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第 272 回フクオカベンチャーマーケット開催【動画配信】

【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_6B5jm-8IRN-tnSA2U9mJXA
・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、質問や商談をすることができます。

【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〉

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！

〈動画配信当日〉

〈お申込み〉

2022 年 8月 24 日 ( 水 )13:30 ～ 15:35

無料

開催日時

参加費

※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。
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FVM コーディネーター福岡よかとこビジネスプランコンテスト 2022 ● 「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」募集中！

福岡よかとこ起業支援金
（補助上限額200万円　補助率1/2）

福岡よかとこビジネスプランコンテストの二次審査参加者を対象に、起業支援金の交付及び
事業立ち上げ等に関する伴走支援を実施します。

FUKUOKA  YOKATOKO  BUS INESS  P LAN  CONTEST  2022

令和

大　賞／
部門賞／

特別賞／

賞金50万円
地域活性化賞（地域への波及効果が期待できるもの）10万円
ビジネスモデル賞（実現可能性の高いもの）10万円
　    ダイバーシティ賞（雇用の多様性につながるもの）10万円
　    学生チャレンジ賞（学生の応募の中で優れているもの）5万円
[新設]

[新設]

４年

福岡県は、豊かな自然や充実した都市機能に恵まれており、
生活やビジネスを充実させていくために最適な環境が整っています。
新たな視点で、地域の魅力や強みを活かすビジネスプラン、
地域課題を解決するビジネスプランを考えませんか。
『福岡を元気にする』ビジネスプランをお待ちしています！

部門賞

10各

（3部門）

万
円

福岡県は、豊かな自然や充実した都市機能に恵まれており、
生活やビジネスを充実させていくために最適な環境が整っています。
新たな視点で、地域の魅力や強みを活かすビジネスプラン、
地域課題を解決するビジネスプランを考えませんか。
『福岡を元気にする』ビジネスプランをお待ちしています！

特別賞

5万
円

大賞賞金

50万
円

～(水) (火)

【主催】福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会　    【受託事業者】有限責任監査法人トーマツ
【共催】福岡地域中小企業支援協議会、筑後地域中小企業支援協議会、北九州地域中小企業支援協議会、
                  筑豊地域中小企業支援協議会、株式会社日本政策金融公庫、株式会社福岡銀行、
                 株式会社西日本シティ銀行、公益財団法人福岡県中小企業振興センター

【募集期間】令和 4年 6月１5日 ( 水 ) ～ 8月 30 日 ( 火 ) 正午 12 時まで 
【対   象  者】福岡県内で創業を希望する方
【賞          金】大賞 50万円　　部門賞 (3 部門 ) 各 10 万円　　特別賞 5万円
【主          催】福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会
【お問合せ】福岡県商工部新事業支援課創業支援係
　　　　　　電話：092-643-3591  FAX：092-643-3226　
　　　　　　E-mail：yokatoko@fvm-support.com
　　　　　　詳細はHPをご確認ください　
　　　　　　https://fukuoka-yokatoko.biz/

福岡県では、地域の魅力や強みを活かし、地域課題を解決するビジネスプランを
募集する「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」を開催します。
地域資源・地域課題とビジネスアイデアを掛け合わせ、福岡を一緒に元気にして
くれる多くの方の募集をお待ちしております！



8 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

リユース事業者の DX を支援する
SaaS サービス「mesee」

代表取締役　伊東　健太

福岡県糸島市篠原東 1−7−2

設立年月日　：2016.10.3
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：9 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
銀行、VC

株式会社 KLD

リユースに関わる全ての事業者のデジタル化を

支援し、45 兆円規模の市場に挑みます。私た

ちはデジタル化に様々な障壁を有するリユース

業界において、リユースに関する全ての行為を

包括したプラットフォームサービスを提供し、

リユース事業者の DX と発展に寄与します。

14:00

～

14:25

街なかポストライフサロンプロジェクト
新たな遺骨収蔵環境イノベーション

代表取締役　今橋　計貴

宮崎県宮崎市太田 3-1-27

設立年月日　：2022.6.6
資　本　金　：1,600 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携・FC 展開

（聴講希望パートナー）
金融機関､ライフエンディング
事業会社

株式会社 goenn

独自の「宗教不問 × マルチバース」「墓地概念

× メタバース」実現構想は、現在の墓地市場

を取り巻く課題解消と、今後の更なる人口構造

と価値多様化の需要変化に対しても合致できる

極めて画期的なサービススキームです。

14:25

～

14:50

代表取締役　森　雄一郎

東京都渋谷区神宮前 2-34-17

設立年月日　：2012.4.6
資　本　金　：50,000 千円
常用従業員数：120 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
アパレル業、商業施設運営

新たな購買体験を通じた
自由なライフスタイルの実現サポート

株式会社 FABRIC TOKYO

Web での行動を接客に活用、店舗体験が EC で

の体験を豊かにする、といった OMO の世界観は、

小売の世界にも到来しています。FABRIC TOKYO

は、あなただけのカスタムウェアを、あなたに

パーソナライズされた方法でご提案します。全

く新しい購買体験を、一緒に作り上げましょう。

13:35

～

14:00

・ネットオーダーをはじめ、IT 最適化された当社バリュー
　チェーン。
・EC サイトや採寸アプリ、リアル店舗など全てのファンク
　ションを自社で抱えることによって、サービスの改善ス
　ピードを高め、圧倒的な顧客体験を実現。



開催日時：2022 年 8 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

＊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。

14:50

～

15:15

EV カーシェア×シェアハウスで

先進のライフスタイルを提案

代表取締役　清水　厳喜

福岡県糸島市前原東3-7-3

設立年月日　：2020.12.15
資　本　金　：1,000 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、銀行、不動産業

ニューベース株式会社

憧れの EV を、購入せずとも利用 ( シェア ) で

きるレジデンスサービスです。「シェアハウス

× カーシェア × 電気自動車」を組み合わせる

実用新案により真の利便性が発揮され究極の

シェアリングエコノミーに近づくとともに、EV

の普及促進にもつながり環境負荷低減にも貢献

できます。

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

2022年09月21日(水)

2022年10月19日(水)

2022年11月22日(火)

申込締切

個別セッション ( 質問・商談等 )
15:15
～

15:35

受付終了

受付終了

8月31日(水)



【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 (2022.6) 決定 !

企業名 : AsoBoys 株式会社

事業名 : 妊産婦の孤独・孤立を解消するモバイルアプリ「おしゃべりベンチ」の自治体へのご提案

審査員の声 :

「妊産婦の精神及び体力面の負担軽減を、全国自治体を通じて行う支援サービスとしてのアプリ提供で、安心・信用面で受け入

 れられそう。」

※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 6 月 22 日に開催された第 270 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9月12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9月1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。


