
エネルギー・バイオ企業が集積する久留米発のベンチャー企業のビジネス展開を促進するため、フクオカベン
チャーマーケット『エネルギー・バイオ特集 × 久留米市』を開催します。
当日はベンチャー企業 4 社によるプレゼンに加え、( 株 ) ヘリオス代表執行役社長 CEO 鍵本忠尚氏による基調講
演を行います。
個別セッションではベンチャー企業 4 社への質問や商談も可能です。関心のある方はぜひお申込みください！
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TOPICS

福岡県ベンチャービジネス協議会より
福岡県ベンチャービジネス協議会より

● 創業応援セミナー＠オンラインを開催します！

創業＋応援くらぶ FUKUOKA より

2021年3月24日(水) 13:30～16:35開催日時

参 加 費 無料

≪13:30～13:50≫

○事務局説明・久留米市ベンチャー支援施策説明

≪13:50～14:35≫

○基調講演

≪14:35～16:15≫

○ベンチャー企業プレゼン

　　【エネルギー・バイオ特集】

≪16:15～16:35≫

○個別セッション(質問・商談)

タイムテーブル

≪参加申込URL≫　https://zoom.us/webinar/register/WN_5UTgR1QiSgOT0yqSeKYczw

≪参加申込URL≫　※事前申込制のため、QR コードを読み込み、ホームページからお申込みください。
≪参加申込URL≫　    ご登録後、参加リンク付きの確認メールが届きます。
≪参加申込URL≫　    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。

「福岡から世界へ。産学連携が開く、日本の産業」

株式会社ヘリオス
代表執行役社長CEO 鍵本 忠尚 氏

【略歴】

九州大学病院にて眼科医として勤務の後2005年、1社目の大学

発バイオベンチャーを起業。2011年2月、再生医療の実用化を目

指し当社設立。2012年2月、当社代表に就任。2015年6月、東

証マザーズ上場。難治性疾患に苦しむ患者さんへ治癒と希望を

届ける、という初心の実現に向け、再生・細胞医薬品という新た

な産業創生に取り組む。

基 調 講 演

「創業＋応援くらぶFUKUOKA」は、創業間もない小規模事業者等向けのセミナーをオンラインで開催します。創業間もない事
業者の多くが創業時に経験する、失敗談や成功事例、この1年のコロナ禍を乗り越えられたヒントについて、当くらぶ役員で
ある先輩経営者の皆さんに語っていただきます。会員以外も大歓迎！皆様のご参加をお待ちしております。

【日時・内容】　●令和3年3月 2日 (火 )18:00-19:00
【日時・内容】　　①講演会 :(株 )ビスネット 代表取締役 久留 百合子 氏『コロナに負けるな！継続は力なり』　②質疑応答・交流会
【日時・内容】　●令和3年3月10日 (水 )18:00-19:00
【日時・内容】　　①講演会 :(株 )アピカル 代表取締役 濱元 篤子 氏『起業、そして人を雇うということ』　②質疑応答・交流会
【日時・内容】　●令和3年3月17日 (水 )18:00-19:00
【日時・内容】　　①講演会 :(株 )ハナブサ 代表取締役社長 衛藤 憲太郎 氏『お客様の真の声を取りいれる組織になるまで』　
【日時・内容】　　②質疑応答・交流会
【参加費用】　無料
【申込方法】　開催日前日までにQRコードからお申込みください。　
　　　　　　https://www.clubfukuoka.jp/form?form_id=5572
　　　　　　※創業+応援くらぶFUKUOKAの会員でない方のご参加も大歓迎です！
 【お問合せ】　創業＋応援くらぶFUKUOKA 事務局 (福岡県商工部新事業支援課 )TEL：092-643-3591 　E-mail：info@clubfukuoka.jp



3 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

時 間

 

事務局説明13:30
～
13:35

会社の概要
事業の概要

事 業 名
商品・サービス等

独自のナノ化・マイクロ化技術を用いた
医薬品・食品の開発

代表取締役　松原　正東

福岡市博多区下川端町2-1

設立年月日　：2007.2.8
資　本　金　：11,410 千円
常用従業員数：14 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
製薬会社、食品メーカー、VC

株式会社 SENTAN Pharma

当社は、独自のナノ・マイクロ粒子製剤化のプ

ラットフォーム技術を持つ創薬ベンチャーで

す。化合物の DDS、徐放機能付与や機能性成分

の可溶化が、従来より低コストで実現可能です。

貴社製品のポテンシャル向上、付加価値向上に

当社の技術を活用下さい。

15:00

～

15:25

久留米市ベンチャー支援施策説明13:35
～
13:50

基調講演13:50
～
14:35

植物生育に必要な「その場診断」技術
およびソリューション提供

代表取締役　宮崎　真佐也

福岡市中央区西中洲 6−27

設立年月日　：2020.11.10
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：4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）
植物工場､農業法人､金融機関

株式会社 HaKaL

農家の皆様に朗報。土壌成分、病気の診断を誰

でも簡単にその場で実施できる試薬・装置・ア

プリを一体にした診断キットを提供します。数

値に基づく迅速かつ精緻な施肥管理、迅速かつ

効果的な病害虫防止が可能になり、安定的な農

業経営の一助となります。

15:25

～

15:50

エネルギー・バイオ特集

×久留米市

AIで再エネ普及を支援する
クラウド発電所事業

代表取締役　南坊　博司

福岡県久留米市百年公園 1-1

設立年月日　：2020.6.8
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：1 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）
再エネ電力関連企業､金融機関

株式会社アワーバンク

2030 年 26％の CO2 削減、2050 年 CO2 実質ゼロ、

今後本格的に発生する卒 FIT 電源、地方自治体

で始まるリソースアグリゲーターなどに対応す

る AI システム。当社は AI システムで持続可能

社会構築に貢献します。

14:35

～

15:00

エネルギー・バイオ特集
×

久留米市

エネルギー・バイオ特集
×

久留米市

エネルギー・バイオ特集
×

久留米市



開催日時：2021 年 3 月 24 日（水）13:30 ～　【動画配信により開催】

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

15:50

～

16:15

バイオジェット燃料

及びバイオプラスティック製造事業

代表取締役　泉　可也

福岡県大野城市川久保1-3-22

設立年月日　：2006.6.30
資　本　金　：75,000 千円
常用従業員数：10 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
自治体、石油化学会社

株式会社Biomaterial in Tokyo

脱炭素に向けた日本国の取りくみの中で航空燃

料のバイオ化は急務です。バイオエタノールか

らジェット燃料を作る技術は大量のバイオ

ジェット燃料を安価に提供できるため、世界的

に進んでいます。日本では弊社と ( 独 )NEDO が

共同で実証事業に取り組んでおります。共同で

実証事業に取り組んでおります。

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

2021年04月21日(水)

2021年05月19日(水)

2021年06月23日(水)

申込締切

受付終了

お問い合わせ下さい

3月31日(水)

＊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。

個別セッション ( 質問・商談等 )
16:15
～

16:35

エネルギー・バイオ特集
×

久留米市



【お問合せ・お申込み】
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ＦＶＭセミナーのご案内

プレゼンテーションセミナー≪動画配信≫

日　時：2021年3月8日(月)　15:00～16:30

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

受講料：無料

ビジネスプラン策定ワークショップ≪動画配信≫

日　時：2021年4月8日(木)10:00～11:30(実践編)
　　　　※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。

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。

　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。

　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。

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 

FVM マンスリーアワード (2021.1) 決定 !

企業名 : KiQ Robotics 株式会社

事業名 : 産業用ロボットハンドおよびアプリケーション事業

審査員の声 :

「汎用性の高いロボットハンドによって自動化が促進されづらかった領域へもロボットを導入できるという点 が、労働人口が減少

していく中で必要であると感じた。」

※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。

2021 年 1 月 20 日に開催された第 253 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。

◆ 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/


