
〈新技術新商品等展示会〉

2019 年 6 月号

ＦＶＭ　  ｎｅｗｓＦＶＭ　  ｎｅｗｓ

開催場所：アクロス福岡6F　(福岡市中央区天神1-1-1)

開催日時：2019年6月19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２３５回　フクオカベンチャーマーケット開催
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福岡県ベンチャービジネス協議会より
九州 ・ 山口ベンチャーマーケット

● 【速報】「第 5 回九州・山口ベンチャーマーケット」の開催概要が決定！

九州・山口の各県と経済団体が連携し、各県イチオシのベンチャー企業と国内外の投資家やビジネスパートナーが集う
ビジネスマッチングイベント「九州・山口ベンチャーマーケット」について、第5回の開催概要が決定しましたので、
ご報告します！

【日　　時】令和元年10月7日 (月 ) 10：00～20：00
【会　　場】福岡国際会議場 ( 福岡市博多区石城町 2-1)
【内　　容】（１）新技術新商品等展示会
　　　　　　　・九州・山口各県のイチオシ企業によるブース展示 (各県7社ずつ )
　　　　　　　・過去の九州・山口ベンチャーアワーズ受賞企業の展示
　　　　　   （２）KTC大学合同説明会（新技術説明会、技術展示会）
　　　　　　　・九州・山口の大学が保有する新技術の中から、特に企業ニーズの高い選りすぐりのものについて、
　　　　　　　　新技術説明会及び技術展示を実施
　　　　　   （３）九州・山口ベンチャーアワーズ
　　　　　　　・各県イチオシ企業によるビジネスプラン発表会
　　　　　　　　(各県代表2社 (スタートアップ部門1社､ベンチャー部門1社 ))
　　　　   　（４）講演会
　　　　　　　・過去の九州・山口ベンチャーアワーズ受賞企業によるパネルディスカッション
　　　　   　（５）表彰式・大交流会
　　　　　　　・九州・山口ベンチャーアワーズの大賞等を表彰
　　　　　　　・各県の企業や経済団体やビジネスパートナー等による大交流会
【主　　催】九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会

〈講演会〉 〈表彰式〉〈九州・山口ベンチャーアワーズ〉

【昨年度の様子】
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代表取締役　平田　教光

北九州市小倉北区京町3-14-11
設立年月日　：1991.2.21
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・業務提携

（聴講希望パートナー）
シティホテル関連､インバウンド
に興味ある飲食店､観光地組合
関連

葛飾北斎デザインＩＣカードを活用した
訪日客向け観光周遊システムの提供

株式会社レセプター

代表取締役　安東　浩太郎

佐賀県藤津郡太良町大字浦戊587
設立年月日　：2018.12
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：2名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携
・FC 展開

（聴講希望パートナー）
百貨店、飲食業、農業関係

AI 等の技術を導入した
アスパラ栽培事業の FC 展開

A-noker 株式会社

代表取締役　久家　雅英
     
福岡市早良区百道浜2-1-22

設立年月日　：1989.8.1
資　本　金　：40,000 千円
常用従業員数：29 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
製造業者

 スマートカメラによる
外観検査システムの開発事業

株式会社横浜アートニクス

代表取締役　森川　春菜

福岡市中央区大名 2-6-11

設立年月日　：2018.3.7
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：10 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
AIを開発したいと考えている企業

AI 学習データ・AI 開発により
地域雇用を創出する開発事業

オングリット株式会社

大量の AI 教師データ作製を独自開発したソフ

トを使用することでアウトソーシングすること

ができ、地域雇用の創出を促します。専門の工

学博士が仕上げを行うことで、高品質なアノ

テーションを安価にご提供できます。私達とと

もに未来の課題を改善しませんか？

弊社では、工場で生産する製品や部品に対して

外観検査を行うための独自のスマートカメラを

開発しました。このスマートカメラを導入する

ことにより、従来大規模な装置で行っていた製

品検査を手のひらサイズのスマートカメラで実

現することが可能となります。

欧米人に特に人気ある葛飾北斎のオリジナル交

通系 IC カードをシリーズで制作し、それを活

用した、主に訪日外国人向け観光周遊サービス

です。取扱いをされるホテル様観光施設様店舗

様さらに交通機関様方にメリットがある取組み

です。でひご参画下さい。

新規就農しアスパラ栽培をはじめて７年目。生

産量拡大、安定供給に向け、アスパラ栽培に関

心を持つ新規就農者、転作希望者に対し、弊社

の栽培ノウハウ＋AI 生産予測栽培管理システム

＋収穫ロボットを組み合わせたアスパラ栽培事

業の FC ビジネスを提案します。

6 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

①学習データ作成受託 ②AI 開発受託

 外観検査ニーズ

傷や汚れの検査

異物の混入

寸法計測

特定マークの有無
や向きの検査

装置へのニーズ

高速処理

省スペース

高精度

低コスト

弊社が持つ強みを活か

し、既存のシステムで

は検査が難しいユーザー

にも積極的に提案を行

います

弊社が開発したスマート
カメラを利用したシステム

FPGAの（ハードウェア）搭載
により高速処理を実現

カメラと画像処理装置を一体化
させ、コンパクトな装値を実現

スマートカメラに搭載した端子
を使用し、顧客製造装置を直接
制御することが可能

弊社が提案
するシステム

システム構成 システムの特徴

撮像 + 画像処理



代表取締役　岡　清介
     
福岡県大川市道海島549

設立年月日　：2018.2.20
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

（聴講希望パートナー）
製菓会社､製薬会社､ハウスメーカー､
ファミリー層をターゲットにした企業

アクロバットパフォーマンス VIVO の
販路拡大

株式会社ハンドスタンド

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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＊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。
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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

受付終了

取締役社長　徳久　武洋

福岡県糸島市二丈松末 1184-1

設立年月日　：1999.7.16
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：5 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、医療院、介護医療院

国内初、異業種連携で実現する
寝たきりの方などへの温泉旅行サービス

有限会社羅漢

代表　川上　康宏

北九州市八幡西区下上津役
3-3-19-102

設立年月日　：2018.2.12
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）
IT 関連企業、物流業

従業員の活力向上のための
企業出張リラクゼーションサービス

エクティブ（個人事業）

 

寝たきりや重度の障害を持つ要介護者さまへ、

医療行為を行いながら搬送が出来る民間救急ら

かんが、バリアフリーの温泉宿泊地の嬉野へ温

泉旅行にお連れする事を実現出来ます。「寝た

きりの方の為のユニバーサルツーリズム」で楽

しい想い出を創りましょう。

男子新体操をベースにイベント活動を行うアク

ロバットパフォーマンスチーム VIVO( ビーボ )

のイベント出演紹介、スポンサー様を募集しま

す。他に類を見ないパフォーマンスで観覧数は

2 万人を突破しました。我々競技者のセカンド

キャリアが皆様の会社 PR となります。

医療系国家資格者による施術で安心安全！「企

業出張リラクゼーション」は、➀もみほぐし②

足ツボ③パーソナルストレッチの 3 種類からそ

の都度施術内容をお選び頂けます。更に、整骨

院と連携し社員様の健康を幅広くサポートしま

す！女性の施術者も活躍中！

2019年7月24日(水)

2019年8月22日(木)

2019年9月25日(水)

開催日時：2019 年 6 月 19 日（水）　　会場：アクロス福岡 6 階 608 会議室
                                    　　　　　　　　　　　（福岡市中央区天神 1-1-1）



【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7月11日(木)　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：2019年7月4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 (2019.4) 決定 !

2019 年 4 月 24 日に開催された第 233 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 : inaho 株式会社

事業名 : 農業界初の RaaS モデルでの 自動収穫ロボットサービス

審査員・来場者の声 :

「就農人口の減少、高齢化が進む農業において農作業の省力化に資する本サービスは成長性がある。」

「農家のニーズに非常にマッチしたビジネスモデルで、今後の成長が楽しみ。」

※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。

inaho( 株 )

代表取締役　菱木 豊 氏


