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5 月の主催・共催事
業報告
九州ソーシャルビジ
ネス・フォーラム

第２回九州ソーシャルビジネス・フォーラム
5 月 23 日(土)、社会起業家支援ネットワーク九州（SINK）主催、株式会社フラウ主婦生活総合
研究所、NPO 法人ソーシャル・イノベーション・ジャパン（SIJ）、福岡ビジネス創造センター（FBCC）
共催で、第 2 回九州ソーシャルビジネス･フォーラムを開催しました。
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田川産業 行平社長

午前中のオープニングフォーラムでは、九州各
地から集った 20 代の若者がそれぞれの夢とその
実現方法などを発表しました。まず、14 歳の時、
史上最年少で単独ヨット太平洋横断を成し遂げる
など、数々のユニークな経験をお持ちの高橋素晴
氏（天然塩・釜元「黒潮農場」代表）が、夢実践人
として「自分らしい生き方」について発表されまし
た。その後、13 名の夢宣言人が、教育、環境、コミ
ュニケーション、自然など様々なキーワードで夢を
語りました。
午後のメインフォーラムでは、3 会場に分かれ、
ソーシャルビジネス（SB）の実践者によるプレゼン
テーションや慶応ビジネススクール特別研究助教
らによる実践型経営講座が実施されました。
SB 実践者のプレゼンでは、田川市の老舗しっ
くいメーカー、田川産業の行平信義社長がグッド
デザイン特別賞を受賞した「不焼成セラミック」の
開発秘話を紹介するなど、九州各地で SB に取り
組む起業家や経営者が実践するビジネスについ
て報告がありました。

実践型経営講座

予習が参加条件の実践型経営講座のテーマは、
『ソーシャルビジネスの戦略と組織』。徳島県の山あい
の町で料理の名脇役「つまもの」をビジネスとして展開
する「株式会社いろどり」を題材にして、ケーススタディ
を実施しました。
交流会では、参加者間で活発な情報交換、意見交
換が行われ、会場は熱気に包まれていました。
FBCC では、今後も様々なテーマでビジネスセミナ
ー等を開催する予定です。皆さまのお越しをお待ちし
ております。
お問合せ：
第 2 回九州ソーシャルビジネス･フォーラム実行委員会
運営事務局 (株)フラウ 担当 濱砂 工藤 島田
Tel: 092-751-8830 E-mail: k-hama@frau.co.jp（濱砂）
pro-2@frau.co.jp (工藤)
記事に関するお問合せ：
福岡ビジネス創造センター運営委員会事務局
Tel: 092-672-7001 E-mail: info@fbcc.jp
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入居者紹介：211 号室 株式会社 Be-project
～ユビキタス社会のなかで新しい価値創造に挑む～
株式会社 Be-project
IP テレビ電話を使った、オフィスセキュリティシステムの販売
及びコンサルティング
（福岡オフィス）
福岡市東区香椎照葉 3-2-1-211
Tel： 092-405-6161 Fax: 092-405-5884
E-mail: isamu@be-project.net
URL: http://www.be-project.net/
（大分オフィス）
大分市中央町 3 丁目 5-19-205
Tel: 097-594-6033 Fax: 097-594-6510

株式会社 Be-project 片山社長

○ 社内ベンチャーとして起業
Be-project は、既存の防犯技術を新分
野へ拡大することを目指し、株式会社勉
強堂（大分市）の社内ベンチャーとして、
平成 18 年 5 月に創業、翌年 5 月に法人
化した新しい企業です。映像と通信、セ
ンサー、コントロール技術をセキュリティシ
ステムと融合させ、独自のネットワークを
活かしながら、介護・福祉や農業など
様々な分野で活用可能なシステムの構
築・販売等を行っています。

○ 人的ネットワークの構築
新事業立ち上げの際に、「カメラやセン
サーは、防犯だけでなく建設現場や畑で
使用することができるのではないか」と考
えた片山社長。これは、(株)勉強堂のも
つセキュリティに関するノウハウに、何か
を加えることで新しい価値を見出そうとい
うものです。「加える何か」を見つけるの
は、片山社長の得意分野。創業後、大分
県のインキュベート施設に入居、法人設
立後も大分県内外で、積極的に様々な
異業種交流の場に参加し、独自の人的
ネットワークを構築してきました。そこで得
た情報、出会った人々を結び付けていき
ます。

大分オフィスの受付にも IP テレビ電話が設置
されています

カスタマイズしたソフトを採用した IP テレビ電話

フィールドサーバー

○ IP テレビ電話のソフト開発
既存の IP テレビ電話（NTT 製）をカス
タマイズし、様々な用途に対応できるよう
付加価値をつけ、販売しています。カスタ
マイズの例としては、集合住宅などに設
置し、近隣のデリバリーサービス業者と提
携して行う「ご用聞きサービス」や一人暮
らしの高齢者や高齢者専用集合住宅に
フィールドサーバーから送られる映像を IP テレ
入居している高齢者と担当者を結ぶ「お
ビ電話で確認
年寄りの安否確認サービス」などが挙げ
られます。IP テレビ電話にはタッチパネ
○ 世の中の不を解消し、
ルを採用しており、高齢者をはじめとする
新しい価値を創造する
コンピューターに弱い世代でも、抵抗なく
使用できるように工夫されています。ま
た、農業用センサー付ネットワークカメラ
現在は、大分と福岡の 2 つの拠点を行
（フィールドサーバー）と IP テレビ電話を き来し、仕事をしています。「それぞれの
使用し、大分のベビーリーフの有機栽培 場所の特長とそこで出会った人々をつな
事業にも参画しています。
ぎ、世の中の不を見つけ、不満を満足、
不快を快適、不便を便利と変えるビジネ
「IT は便利な道具だから、家電のよう
スに取り組みたい」と片山社長は話してく
に、簡単な操作でみんなが使えるものに れました。今後も高齢者、障がい者、留
することが重要」と片山社長。自らを「企
学生を含む、全ての人たちが IT 機器を
画屋さん」と称し、メーカーでもプログラマ 家電のように使える社会の構築に寄与す
ーでもないからこそ可能な、自由な発想
ること目指し、ユビキタス社会の中で、新
と持ち前の行動力で、生活に密着した IT しい価値創造のお手伝いをしていきたい
機器の実現を目指しています。
と考えています。
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FBCC 入居企業・団体 主な活動
出萌株式会社

第 19 回西日本食品産業創造展 ’09

食品産業創造展は多くの来場者で賑わいました

ピーナッツもやしを使った料理
撮影の様子

岩橋社長自らピーナッツもやしを PR

5/20(水)～5/22(金)、マリンメッセ福
5/14(木)には、社内で福岡市の広報番
岡で開催された、『第 19 回西日本食
組の撮影が行われました。6/5(金)11：15 か
品産業創造展 ’09』にピーナッツもやし らの『コミュ！ふくおか』（TNC）に出演予定
を出展しました。様々な食品関連企業 です。
が出展しており、各ブースでは試食も
お問合せ： 出萌株式会社
行われました。出萌のピーナッツもやし
Tel： 092-663-5317
も大好評をいただきました。
E-mail： info@izumo-k.com

エムファイナンシャルサービス合同会社
第 7 回子どもに伝える「お金の知恵」セミナー

5/27（水）、FBCC のホールで、第 7 回子どもに伝える「お
金の知恵」セミナーを開催しました。このセミナーは、資産運
用先進国といわれる、アメリカで話題の 0 歳児から始める金
銭教育のプログラムで、地域貢献活動の一環として、定期的
に無料で開催しています。
今回は、一般の参加者に加えて、MFS セミナーのライセン
スを導入した FP の方たちも参加されました。セミナー後半に
は、千早駅近くの『Ark・en・ciel』のケーキも振舞われ、カフェ
のような和やかな雰囲気で進められました。今後も定期的に
開催する予定ですので、親から子へ伝えたい「お金の貯め
方、使い方、殖やし方」に興味のある方は一度参加してみて
はいかがでしょうか？
お問合せ： エムファイナンシャルサービス合同会社
Tel： 092-671-9510（フリーダイヤル 0120-524-322）
E-mail： info@m-fs.co.jp

セミナーの様子。傾きが自由に変えられる、手作
りのプロジェクタースタンドも活躍しています。

★アイランドシティ フォトギャラリー

ニュージーランド オークランド市
中国広州市

5 月 1 日、医療法人社団杏林会の股関節・膝
関節外科病院「杉岡記念病院」が開院しました。
右側の 4 枚の写真は、アイランドシティ中央公
園内の国際交流庭園です。

韓国釜山広域市

アメリカ アトランタ市
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FBCC スタジオ利用講座 第 1 回ビデオ講座
福岡ビジネス創造センター
福岡ビジネス創造センター
は、産学官で運営する産学連
携と創業支援の施設です。九
州大学や福岡商工会議所の
スタッフが共同研究や創業支
援を行っています。インキュベ
ート室のほか、ホール、ギャラ
リー、撮影スタジオ、工作室な
どの共用施設があります。
福岡ビジネス創造センター運営
委員会（事務局：福岡市経済振
興局内）
九州ニュービジネス協議会
福岡商工会議所
九州大学
九州産業大学
サイバー大学
福岡工業大学
福岡女子大学
福岡県
福岡市

賛助会員募集中！
賛助会員になると、福岡
ビジネス創造センターの
共用施設（ホール、ギャ
ラリー、撮影スタジオ、
工作室）が安価で利用で
きます。詳しくは FBCC
ウェブサイトにてご確認
ください。
URL: http://www.fbcc.jp/

映像撮影について説明する三戸氏

FBCC の外観撮影

5 月 19 日（火）、Sprout Japan 主催、FBCC 共
催で、第 1 回ビデオ講座を実施しました。
まず、スタジオ内で基本的な映像の撮り方に
ついて説明があり、その後、参加者は、戸外で
の映像撮影に挑戦しました。

講座に関するお問合せ： Sprout Japan
Tel: 080-6403-6175
E-mail：sprout.japan@gmail.com

記事に関するお問合せ：
福岡ビジネス創造センター運営委員会事務局
Tel: 092-672-7001 E-mail: info@fbcc.jp

セミナー情報
6/23
【日 時】
【場 所】
【参加費】
【内 容】

商品写真講座
主催： Sprout Japan

共催： 福岡ビジネス創造センター

平成 21 年 6 月 23 日（火）13：00～14：30 商品写真講座
福岡ビジネス創造センター 撮影スタジオ
500 円
･ ワンポイントレッスン「背景を綺麗にぼかす」
･ 撮影実習「卓上小物」
･ 相談会

お申込み＆お問合せ： 映像企画・制作 Sprout Japan（スプラウト・ジャパン）
Tel: 080-6403-6175 E-mail：sprout.japan@gmail.com

09 夏

FBCC 主催セミナーがいよいよスタートします！
おいしさと健康に関するセミナーを企画中です。福岡を中心とした、九州地域
の食材も紹介する予定です。どうぞお楽しみに！

インキュベート室利用者募集中！！
FBCC は新たなビジネスを創出しようとする企業や個人、先進的な研究を行おうとする研究者を支援
しています。今回、新たな入居者を募集します。意欲あふれる企業や個人の皆様のご応募をお待ちし
ています。
【募集概要】
① 申込締切り
平成 21 年 7 月 15 日(水) （必着）
受付時間
午前 9 時～午後 6 時（土・日・祝日は除く）
② 募集する部屋(2 室)
・
103 号室 実験室仕様（29 ㎡） (34,800 円/月)
・
203 号室 オフィス仕様（31 ㎡） (37,200 円/月)
※ 詳細は当センターのホームページにてご確認ください。

センター周辺地図

