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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福岡県ベンチャービジネス支援協議会より

第 267 回フクオカベンチャーマーケット開催【動画配信】

福岡県ベンチャービジネス支援協議会では、中小ベンチャー企業とビジネスパートナーのマッチングの場として、
フクオカベンチャーマーケットを毎月開催しています。
動画配信にて開催させていただき、当日は登壇企業への質問や商談も可能です。
登壇企業のビジネスプランに関心のある方はぜひお申込みください！

2022 年 3月 23 日 ( 水 )13:30 ～ 16:00

無料

開催日時

参加費

【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/WN_9Jr4J3nHQ62-ned6hvm8lQ
・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。

【開始時間にアクセス】
・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分間、個別セッションの時間を設けます。
　希望される方は、企業別の Zoomに移動し、質問や商談をしていただけます。

【動画配信終了後】
・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。

〈動画配信後〉

〈動画配信当日〉

〈お申込み〉

※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。

●福岡県アクセラレーションプログラムの集大成「ISSIN THE FINAL 2021-2022」を開催！

   〜 「スタートアップ企業」と「第二創業ベンチャー・アトツギ（家業後継者）」を対象としたリソース投下型
      アクセラレーションプログラム「ISSIN」のファイナルイベントを開催します 〜

事業ピッチや簡易ブース出展を経て事業連携や資金調達などのビジネスマッチングを促進
する「ISSIN THE FINAL 2021-2022」を開催いたします。登壇企業は福岡県アクセラレーショ
ンプログラム「ISSIN」で採択された15社で構成され、約8ヶ月間の伴走支援の集大成を
報告いたします。
福岡県のスタートアップ、アトツギベンチャー最前線のピッチにご期待ください。

【日　 　時】　2022年3月18日 (金 )15:00～19:00
【会　 　場】　fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka"
【会　 　場】　(福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡 1F)
【参加方法】　オンライン　
【参加費用】　無料
 【お申込み ・お問合せ】　 福岡県ベンチャービジネス支援協議会(福岡県商工部新事業支援課)
 【お申込み ・お問合せ】　 https://issin-fukuoka.com/final21-22　TEL：092-643-3591 

【3 月 18 日 ( 金 ) イベント開催】

イッシン



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

九州IPO挑戦隊特集

キャンピング EV、スマートシティの
パーソナルモビリティ製造・販売

代表取締役　山本　朋宏

山口県岩国市南岩国町5-13-10-102

設立年月日　：2014.5.1
資　本　金　：150,000 千円
常用従業員数：7 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
金融機関

株式会社ツバメ・イータイム

世界中に良い時間を提供する企業。EVとスマー

トシティ事業に取り組み、ユーザーに今までに

なかった時間を提供。国内のモーターショー及

び東南アジアでの電動バイク販売実績を活か

し、ワクワクする未来を創造していく。2020

年から国内におけるスマートシティ事業に着

手。拡張性を持った EV キャンピングカーは

2023 年のモーターショーに出品予定。

14:00

～

14:25

顔認証等を利用した
入退室管理システム開発等の新規事業

代表取締役　桑村　英利

鹿児島県鹿児島市東千石町 14-10

設立年月日　：2005.4.20
資　本　金　：20,000 千円
常用従業員数：81 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
SIer

株式会社 WISH システム
コンサルティング

当社は主に業務系システムの開発を実施してお

り、BPO 事業や新規事業を遂行し、さらなる事

業拡大を図っています。今回、新規事業として、

顔認証、または、RFID のタグを利用した入退

室管理システムや在庫管理システムを構築しま

す。

14:25

～

14:50

 

代表取締役　福岡　広大

北九州市小倉北区魚町 1-1-9

設立年月日　：2014.12.1
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：22 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
地方自治体、IT ベンダー

行政業務におけるデジタル化・DX支援
寶結株式会社

寶結株式会社は、本社を北九州市に構え、情報

システム開発や人材派遣事業等を展開しており

ます。人材派遣によりお客様の業務に携わり、

ニーズとお悩みを十分に共有した上で業務フ

ローの整理と DX の推進を行う、業務改善事業

(Business Operating Provider) を行っており

ます。

13:35

～

14:00

  

自動登録される

 

自動登録される

 

九州IPO挑戦隊特集

九州IPO挑戦隊特集

九州IPO挑戦隊特集



開催日時：2022 年 3 月 23 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

15:15

～

15:40

＊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。

企業の営業 DX を成功に導く支援サービス

パッケージ「CRM サポートセンター」

14:50

～

15:15

ゴルフリゾートの自社 Web 集客支援事業

代表取締役　平野　雄大

東京都豊島区南大塚3-42-13

設立年月日　：2014.4.18
資　本　金　：36,000 千円
常用従業員数：8 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、金融機関

株式会社ティータイム

Web を活用した集客支援という自分たちの強み

を生かして愚直に国内ゴルフ場向けに BPO と

Saas システムで安定 CF を構築してきました。

今後は東南アジアやゴルフの初心者市場にも

サービス範囲を広げ、アジア No1 のゴルフ・リ

ゾート経営 Dx パートナーを目指し事業展開し

たいと思っています。日本の本産業におけるグ

ローバルプレゼンス向上をご一緒できるパート

ナーを探しております。

代表取締役　宮村 佳祐

山口県下関市阿弥陀寺町7−8

設立年月日　：2019.6.17
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
BtoB/BtoC ビジネスを行う中小
企業

株式会社etika

CRM や MA ツールを導入したけどうまく活用が

できない、どのツールを導入したら良いかわか

らないという企業様へ、ツールと現場を熟知し

た当社が「営業 DX」を達成するためサービス

パッケージを開発しました。

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

2022年04月20日(水)

2022年05月25日(水)

2022年06月22日(水)

申込締切

個別セッション ( 質問・商談等 )
15:40
～

16:00

受付終了

受付終了

3月31日(木)



【お問合せ・お申込み】
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福岡商工会議所ビル

ＦＶＭセミナーのご案内

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 (2022.1) 決定 !

企業名 : 株式会社 EV モーターズ・ジャパン

事業名 : 自社開発技術を搭載した商用 EV 車両の拡販

審査員の声 :

「カーボンニュートラルの実現に向けて運輸部門における電化の推進は非常に重要な役割を担っていると認識していますので、事

 業の着実な推進を期待しています。」

※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。

2022 年 1 月 26 日に開催された第 265 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/

プレゼンテーションセミナー≪オンライン講座≫

日　時：2022年5月20日(金)　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：2022年4月7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。


