
福岡ベンチャークラブ役員及び会員名簿 305社(H30.08.23現在）

役員

会長　　小山田　浩定　総合メディカル株式会社 相談役

副会長　土屋　直知　　株式会社正興電機製作所 代表取締役会長

副会長　古賀　光雄　　古賀マネージメント総研株式会社 代表取締役

理事　　伊井田　栄吉　株式会社ワールドホールディングス 代表取締役会長兼社長

理事　　井上　雄介　　九州債権回収株式会社 代表取締役会長

理事　　植木　一夫　　クラウドワン株式会社 代表取締役社長

理事　　川邊　康晴　　株式会社Kアライアンス・ジャパン　代表取締役会長

理事　　坂本　剛　 　 QBキャピタル合同会社 代表社員

理事　　浜崎　陽一郎　株式会社Fusic　取締役副社長

理事　　前田　哲郎　  アンダス株式会社 代表取締役社長

監事　　宇平　誠　　　一般財団法人ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団 常務理事

監事　　光富　彰　　　株式会社NCBリサーチ&コンサルティング 代表取締役社長

１．ベンチャー企業　（202社） 有限会社オフィス　エフ・エス 株式会社シスコム

アースウェル株式会社 株式会社オフィスK 株式会社システム・ジェイディー

株式会社アーダン 株式会社カウテレビジョン 株式会社システムトランジスタ

株式会社アーテック福岡 株式会社カマタテクナス 株式会社ジャストヒューマンネットワーク

株式会社アール・ツーエス 合同会社ガムタック ジョイサービス株式会社

株式会社アイキューブドシステムズ からだ環境総研株式会社 株式会社JOY・プラス

アイ・プルーナ株式会社 株式会社環境改善 株式会社昭和管工

株式会社晴天 株式会社環境GIS研究所 信号電材株式会社

アクアサービス株式会社 株式会社Campanula 末次通訳事務所

株式会社アクタ 有限会社ぎえもん Strong　Japan株式会社

株式会社朝日化成 株式会社キャンディ 株式会社正興サービス＆エンジニアリング

株式会社Asia Field Network 株式会社キューブス 株式会社セールスアカデミー

株式会社梓書院 九州フィールドエンジニアリングシステム株式会社 株式会社関家具

株式会社アステックインタナショナル 有限会社共栄資源管理センター小郡 セキュラ株式会社

アドコミュニケーションズ 共和技研株式会社 株式会社ゼックフィールド

株式会社アバンセ 株式会社グッドワン本社 ZEPTOR　Asia株式会社

株式会社アプシスコーポレイション 株式会社クハラ 株式会社セブンマーケット

株式会社アメイジングポケット クラウドワン株式会社 株式会社先端医療開発

株式会社アリーナ 株式会社くりんか 総合メディカル株式会社

株式会社アルファ 株式会社Kurokawa 創ネット株式会社

株式会社アレックスエンジニアリング コアシステム合同会社 有限会社SOTRY

アンダス株式会社 株式会社cocotama 有限会社園部設備工業

株式会社E&I コックス株式会社 株式会社soraプロジェクト

株式会社イー・クリエーション 株式会社コネクト 第一施設工業株式会社

有限会社イーデザインショップ 株式会社コペル 株式会社大建

株式会社Ｅ-パートナーズ 株式会社コモニー 田川産業株式会社

株式会社イーハイブ コヨウ株式会社 株式会社ＴＭエンタープライズ

izumi industry 五洋食品産業株式会社 株式会社ディーノシステム

株式会社井口 株式会社コラボプラネット 株式会社ティエムワイシステム

インフォニア株式会社 株式会社コロエ 株式会社ティオシステムズ　福岡オフィス

株式会社インプルーブ コンダクト株式会社 株式会社ディスカバリージャパン

株式会社ウィズアルファ 株式会社コンロッド 株式会社ティスコジャパン

株式会社宇申 株式会社彩光コーポレーション ディッグ・フィールズ・アンド・コー株式会社

株式会社エアデン 株式会社サイバーロジック 株式会社ディフェンスバード

株式会社HRコンサルティング ザ・ハーモニー株式会社 株式会社トゥトゥモロウ

株式会社エイル 有限会社三貴プラン 道路安全施設株式会社

株式会社エヴァ 株式会社産研設計 トータルケア・システム株式会社

株式会社エコスター 株式会社シー・アール・シー Ｔｏｋｉエンジニアリング株式会社
株式会社SICマネジメント 株式会社ＧＳＳ 株式会社ドライビング・フォース

株式会社Ｘ-ｖｏｉｃｅサウンドジャパン GFフィールド 株式会社なうデータ研究所

株式会社エニセンス 株式会社シーエル 名田植物園

エヌビーエス株式会社 株式会社ジーンアクト 株式会社ナチュラシステムズ

株式会社FFD products Japan 株式会社ジウン 株式会社ナベシマ

ＦＰサポートセンター株式会社 株式会社SharePeaks 株式会社ニーズコーポレーション

株式会社エミシス ジェイウォーター株式会社 西吉田酒造株式会社

エンドライン株式会社 ジェイエムテクノロジー株式会社 株式会社日元倶楽部

オーセンティックジャパン株式会社 有限会社ジェイキャスティング 日本著作出版支援機構株式会社

AURAL SONIC株式会社 合同会社JEXPO 株式会社ネイチャー

合同会社ＡＵＲＯＲＡ　Ｐｒｏ 合同会社四恩システム ネオクリエイト



ネットワークサポート株式会社 ２．ベンチャーキャピタル　(12社） 宝印刷株式会社

株式会社ハーベリーアース 株式会社エス・ケイ・ベンチャーズ デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

株式会社バウビオジャパン 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 藤井・梅田法律事務所

有限会社花立山農業研究所 大阪中小企業投資育成 株式会社　九州支社 株式会社フ゜ロネクサス

株式会社パナックスメディア QBキャビタル合同会社 細川誠哉税理士事務所

株式会社春田建設 株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティング 堀公認会計士事務所

株式会社パルフィットシステム 株式会社ジャフコ　九州支社

株式会社ハルプラス 大和企業投資株式会社 ８．メーカー等　（11社）

株式会社ヒ゜ーアール 株式会社ドーガン 一番食品株式会社

株式会社B.Continue 日本アジア投資株式会社　 キューサイ株式会社

株式会社ビーボーン ひびしんキャピタル株式会社 株式会社九州リースサービス

株式会社ピオテック 株式会社福岡キャピタルパートナーズ 株式会社サニクリーン九州

株式会社ビスネット 一般財団法人 ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団 株式会社サニックス

株式会社ファーストソリューション 昭和鉄工株式会社

株式会社フイルドサイエンス ３．証券会社　（7社） 株式会社正興電機製作所

株式会社FILTOM SMBC日興証券株式会社　福岡支店 株式会社ゼンリン

フォーリングス福岡 株式会社SBI証券  福岡支店 林化成株式会社

福岡安全センター株式会社 FFG証券株式会社 株式会社福岡クボタ

株式会社フコク 大和証券株式会社  福岡支店 リックス株式会社

株式会社BOOK 東洋証券株式会社  福岡支店

株式会社Fusic 日本アジア証券株式会社

株式会社ブライズママ 野村證券株式会社  福岡支店 ９．公的機関、経済団体等　（28社）

株式会社ブラテック 公益財団法人飯塚研究開発機構

株式会社プロジェクト福岡 ４．銀行　（10社） 飯塚市　経済部

株式会社プロップス 株式会社北九州銀行 韓国大田広域市　福岡通商事務所

プロライト株式会社 株式会社西京銀行　福岡支店 韓国貿易センター（福岡）

ベセル株式会社 株式会社佐賀銀行　福岡本部法人渉外室 公益財団法人北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター

株式会社ヘッズ 株式会社筑邦銀行 北九州市産業経済局新産業振興課

株式会社ヘリオス 株式会社西日本シティ銀行 北九州知的所有権センター

ベルズシステム株式会社 株式会社日本政策金融公庫　創業支援センター 一般社団法人九州・アジアビジネス連携協議会

有限会社包装の江島屋 株式会社福岡銀行 九州経済産業局地域経済部新産業戦略課

株式会社ボナック 株式会社福岡中央銀行 公益財団法人九州経済調査協会

株式会社マイクロラボ　 福岡ひびき信用金庫 一般社団法人法人九州経済連合会

有限会社マザーチキンホワイトミート 株式会社山口銀行 一般財団法人九州産業技術センター

株式会社宮防 株式会社久留米リサーチ・パーク

株式会社未来創生 ５．商社　（4社） 株式会社産学連携機構九州

株式会社ミリオネット エア・ウォーター・マテリアル株式会社 独立行政法人中小企業基盤整備機構　九州本部

美緑こふれ株式会社 双日九州株式会社 日本経済大学　東京渋谷キャンパス

メディアファイブ株式会社 株式会社南陽 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）　福岡貿易情報センター

株式会社メロウ 三井物産株式会社　九州支社 福岡経済同友会

有限会社モルテック 福岡県工業技術センター

mowaソリューションズ株式会社 ６．人材サービス　（7社） 公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター

株式会社安河内綜合食品 株式会社インテリジェンス福岡支店 福岡県商工会議所連合会

ユニオンソフト株式会社 株式会社テクノスマイル 福岡県信用保証協会

株式会社ユニティクス 株式会社ビズリーチ 福岡県知的所有権センター
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 株式会社マイナビ 一般社団法人福岡中小企業経営者協会

リーフ株式会社 マンパワーグループ株式会社　福岡支店 公益財団法人福岡県中小企業振興センター

龍宮株式会社 株式会社リクルートキャリア 福岡県中小企業団体中央会

株式会社LEIS 株式会社ワールドホールディングス 福岡市経済観光文化局創業・立地推進部創業・大学連携課

株式会社レセプター 福岡証券取引所 活性化推進協議会

合資会社ロォーリング ７．監査法人等　（19社）

株式会社ロジカルプロダクト EY新日本有限責任監査法人　福岡事務所 １０．その他　（5社）

LOHAS株式会社 梅野会計事務所 株式会社アイ・ビー・ビー

株式会社ワーコンプロジェクト HKパートナーズ 株式会社FFGビジネスコンサルティング

WASOMI和奏美株式会社 加藤特許事務所 株式会社経済界　福岡支局

株式会社和田木型製作所 川原孝行税理士事務所 株式会社JTB九州　福岡支店

九州債権回収株式会社 株式会社日刊工業新聞社　西部支社

株式会社グロースアシスト

株式会社Kアライアンス・ジャパン

株式会社K Global

古賀マネージメント総研株式会社

最所法律事務所

株式会社全国実務管理協会　

司法書士・行政書士　だいふく法務事務所


