい。
◆

【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】

◆ Facebookページの紹介 ◆

・フクオカベンチャーマーケットではFacebookページを通じて、毎月開催している
マンスリーマーケットの登壇企業の情報をはじめ、各種創業に関するイベント情
報を配信しております。
・皆様、是非「いいね！」を押して、情報をシェアしてください！
https://www.facebook.com/fukuokaventuremarket/

【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

ベスト
電器
●

●アクロス
福岡

福岡●
●イムズ 市役所

U R L : http://www.fvm-support.com
〒810-0001

福岡
ビル

三越●

福岡ビル４F

●博多大丸

国体道路

●天神
中央公園

