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フクオカベンチャーマーケット≪ニューノーマル特集≫を開催します！

n

ウィズコロナ時代のニーズを捉えた商品・サービスの開発・提供など「新たな日常」に対応した県内ベンチャー企業のビジネス展開を促進す
るため、福岡ベンチャーマーケット『ニューノーマル特集』を開催します。
※詳細はチラシをご参照ください。

開催日時

2020年10月26日(月) 15:30～17:30

会

場

fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka"(福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡1F)

定

員

50名(同時にオンライン配信を実施します)

タイムテーブル
≪15:30～15:40≫
○開会
≪15:40～16:10≫
○基調講演
(株)ボナック代表取締役社長 林 宏剛氏
≪16:10～17:30≫
○ベンチャー企業プレゼンテーション
≪参加申込URL≫ https://www.fvm-newnormal.jp/
≪参加申込URL≫ ※事前申込制のため、QR コードを読み込み、ホームページから
≪参加申込URL≫ お申込みください。
≪申込期限≫

10月22日(木)

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 2020

九州・山口の各県及び経済団体で構成するベンチャー支援組織「九州・山口ベンチャーマーケッ
ト実行委員会」が、各 9 県イチオシベンチャーを集めたピッチイベント、
『九州・山口ベンチャー
マーケット 2020』を 11 月 4 日に開催します。
今年はコロナウイルス感染症対策のため、リアル＋オンラインイベントとして行います。

KYUSHU YAMAGUCHI

VENTURE

2020

MARKET

九州・山口
ベンチャーマーケット 2020

定員

要申込
500名

11.4 WED

2020.

【KVM2020 の見どころ】
１．九州・山口全 9 県イチオシのベンチャー企業 18 社によるピッチ
２．創業 10 年以上、世界で戦う「第二創業部門」の設立
３．ForbesJAPAN「SMALL GIATS AWARD」全国大会への挑戦権
４．登壇ベンチャーの資金調達達成に向けた支援

オンライン
開催！

参加費
無料

［会場］JR九州ホール（ JR 博多シティ 9F）

13:00 20:00

［開催時間］

［主催］九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会

※詳細は HP(https://kyushu-yamaguchi-vm.jp/) でご確認ください。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県
（一社）
九州経済連合会、
九州商工会議所連合会、
九州経済同友会、
九州経営者協会、
（一社）
九州ニュービジネス協議会、
福岡証券取引所、
（独）
中小企業基盤整備機構九州本部

基調講演

00：00〜00：00

○○○○○○○○○○○○○○○○○による基調講演

要確認

大賞

○○○○○○○

○○○○○○○ ○○○○

第3回

大賞

大賞

○○○○○○○ ○○○○

詳細は公式WEBサイトへ

00：00〜00：00

2020年11月4日(水)13:00～19:00
表彰式

第2回

○○○○○○○

九州・山口ベンチャーアワーズ （KVアワーズ）
各県の代表企業によるビジネスプラン発表会。
「スタートアップ部門」と
「ベンチャー部門」
、
それぞれ9社が登壇。
※登壇企業名は裏面へ

開催日時
第1回

●九州・山口から世界へ！スタートアップと第二創業ベンチャー向けイベント
●『九州・山口ベンチャーマーケット 2020』が今年はリアル＋オンラインで開催！

00：00〜00：00

○○○○○○○

○○○○○○○ ○○○○

九州・山口ベンチャーアワーズの表彰式を行います。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

会

場

定

員

200名(同時にオンライン配信を実施)

内

容

（１）開会(13:00～13:10)
（２）基調講演((株)ボーダレス・ジャパン代表取締役社長 田口 一成氏)(13:10～13:55)
（３）ピッチコンテスト(14:00～17:30)
（４）登壇企業との質問タイム(17:40～18:30)
（５）表彰式(18:30～19:00)

KVM 九州

JR九州ホール (福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ9F)
検索

https://kyushu-yamaguchi-vm.jp

Fu

FVM マンスリーアワード (2020.08) 決定 !
2020 年 8 月 26 日に開催された第 248 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 : 株式会社ベンナーズ
事業名 : うみのうち事業〜規格外魚と規格外野菜の加工品の D2C 事業
審査員の声 :
「コロナ禍で外食産業の落ち込みの影響を受けた食品生産者にもニーズが期待できる。」
「日本の水産業界を維持継続していく上で、有益な事業と感じられる。
」

※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。

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

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

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。

15:00〜16:30

日

時：2020年11月5日(木)10:00〜12:00(実践編)

講

師：ビジネスコーディネーター
神田橋 幸治

※基礎編はオンデマンド配信のため、いつでも受講可能です。

受講料：無料

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。

◆ 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/

【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
TEL:092-710-5800

ベンチャーサポートセンター

地
下
鉄

博多
区役所

福岡交通
センタービル
ホテル日航
福岡

西日本
シティ銀行本店

福岡商工会議所ビル8F

博多口

福岡センタービル

博多
郵便局

博多駅

博多警察署

U R L : http://www.fvm-support.com
福岡市博多区博多駅前2-9-28

大博多ビル

福岡商工会議所ビル

FAX:092-710-5809

E-mail ： ven@fvm-support.com
〒812-0011

祇園町バス停

