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第 249 回フクオカベンチャーマーケット開催【動画配信】

n

Fu

≪九州・山口ベンチャーマーケット特集≫
毎月アクロス福岡で開催しております標記イベントにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、動画配信にて開催します。
今回は、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が登壇するイベント「九州・山口ベンチャーマーケット」に
過去登壇した企業の中から 3 社が登壇する『九州・山口ベンチャーマーケット特集』として実施します。登壇企業のビジネスプランや九州・
山口ベンチャーマーケット (KVM) に関心のある方はぜひお申込みください！

開催日時
参加費

2020 年 9 月 23 日 ( 水 )13:30 〜 15:10
無料

【お申し込みはインターネットで】

・以下の URL から Zoom の事前登録をお願いいたします。
https://zoom.us/webinar/register/WN̲XDEl2BQ4T3uF̲7qnAawkbg
・ご登録後、参加リンク付きの確認メールが届きます。
・開催前日までに事業計画書をご登録のメールアドレス宛に送信します。

〈お申込み〉

【開始時間にアクセス】

〈動画配信当日〉

・13 時 00 分よりログイン可能です。
・登壇企業への質問は動画配信中に受け付けます。
・企業との商談を希望される方はアンケートに入力してください。
・動画配信は途中からでも視聴可能です。
・プレゼン終了後、20 分の商談時間を設けます。
希望される方は、企業別の Zoom に移動し、商談していただけます。

【動画配信終了後】

〈動画配信後〉

・当日回答できなかった質問については企業から直接回答いたします。

※利用されているセキュリティ対策ソフトウェア、ネットワーク機器によるフィルタリング機能やその他設定
条件等により、視聴いただけない場合がございます。
※フクオカベンチャーマーケットは中小・ベンチャー企業とビジネスパートナーのビジネスマッチングを目的
としております。そのため、今後の企業からの情報提供のために動画を視聴いただいた方の簡易情報を登壇
企業へ提供させていただきます。事前にご了承・ご理解いただきますよう、お願いいたします。

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≪動画配信≫

プレゼンテーションセミナー≪動画配信≫
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

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

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

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

日

時：2020年11月9日(月)

講

師：ナレッジネットワーク株式会社
代表取締役 森戸 裕一

日 時：2020年9月24日(木)〜9月30日(水)(基礎編・オンデマンド)
・日 時2020年10月1日(木)10:00〜12:00(実践編)

ポートします。

15:00〜16:30

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。

ポートします。

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】
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。
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KVM 特集

時 間

開催日時：2020 年 9 月 23 日（水）13:30 ～ 【動画配信により開催】

事 業 名

会社の概要

13:30
～
13:40

事務局説明
LiLz 株式会社
代表取締役

大西

設備保全を省力化する
IoT/ 機械学習プラットフォーム事業

敬吾

沖縄県宜野湾市我如古 2-3-7 2F

13:40
～
14:05

商品・サービス等

事業の概要

設立年月日
資 本 金

点検現場を、ラクにする。LiLz Gauge は、3 年

：2017.7.28
：12,400 千円

連続動作可能な超低消費電力 IoT カメラと機械

( 準備金含む )

常用従業員数：3 名
（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

学習により計器の目視点検業務を省力化しま
す。with コロナ時代において、業務リモート
化ニーズは高まっており、電源がない現場にも
導入可能です。

（聴講希望パートナー）
VC、銀行

KVM アワード 2018
大賞・NICT 賞受賞

通潤酒造株式会社
代表取締役

酒蔵がカフェに進化し
新しい顧客層を取り込む

山下 泰雄

熊本県上益城郡山都町浜町 54

14:05
～
14:30

熊本地震から全く新しい姿でよみがえった 230

設立年月日 ：1944.10.10
資 本 金 ：12,000 千円
常用従業員数：14 名

年の伝統ある酒蔵が、お客様の声を受け更に進
化。酒蔵でスイーツ、仰天の発想の転換でコロ

（プレゼン目的）
販路拡大

ナ禍の今、全く違った顧客層を取り込む新機軸
で観光の新しい未来に挑戦しています。

（聴講希望パートナー）
観光関連
寛政蔵（えんがわ席）

KVM アワード 2019
地域活性化賞受賞

株式会社
スディックスバイオテック
代表取締役

「20 分」で結果がわかる
ウイルス PCR 検査事業

隅田 泰生

鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-40

14:30
～
14:55

設立年月日 ：2006.9.21
資 本 金 ：48,750 千円
常用従業員数：6 名
（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

当社のウイルス検査システムは、「誰でも」
「す
ぐに」ウイルス PCR 検査を「唾液検体」で実施
できます。当社の特許技術の前処理キットで、
ウイルス遺伝子の精製がわずか３分。当社販売

（聴講希望パートナー）
医療商社

予定の PCR 測定機で PCR 測定も 15 分で完了し
ます。

KVM アワード 2019
優秀賞受賞

14:55
～
15:15

商

談

＊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。

【お問合せ・お申込み】
祗

園

駅

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

博多
区役所

福岡交通
センタービル
ホテル日航
福岡

福岡センタービル
西日本
シティ銀行本店

福岡商工会議所ビル8F

博多口

福岡市博多区博多駅前2-9-28

地
下
鉄

福岡商工会議所ビル
博多警察署

U R L : http://www.fvm-support.com
〒812-0011

大博多ビル

博多
郵便局

博多駅

E-mail ： ven@fvm-support.com

祇園町バス停

