
2019 年 12 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12月19日(木)　13：30～16：30 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２４１回　フクオカベンチャーマーケット開催
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TOPICS

福岡県ベンチャービジネス協議会より
福岡県商工部新事業支援課より

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

●福岡県中小企業技術・経営力評価制度

【評価制度とは？】
福岡県中小企業技術・経営力評価制度は､決算書では把握が難しい自社の事業の実態について､
専門家が現地ヒアリングを行い､１０の項目から分析した評価書を発行するものです。評価書
により､自社の “強み” と “弱み” を正しく理解することで、問題点課題解決や経営戦略の策定､
金融機関への融資相談、経営方針の作成にご活用いただけます。自社の現状を確認したい方、既存事業の見直しや、新規事業へのチャレンジについてお悩みの方におすすめです。

【提出先】
公式HPからダウンロードした提案書をご記入し、メールにて下記アドレスまで送付して下さい。
foip2019@tohmatsu.co.jp（有限責任監査法人トーマツ　福岡事務所　岩瀬）
【お問合せ先】
FOIP運営事務局　岩瀬     Tel：092-751-1129     Mail：foip2019@tohmatsu.co.jp
【主催】
福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会
※当事業は有限責任監査法人トーマツが福岡県ベンチャービジネス支援協議会から受託し、実施しています。

【評価制度とは？】
福岡県中小企業技術・経営力評価制度は､決算書では把握が難しい自社の事業の実態について､専門家が
現地ヒアリングを行い､１０の項目から分析した評価書を発行するものです。評価書により､自社の“強み”
と “弱み” を正しく理解することで、問題点課題解決や経営戦略の策定､金融機関への融資相談、経営
方針の作成にご活用いただけます。自社の現状を確認したい方、既存事業の見直しや、新規事業へのチャ
レンジについてお悩みの方におすすめです。
【選べる２つのコース】
まずは福岡県ベンチャービジネス支援協議会にお問い合わせください。詳しくご説明いたします。
利用対象：福岡県内に本社登記を行っている中小企業者

【お問合せ先】
福岡県ベンチャービジネス支援協議会　福岡県中小企業技術・経営力評価制度　事務局
TEL　092-710-5991　FAX　092-710-5809

標準型 シンプル型

申込条件 経営革新計画承認企業、その他

利用負担金（消費税込）

発行期間

経営革新計画承認企業、その他
(金融機関による推薦が必要 )

73,000円 37,000円

申込から約3カ月 申込から約1カ月半

●新たな取り組みにチャレンジする中小企業の皆様へ！

　経営革新計画を作成しませんか？
【経営革新計画とは？】
中小企業が「新事業活動」に取り組み、経営目標を設定し、その「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。「新事業活動」について
計画を作成することにより、取り組み目標や重点課題などが明らかにし、進捗状況を確認することで、機能的に事業を行うことができます。
【承認を受けるとどうなる？】
計画を作成し福岡県の承認を受けると、その計画実行の支援策として、信用保証、融資、その他福岡県が実施する様々支援瀬策を利用する
ことができます。（各支援実施機関の審査は別途必要です。）

詳しくはお近くの商工会、商工会議所、県内中小企業振興事務所までご相談ください！

地域

福岡地域

北九州地域

筑後地域

筑豊地域

名称

福岡中小企業振興事務所

北九州中小企業振興事務所

久留米中小企業振興事務所

飯塚中小企業振興事務所

電話
メールアドレス
092-622-1040

fukuoka-sm@pref.fukuoka.lg.jp
093-512-1540

kitakyu-sm@pref.fukuoka.lg.jp
0942-33-7228

kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp
0948-22-3561

iizuka-sm@pref.fukuoka.lg.jp

所在地

福岡市博多区吉塚本町 9-15
福岡県中小企業振興センタービル１階
北九州市小倉北区古船場町 1番 35 号
北九州市立商工貿易会館 6階
久留米市城南町 15-5
久留米商工会館３階
飯塚市吉原町 6-12
飯塚商工会議所ビル４階



軽貨物マッチングシステム「サポロジ」で
実現する業界革新と事業拡大

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間
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「配送ドライバ―が豊かになれば、荷主も受取

人も幸せになる」を信条に、新たな配送手段を

構築中。歯止めの効かない業界の人材不足と、

社会問題化している請負ドライバ―の労働環境

悪化の改善を実現するため、地元九州で旗挙げ

した事業構想をぜひお聞き下さい。

自然の力を活用する技術でグリストラップの悩

みを解消する事業です。特に省力化やコスト削

減に大幅に貢献でき、かつ自然を守る取組みに

繋がります。単なる汚水処理ではなく、すべて

を資源化にし、「自然で生まれたものを自然に

帰す」技術を展開しております。

Sphere( スフィア )。家は 24 時間で創る。環境

破壊により自然災害の甚大化が発生し、また施

工人員の減少や首都圏の土地の高騰により家の

ローンの重圧が社会問題となっています。3D

プリンターで球体型の家とインダストリーキャ

ピタル（特定産業首都）構想で世界最先端の家

を街ごと創ります。

 

12 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　中村 理

福岡市中央区高砂 1-24-20

設立年月日　：2005.8.17
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：6名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、インフラ系企業、
飲食関連、メーカー

お客様端末での注文・決済で
飲食店の働き方改革を実現

株式会社 AliveCast

これまで困難と思われていた飲食業界の働き方

改革に大きく貢献します。お客様のスマート

フォンでの注文・決済を実用化することにより

飲食店のホール業務を大幅削減。また各スタッ

フの調理や配膳の業務量もデータ化されるので

適切な人材評価に役立ちます。

代表取締役　中島　麻衣子
     
福岡市博多区博多駅東 2-5-19
設立年月日　：2019.1.11
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：3名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
物流会社、製造卸売業、銀行系
キャピタル

株式会社ロジカム

代表取締役　横尾　睦

福岡市博多区諸岡 3-9-9　1F
設立年月日　：2018.3.14
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：3名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
飲食店､ホテル･旅館､食品製造業

宝成産業株式会社 クリアキーパー工法
(グリストラップ清掃の簡略化)の販売事業

代表取締役　三澤　邦浩

東京都中央区入船 2-10-7

設立年月日　：2006.6.8
資　本　金　：100,000 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
VC

Misawa 株式会社 3D プリンターと複合素材で創る
世界最先端の球体の家と街

①飲食店内のテーブル席にQRコードを張り付ける

②お客様のスマートフォンのExOrderアプリで写すと料理メニューが表示

　される

③注文をすると同時にクレジット決済処理を行う

④注文情報は、厨房等に設置されたタブレット端末へ表示される

⑤調理完了するとホールスタッフが携帯するスマートフォン端末へ配膳指示

　が送信される

⑥配膳完了時に同端末を操作することで配膳完了までのデータが保存される

 



 

＊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

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。

◆ 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

受付終了

受付終了

2020年01月16日(木)

2020年02月19日(水)

2020年03月18日(水)

開催日時：2019 年 12 月 19 日（木）　　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）

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

15：20

～

15：40

15：40

～

16：00

16：00

～

16：30

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

地域課題をビジネスにつなげる FARMFES の

「LET’S GO 事業」。企業版ふるさと納税を利用

した弊社のプラットフォームを活用して御社の

経営資源を生かした地方創生事業を一緒に行い

ませんか？また九州第 1 号案件の豪雨被害復興

と棚田維持プロジェクトの寄付企業も募集中で

す。

見守り装置では一番使い易い！との評判の声に

納得します。特許でもある「ベッドの自動認識」

は、介護現場の仕事の効率化に大きく貢献して

ます。

代表取締役　小平　勘太
     
鹿児島県鹿児島市下荒田 4-48-9

設立年月日　：2015.10.13
資　本　金　：112,800 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
生保・損保系キャピタル、
エネルギー関連企業､建設会社

株式会社ファームフェス 企業版ふるさと納税制度を使った
地域課題解決ビジネス「LET’S GO」

代表取締役　田中 政史

佐賀県佐賀市鍋島 3-2-19-2

設立年月日　：2000.8.14
資　本　金　：10,000千円
常用従業員数：12 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
医療機関

株式会社アイティーインペル 転倒・転落・徘徊防止人感センサー
「見守りあんしんくん」



【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：2020年1月31日(金)　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：2020年1月9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 (2019.10) 決定 !

2019 年 10 月 23 日に開催された第 239 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 : 有限会社アジャスト

事業名 : 高齢者の自立支援と介護者の負担軽減に役立つ 入れ歯磨きブラシ

審査員・来場者の声 :

「一定のマーケットも存在し、成長性も見込める社会的意義のあるプロダクト。」

「時代やニーズに合っている。」

※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。

( 有 ) アジャスト

代表取締役　福留 博文 氏


