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平成 30 年度 FVB 協議会総会・福岡ベンチャークラブ総会 開催

n

福岡県ベンチャービジネス協議会より

総会後は基調講演、FVM 大賞 2018 の授賞式等がございますので、
皆様のご参加をお待ちしております。

開催日時

2018年5月21日(月)15:00～20:00

会

ホテル日航福岡(福岡市博多区博多駅前2-18-25)

場

入場料

無料

※FVM大賞2018授与式・交流会参加費4,000円

プログラム

基調講演

≪15:00～15:55≫
○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

≪講師≫
日本環境設計株式会社 代表取締役会長 岩元 美智彦 氏
「みんな参加型の循環型社会のイノベーション」

≪16:00～17:45≫
○基調講演
≪18:00～20:00≫
○FVM大賞2018授与式
○交流会

日本環境設計(株)
岩元 美智彦 氏

1964年鹿児島県生まれ。1987年3月、北九州市立大学経済学部卒業。
卒業後に就職した繊維商社では営業職に携わるなか、容器包装リサイクル
法の制定を機に繊維リサイクルに深く携わる。
2007年1月、現取締役社長の髙尾正樹とともに日本環境設計を設立。
資源が循環する社会づくりを目指し、リサイクルの技術開発だけではなく、
メーカーや小売店など多業種の企業とともにリサイクルの統一化に取り組む。
2015年アショカ・フェローに選出。
EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2015ジャパン チャレンジング・スピリット
部門大賞受賞、Japan Venture Awards 2017中小企業庁長官賞受賞。
著書『「捨てない未来」はこのビジネスから生まれる』(ダイヤモンド社)。

代表取締役会長

◇FVM大賞2018 受賞企業◇
大賞
特別賞

(株)ユニゾンシステムズ
(株)QPS研究所
ザ・ハーモニー(株)
(株)シー・エフ・ピー
(株)日本風洞製作所

代表取締役
代表取締役社長
代表取締役CEO
代表取締役
代表取締役社長

今村 勉也 氏
大西 俊輔 氏
高橋 和也 氏
花田 博道 氏
ローン ジョシュア 氏

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

(株)ユニゾンシステムズ
代表取締役 今村 勉也 氏

(株)QPS研究所
代表取締役社長 大西 俊輔 氏

申込期限
5月14日(金)

第２２２回 フクオカベンチャーマーケット開催
開催日時：2018年5月23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

5 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

事業の概要

オングリット株式会社

代表取締役

13：30
～
13：50

森川

橋梁等調査における AI 点検
及び CAD 変換作業のアウトソーシング事業

春菜

業界の課題を IT 土木 ×AI 技術 × 未経験者採
用で「人」「知識」を解決する新ビジネス。未
経験者が CAD 化できるシステムを開発！クラウ
設立年月日 ：2018.3.7
資 本 金 ：1,000 千円
ド管理することでアウトソーシング事業に対応
常用従業員数：4 名
し、社会インフラを守り、テレワークでの仕事
（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携 が就職弱者の支援に！社会に貢献します。
福岡市中央区大名 2-6-11

（聴講希望パートナー）
金融機関、建設業

株式会社
E－パートナーズ
代表取締役
13：50
～
14：10

合瀬

亙

福岡市早良区百道浜 3-8-33
設立年月日 ：2009.12.15
資 本 金 ：5,000 千円
常用従業員数：2 名
（プレゼン目的）
資金調達
（聴講希望パートナー）
金融機関、VC

株式会社 thee moment
代表取締役

14：10
～
14：30

志気

ソーラー発電による
河川水位指示標の見える化
弊社は創業時より一貫して無機 EL 製品の開発
に当たってきた。また参入障壁を設けるため、
特許以外にも福岡県、及び福岡市に於いて、ト
ライアル ( 随意契約指定製品 ) として、認定を
受け、さらに国土交通省より NETIS 製品に認定
された。昨今の水害事情を踏まえ各社挙って新
商品開発に当たっているが、弊社製品との開発
の方向性が大きく違うため競合より、他社との
アライアンスを目指している。

マップ共有プラットホーム UNLOCKS

公介

ア ン ロ ッ ク ス は、誰 で も「簡 単！便 利！遊 べ
る！」デジタルマップを作って共有できるプ
ラットフォームです。“自分好みの便利マップ”
や”楽しいイラストのグループマップ”を作っ
（プレゼン目的）
てシェアしたり、観光地や商店街などの賑わい
資金調達・販路拡大・業務提携
をつくる拡張機能も充実しています。
福岡市中央区大名 2-6-11 214 号
設立年月日 ：2013.1.7
資 本 金 ：1,000 千円
常用従業員数：1 名

（聴講希望パートナー）
VC､自治体､地方創生､地域おこし
協力隊､観光､レジャー､エリア
活性､交通､イベント

株式会社ケイング
代表取締役
14：30
～

14：50

甲斐

敬紳

福岡市博多区博多駅東 1-17-25
設立年月日 ：2009.7.27
資 本 金 ：5,000 千円
常用従業員数：9 名
（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

平成 30 年度医療制度改正に対応した
医療情報システムの開発
厚生労働省は、医療費の拡大 (41 兆 3,000 億円）、
2025 年問題等の対策として在宅医療と介護に重
きを置いた、平成 30 年度の医療改正に踏み切
りました。弊社は、医療業界の知識と医療情報
システムの経験でこの問題に対応して行きま
す。

（聴講希望パートナー）
VC、医療機関

14：50
～
15：20

名 刺 交 換・商 談 会

商品・サービス等

開催日時：2018 年 5 月 23 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

株式会社高山活版社
代表取締役
15：20
～
15：40

高山

英一郎

大分県大分市片島尻込 301-1

設立年月日 ：1950.2.1
資 本 金 ：10,000 千円
常用従業員数：12 名
（プレゼン目的）
販路拡大

ワークショップ型防災プロジェクト
「あったか銀紙」
住民が地域の防災情報を出し合いシェアする
ワークショップを通じて ①地域の交流と連帯感
が深められ災害に強い地域ができる ②自宅付近
の災害時に役立つ情報と家庭内の防災情報を共
有することで災害の備えの実践の必要性を自分
の事と捉える機会になります。

（聴講希望パートナー）
行政、市町村の防災・危機
管理担当課

15：40
～
16：00

坂本

「あったか銀紙」

「必要な時だけ現れるフル設備の販売促進部」
による販促物制作

ユージーデザイン
( 個人事業 )
代表

商品・サービス等

事業の概要・企業 PR

裕治

福岡市博多区東比恵 3-26-25-606
設立年月日 ：2016.6.1
資 本 金 ：- 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）
メーカー、中小企業支援機関

商品の「潜在能力」が最大限に伝わる資料・広
告の制作には社内デザイナーの雇用が効果的で
すが、少人数の企業ではデザイン設備の導入が
ハードルとなり実力のあるデザイナーがなかな
か定着しません。小さな仕事から気軽に頼むこ
とができる「フル設備のデザイナー」が打開策
となります。

＜主婦人材採用支援サービスの流れ＞

株式会社オフィス at
代表取締役
16：00
～
16：20

寺島

みちこ

福岡市中央区大名 2-2-1
設立年月日 ：2014.2.10
資 本 金 ：1,000 千円
常用従業員数：1 名
（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携
（聴講希望パートナー）
小売業、コールセンターなど
主婦採用を希望される企業

【シュフクル】
主婦人材採用支援サービス
「ハローワークや求人情報に出しても人が来な
い」と悩む企業の主婦人材採用を支援。女性マー
ケティング専門会社による、主婦に選ばれる「強
み診断・分析」
「デザインブランディング」や、
全国女性ネットワーク調査による媒体選定や効
果予測、インフルエンサーやコミュニティによ
るクチコミ PR などで、優秀な主婦人材を掘り起
します。

16：20

＜サービスの強み＞
①女性視点マーケティング専門会社が提供
②全国の女性コミュニティネットワーク 1 万人を活用

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
申込締切

◆ 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 ◆

2018年6月20日(水)

受付終了

2018年7月25日(水)

受付終了

2018年8月22日(水)

5月31日(木)

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。

日

程

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 マンスリーアワード (2018.3) 決定 !

2018 年 3 月 22 日に開催された第 220 回 FVM のマンスリーアワードは以下の企業に決定しました。

企業名 : 株式会社クロスエイジ
事業名 :「農業の産業化」を実現する農業総合プロデュース事業
審査員・来場者の声 :
「成長性、将来性、社会的意義が大きい。」
「日本の第一次産業の課題から起業されたところにとても共感しました。」

( 株 ) クロスエイジ
代表取締役

藤野 直人 氏

※FVM マンスリーアワードとは
FVM 登壇企業の中から毎月 1 社「優れたビジネスプランであり、今後の成長が期待できるもの」を選考するもの。

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：2018年5月11日(金)

・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：2018年6月7日(木)

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

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。

◆ 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
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