
福岡県ベンチャービジネス協議会より
福岡県ベンチャービジネス支援協議会

●福岡オープンイノベーションプログラムビジネス提案企業募集中！

福岡県ベンチャービジネス支援協議会では、地方創生に対して大企業のリソースと、中小・
ベンチャー企業の製品・サービス・アイディアを組み合わせて、ソリューションを検討し、
最終的に事業化へと繋げる「オープンイノベーション事業」を実施しています。
大企業の募集テーマをもとに中小・ベンチャー企業からビジネス提案を受け付けています！
なお、提出書類の締め切りは 11月 30 日（金）、参加費は無料です。詳細は公式ウェブサイト
よりご確認ください。

ＦＶＭ
2018年 11月号

ｎｅｗｓＦＶＭ　ｎｅｗｓ

開催場所：福岡ビル9F　(福岡市中央区天神1-11-17)　　　　　                  

開催日時：2018年11月21日(水)　13：30～16：50 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。

第２２８回　フクオカベンチャーマーケット開催
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【参画している大企業】
西日本旅客鉄道㈱、㈱新出光、西日本電信電話㈱、西日本鉄道㈱、九州朝日放送㈱、凸版印刷㈱
【公式ウェブサイト】
https://foip.jp/
【お問合せ先】
（本事業に関するもの）
　福岡県ベンチャービジネス支援協議会（事務局：福岡県 商工部 新事業支援課内）
　担当：創業支援係　内田、山岸　tel.092-643-3591
（お申込等に関するもの）
　有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所　トータルサービス 担当：岩瀬　tel.092-751-1129

九州 ・ 山口ベンチャーマーケット

10 月 19 日 ( 金 )、九州・山口各県と経済団体等が連携して、世界に翔ばたくベンチャー企業を輩出するイベント「九州・山口ベンチャー
マーケット」を開催し、メインイベントである各県代表によるピッチコンテスト「九州・山口ベンチャーアワーズ」の審査及び表彰式を
行いました。
各県を代表する 18社の企業がプレゼンテーションを実施し､審査の結果､スタートアップ部門､ベンチャー部門それぞれに､大賞、優秀賞、
地域活性化賞の 3社ずつの受賞を決定しました。更に、スタートアップ部門大賞の Lilz( リルズ )( 株 ) については、2019 年 3月に東京で
開催される総務省 /NICT 主催の「起業家万博」への挑戦権 (NICT 賞 ) を獲得しました。

【受賞企業紹介】
≪ベンチャー部門≫

大賞

優秀賞

地域活性化賞

株式会社QPS研究所 (福岡県 )

株式会社Archis(山口県 )

株式会社サークル・ワン (大分県 )

≪スタートアップ部門≫

大賞

優秀賞

地域活性化賞

LiLz株式会社 (沖縄県 )

テラスマイル株式会社 (宮崎県 )

周南マリコム株式会社 (山口県 )
九州・山口ベンチャーアワーズ

表彰式
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代表取締役　野中　アンディ

福岡市中央区渡辺通5-14-12

設立年月日　：2017.4.1
資　本　金　：4,000 千円
常用従業員数：2名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携・その他

（聴講希望パートナー）
サービス業、輸出業、教育、
製造業(医薬品、食品 )

プレゼンでコミュニケーション能力が
飛躍的に伸びる理由

株式会社コムスキル

代表取締役　皆川　博伸

福岡県糟屋郡志免町別府西
2-24－2

設立年月日　：2017.1
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：0名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
医療機関、損保会社、鉄道業、
小売業

カスタマーハラスメントに特化した
リスクコンサルタント

株式会社STU

代表取締役　岸上　郁子
     
福岡市博多区吉塚本町9-15

設立年月日　：2005.3.29
資　本　金　：47,295 千円
常用従業員数：1名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
CVC、印刷関連、デザイン会社、
オープンイノベーション事業に
取り組んでいる企業

スマホアプリで読み取る
スクリーンコード・クラウド事業

株式会社アポロジャパン

代表取締役　小幡　小百合

宮崎県宮崎市新別府町前浜
1401-30

設立年月日　：2002.5.1
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：7名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
VC､金融機関､商社､ゼネコン

屋外タイプ　AI 搭載
“移動式ネットワークカメラ”事業

株式会社アシストユウ

“MICS-AI”は、全国・世界に向け提供できる安全・

安心・防犯・テロ対策・更に観光など可。設置

工事なし・メンテナンスフリーで設置後３分で

映像配信できる、オールインワン　アウトドア

タイプで更に人工知能搭載できる、移動式ネッ

トワークカメラです。

見えないコード「スクリーンコード」のセキュ

リティ分野での展開と QR コードに変わる第三

世代コードとして福岡から発信していきたいと

考えています。恐竜から鳥へと進化を遂げたよ

うに、ニーズにあった変化をし続けるアポロ

ジャパンです。

スティーブ・ジョブズよりも上手いプレゼン

テーションがあなたにもできます。同時にコ

ミュニケーション能力が飛躍的に向上します。

日常的にプレゼンをしない人でも必須の能力の

一部を実際に体験してみてください！博士号の

実力をお見せします。

接客サービス業において“必ず”発生する利用

客からの迷惑・暴力行為。弊社では全国でも類

をみない“FBI も採用する護身術の理論研修”

を核に、予防対策・マニュアル作成などトータ

ル提案でスタッフが安心して働ける職場環境造

り、離職防止に貢献します。

 

11 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要



代表取締役　濵﨑 トキ
     
北九州市小倉北区浅野3-8-1

設立年月日　：2018.11.2(予定)
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・その他

（聴講希望パートナー）
メーカー、独立系VC、商社

3Dプリンターによる
DCM(Design Concurrent Manufacturing)サービス

ブーリアン株式会社
(設立予定 )

会社の概要
事 業 名

事業の概要・企業 PR
商品・サービス等時 間
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15：40

15：40

～

16：00

＊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。

16：20

～

16：50

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

16：00

～

16：20

FVM今後の開催予定

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。

◆ 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 ◆

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（092-710-5800）では常時、参加相談等をお受けしています。

日　　程 申込締切

受付終了

お問合せ下さい

11月30日(金)

代表取締役　柳　基憲

福岡市中央区大名 2-6-11

設立年月日　：2018.1.22
資　本　金　：100 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
海外進出を希望する中小企業、
インバウンド関連企業、行政

越境 EC 及びインバウンドビジネス
支援事業

Global Connect Fukuoka
株式会社

代表取締役　葛谷　美里

福岡県福津市宮司浜 4-2-15

設立年月日　：2018.11( 予定 )
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
コールセンター､医療機関､小売業
(食品、アパレル、携帯T電話)､
女性従業員を多く抱えている企業､
金融機関、VC

心身両面へのアプローチで、社員の
やる気と元気を引き出す「健康企業」研修

株式会社Natural-Growth
(設立予定)

 

当社は世界と福岡の架け橋となり、グローバル

人材を活用した新ソーシャルメディアプラット

フォームを構築することを使命としています。

現在 20 カ国 50 名以上の外国人留学生コミュニ

ティを運営しており 、その外国人人材と業務提

携先の中国 IT 大手が提供する「TikTok」や

「BuzzVideo」などの新ソーシャルメディアを活

用し、企業や地域の海外ビジネスを支援します。

3D ソリューションを中心とした、今までより革

新的な製品開発・製造プロセスを提供致します。

デザイン・設計・試作・製造のワンストップ提

供により、迅速化、低価格化が実現し、ものづ

くりを更にクリエイティヴな次元へと飛躍させ

ます。

人材不足時代の生産性向上～心身の健康で、働

くを楽しむ人材を増やそう！今いる人材に生産

性高く働いてもらい、採用難から解放されませ

んか？講義＋ボディワーク研修で、それを実現

します。「健康経営」観点から数値の変化を見て

いくのも特徴です！

2018年12月19日(水)

2019年01月23日(水)

2019年02月20日(水)

開催日時：2018 年 11 月 21 日（水）　　会場：福岡ビル　9 階　１ホール
                                    　　　　　　　　　　　（福岡市中央区天神 1-11-17）

 



【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：092-710-5800　　　ＦＡＸ：092-710-5809

E-mail ： ven@fvm-support.com

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

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル8F
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ＦＶＭセミナーのご案内

◆ 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/

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
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
なるビジネスパートナーを獲得することが重要です。
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：2019年1月7日(月)　15:00～16:30

・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

・受講料：無料

ビジネスプラン策定ワークショップ

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
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
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
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12月6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

・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。

【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。

FVM マンスリーアワード (2018.9) 決定 !

2018 年 9 月 26 日に開催された第 226 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 OKEIOS

事業名 : 健康サポートを促進する、トークンエコノミーの可能性

審査員・来場者の声 :

「事業可能性が高く、今後の成長が期待される」

「トークンエコノミーは地域活性、地方創生に活用できる。」

※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。

( 株 )OKEIOS

山口洋子 氏


