第6回

〜 福井が変わる！ 世界を変える！ 〜
開催
日時

対象

（木）
令和2年12 月3 日
13：30〜16：30

会場

オンライン会場
（ZOOM）

●ベンチャーキャピタル
●コーポレートベンチャーキャピタル
●金融機関
●投資家
●事業会社
●新規事業立ち上げ責任者
●企業経営者 ●自治体・支援機関関係者

福井ベンチャーピッチとは、ＶＣ、金融機関等の前でセールスプレゼン（ピッチ）することを通じて、成長意欲の高い
福井発ベンチャー企業への、さらなる事業拡大への機会の提供を目的としたイベントです。
ただいま、第 6 回福井ベンチャーピッチのオーディエンス（聴講者）を募集しています。ご興味のあるベンチャー企
業及びそれを支援する皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

1 基調講演
テーマ

「地方発課題解決型ベンチャーの可能性」
講師

株式会社日本クラウドキャピタル
代表取締役CEO

柴原 祐喜 氏

カリフォルニア大学、明治大学院グローバ
ルビジネス研究科卒。システム開発、経営
コンサルティング会社を経営。スタートアッ
プ環境を盛り上げていきたいとの思いで共
同代表の大浦氏とともに、日本クラウドキャ
ピタルを創業。日本初の第一種少額電子募
集取扱業として株式投資型クラウドファン
ディングサービスを開始する。

2 ベンチャー企業からの

プレゼンテーション（6社）

（20分／社 プレゼンテーション10分・質疑10分）

主催

申込み方法
インターネットでのお申込み
https://www.s-project.biz/seminar/fvp6̲audience

電話でのお申込み

0776-67-7416
FAX でのお申込み
詳しくは裏面をご覧ください

参加
無料

定員

100名

協力いただく専門家

福井ベンチャーピッチでは、イベント当日、県内外の現役のＶＣ、起業家支援の専門家を配置し、
ピッチへのアドバイス、資金調達や販路拡大のコーディネート、ビジネスモデルのメンタリング
により登壇者を支援します。

アドバイザー

株式会社MTG Ventures
代表取締役

株式会社アイピーアライアンス
代表取締役社長

藤田 豪 氏

木嶋 豊 氏

株式会社アカデミック・ギャングスター
代表取締役

前田工繊株式会社
代表取締役

中川 卓也 氏

前田 尚宏 氏

株式会社日本クラウドキャピタル
代表取締役CEO

柴原 祐喜 氏

メンター

ユニフォームネクスト株式会社
代表取締役社長

横井 康孝 氏

※当日は、上記のほか、県内外のＶＣ、金融機関、起業家支援機関も参加予定です（下記は、過去にご参加いただいたＶＣ、支援機関等の一覧です）

㈱ジャフコ／㈱サムライインキュベート／㈱アイビーアライアンス／プロトスター㈱／㈱サイバーエージェントベンチャーズ／㈱福井キャピタル＆コンサルティング／前田工繊キャピタル（同）
／フユーチャーベンチャーキャピタル㈱／三菱ＵＦＪキャピタル㈱／信金キャピタル㈱／有限監査法人トーマツ／新日本有限責任監査法人／有限責任あずさ監査法人／デロイトトーマツ
ベンチャーサポート㈱／㈱日本政策金融公庫／㈱みずほ銀行／㈱三井住友銀行／㈱福井銀行／㈱福邦銀行／ 福井信用金庫／越前信用金庫／敦賀信用金庫／㈱北陸銀行／㈱北國銀行／
益茂証券㈱／今村証券㈱／㈱プルータス・コンサルティング／福井大学産学官連携本部／
（独）中小企業基盤整備機構／県内自治体関係者 ほか

当日スケジュール
時

内

間

容

備

考

13：30〜13：40

開会挨拶

13：40〜14：10

基調講演「地方発課題解決型ベンチャーの可能性」

株式会社日本クラウドキャピタル
代表取締役CEO

14：10〜16：30

ベンチャーピッチ

登壇企業6社

柴原 祐喜

氏

参加申込書 FAX：0776-67-7439

※Webサイト https://www.s-project.biz/ でもお申し込みできます。
会 社 名
住

所

〒

ー

絡

名

先

氏

連

フリガナ

お問い合わせ先

TEL：0776-67-7416

TEL
E-mail

ベンチャー・Eビジネス支援グループ

E-mail：ebiz-g@ﬁsc.jp

岡田

HP：https://www.s-project.biz/
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第６回「福井ベンチャーピッチ」登壇企業情報

１. 株式会社スペースエッジラボ
プレゼンテーマ

プレゼン概要
期待事項
登壇企業情報
代表者名

誰もが衛星によるビジネスが可能な時代の衛星インフラを構築
誰もが衛星によるビジネスを可能とする超小型衛星のインフラ基盤の構築を可能とするビ
ジネスについてご紹介。衛星による農業や環境管理、インフラ管理、災害監視、海洋管理
等を実現するためのパートナーを模索する。
出資・融資・業務提携
株式会社スペースエッジラボ
福代 孝良

所在地

東京都千代田区岩本町 3-5-2-501

設 立

2018 年 7 月

事業概要

超小型キューブ衛星の開発・製造・打上手配・運用を行い、誰もが衛星によるビジ
ネスが可能な時代を目指し、必要となるインフラを提供する。
現在は、超小型衛星による低コスト・低容量による農業や環境管理、インフラ管理、
災害監視、海洋管理等を可能とする衛星のコンステレーションの実現を目指し、ア
フリカを中心としたと開発途上地域やアジア海洋地域において、人材育成プログラ
ム、ソリューションの開発等を進めている。

企業 URL

http://s-edge.jp/

参考情報

内閣府 S-Booster2017 年にて審査員特別賞を受賞
NEDO 研究開発型べンチャー支援事業に採択
産業技術実用化開発事業費補助金に採択され、衛星製造を実施中

2. ファーストトレード株式会社
プレゼンテーマ

プレゼン概要

期待事項
登壇企業情報
代表者名

企業間取引プラットフォーム「URetail」
「URetail」は仕入先や外注先企業を簡単に繋ぎ、クラウド上での受発注から外注管理・
業務管理を簡単に行えるシステム（SaaS）。中小企業に対して受注から発送、仕入から倉
庫までの業務管理をワンツールで行えるソリューションの提供を行い、日本の中小企業の
IT 化を推進し、日本と世界を「URetail」で繋いでいく。
出資・業務提携
ファーストトレード株式会社
三上 良平

所在地

あわら市大溝 3 丁目 3-18

設 立

2011 年 4 月

事業概要

・EC 事業者向けコンサルティング
・ソリューションシステム開発

企業 URL

https://fast-trade.co.jp/

参考情報

サポート実績 約 4,000 社
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3．サステナテック株式会社
プレゼンテーマ

プレゼン概要

期待事項
登壇企業情報
代表者名

サステナブル社会に貢献する繊維技術
繊維の染色業界では 1 年間に地中海 1.5 倍分に相当する大量の水を使用し、染色後に
は染料や薬剤を含む大量の廃液が十分処理されずに廃棄されている。これを解決する手
法として我々の企業では水に代わって二酸化炭素を用いて染色する技術の実用化展開
を行う。他に、繊維業界におけるサステナブル社会を構築するための電子線照射技術、
スマートテキスタイル分野等において特許・ノウハウを生かした繊維加工技術供与も行
う。
投資・販路拡大・業務提携
サステナテック株式会社
堀 照夫

所在地

福井市文京 3 丁目 9 番 1 号

設 立

2020 年 10 月

事業概要

水に代わって二酸化炭素を用いる繊維の染色・加工技術に関する技術指導および専用
染料などの販売。

企業 URL

未設定（参考：https://npo-taa.org）

参考情報

特許 30 件、テレビ・新聞・雑誌掲載多数

4. 株式会社ギケン
プレゼンテーマ

プレゼン概要

期待事項
登壇企業情報
代表者名

バリの出ない不思議なドリルを世界標準に！
世界初のバリの出ないドリル「ゼロバリ」を開発。穴あけ加工で必ず発生するバリを抑制
するだけでなく、4～5 工程を 1 発穿孔で行える画期的なドリル。今後は、世界中の自動車
を中心とする大手メーカーへ販売し、ゼロバリを世界標準にする。
出資・販路拡大・海外展開支援
株式会社ギケン
石川義一

所在地

坂井市丸岡町舟寄 9-3-1

設 立

2012 年 5 月

事業概要

・世界初のバリが出ないドリル「ゼロバリ」の製造
・その他切削工具の製造、再研磨

企業 URL

http://www.kk-giken.com/

参考情報

・2014 年 関西ものづくり新撰 受賞
・2018 年 精密工学会北陸支部 技術賞 受賞
・新聞、専門誌など多数掲載
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5．株式会社 Tokimeki
プレゼンテーマ

プレゼン概要

期待事項
登壇企業情報
代表者名

カップルのお互いの性への関心を深める Web サービス事業
セックスレスで精神的苦痛を抱えるカップルに向けて性生活をより楽しめるサービスをリリ
ースする。日本の教育では性の知識が乏しく、どこか性知識は触れがたいものとされてい
る。自身の性的嗜好を理解するとともに、パートナーと性について共有するきっかけを本
サービスで叶える。
出資・業務提携・販路開拓・セックスレス改善に関心がある方との繋がり
株式会社 Tokimeki
小林 稀良

所在地

勝山市栄町 3-6-35

設 立

2020 年 8 月

事業概要

・DtoC コンサルティング事業
・社会問題解決事業

企業 URL

http://tokimeki.support/

参考情報

6．株式会社イワタグループ
プレゼンテーマ

プレゼン概要

期待事項
登壇企業情報
代表者名

牛乳屋ＤＸ
牛乳宅配店を近代化し売上ＵＰを目指す牛乳宅配店向けのサービス。全国の牛乳定期
宅配を利用している約 600 万世帯に向けての新サービスと弊社の実施しているＩＣＴを活
用した業務効率化や顧客満足度ＵＰ、異業種展開のノウハウを既存の牛乳宅配店に広
めるとともに、業務提携やＭ＆Ａを行い全国の牛乳宅配店を繋ぎ売上ＵＰにつなげる。
出資・融資・業務提携
株式会社イワタグループ
岩田良治

所在地

坂井市丸岡町今福 11-36

設 立

1997 年 6 月

事業概要

・乳製品宅配事業・飲食事業（5 店舗）
・指定管理制度による温浴施設の運営
・フィットネススタジオの経営

企業 URL

http://www.machigyu.net/

参考情報

＜福井ベンチャーピッチに関する問い合わせ先＞
公益財団法人ふくい産業支援センター
ふるさと産業育成部 ベンチャー・Ｅビジネス支援グループ（担当：岡田）
TEL：0776-67-7416 Email：ebiz-g@fisc.jp

