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ロボティクス・メカトロニクス講演会 2009
ロボットタウン＆FBCC テクニカルツアー
ロボティクス・メカトロニクス講演会 2009 （ROBOMEC 2009 in FUKUOKA）が、5 月 24 日(日)～
26 日(火)の 3 日間、福岡国際会議場にて開催されました。
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ロボットタウン・環境情報構造化プラットフォーム
住宅内部

FBCC のギャラリーでロボキャッチャーを試す視察
者のみなさん
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この講演会は、社団法人日本機会学会ロボ
ティクス・メカトロニクス部門の主催により、「豊か
な暮らしを創生するロボティクス・メカトロニクス」
と題して実施されたものです。
最終日には、会場からバスが出され、アイラン
ドシティ中央公園横の「ロボットタウン・環境情報
構造化プラットフォーム住宅」と福岡ビジネス創
造センター（FBCC）の見学が盛り込まれたテク
ニカルツアーが行われました。ロボット実験住宅

及び周辺では、3 次元環境地図計測ロボット
システム CPS-V、環境設置センサを用いた移
動体の位置計測システム 、R-GIS (ロボット
GIS)システム等を見学。FBCC の施設見学で
は、ロボットの整備などができる工作室をはじ
め、ホール、ギャラリー、撮影スタジオなどの
共用スペースを見学されました。
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

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。
申請様式もダウンロードできます。http://www.fbcc.jp
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FUKUOKA BUSINESS CREATION CENTER
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FBCC 入居企業・団体 主な活動
株式会社 Be-project

IP テレビ電話設置

株式会社 Be-project の IP テレビ
電話が FBCC のギャラリーに設置さ
れました。この IP テレビ電話は、
FBCC のギャラリー設置用にカスタマ
イズされたもので、Be-project の受
付（福岡オフィス）、大分オフィス、片
山社長の携帯、会社案内の 4 つのメ
ニューが組み込まれています。

大分オフィスを押す

実際に大分オフィスにかけてみまし
た。電話したときには、片山社長は東
京出張中で、奥様が対応してくださ
いました。使ってみると、操作も簡単
で、片山社長の言う、「だれもが使え
る便利な IT」を実感することができま
した。

大分オフィスの片山さんとつながりました

お問合せ： 株式会社 Be-project
Tel： 092-405-6161 E-mail：isamu@be-project.net
URL： http://www.be-project.net/

出萌株式会社 福岡工場第 1 期工事終了
福岡工場の第 1 期工事が
終了しました。最近では、TV
局からの取材も多く、ますます
ピーナッツもやしが注目されて
います。出萌のウェブサイト、
NEWS（ニュース）のページか
らこれまでに放映された映像
もご覧いただけます。

二丈町の福岡工場
岩橋社長は縦書きにこだわりがあるそうです

blue birds fukuoka コドモノ寝ゴザのシーズン到来

カラフルな寝ゴザが揃っています

まるで天然のエアコンのような除湿・保湿
機能もつ寝ゴザ。codomono project のママ
たちとこどもたちの意見を詰め込んで、現代
のキッズスペースにぴったりのデザインで、
純国産にこだわった、新スタイルの寝ゴザ
が完成しました。イ草は九州産の高級な無

赤ちゃんにも安心の純国産の寝ゴザ

染土（泥染めなし）を両面に 2 枚、贅沢に
使用しています。縁布も天然コットン 100％
で染めから織りまで全て国内製造ですの
で、赤ちゃんにも安心です。この夏、エコで
身体にもいい寝ゴザはいかがですか？福
岡では、岩田屋で、また、右記お問合せ先

福岡ビジネス創造センターだより第 24 号（2009.7）

お問合せ： 出萌株式会社
Tel： 092-663-5317
E-mail： info@izumo-k.com
URL： http://izumo-k.com/

干しやすいデザイン鳩目加工

からも購入できます。
お問合せ： blue birds fukuoka
Tel： 092-985-4108
E-mail： info@rakugakiart.com
URL： http://codomono.net.
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●●●スタジオニュース●●●
○ ホルムアルデヒド対策商品の撮影
株式会社ワールド・リンク
6/22（月）、株式会社ワールド・リ
ンクのホルムアルデヒド対策商品
の撮影が行われました。写真の「ホ
ルガード」は、ホルムアルデヒドの
発生源を覆って遮蔽し、漏洩する
ホルガード
ホルムアルデヒドを分解するシート
で、正晃株式会社、エコアス株式
お問合せ： 株式会社ワールド・リンク
会社と共同企画した『ＦＡ逓減シス Tel： 092-663-8355
テム』に採用されています。
E-mail： info@world-link.co.jp
URL： http://www.world-link.co.jp/qhm/

主催： Sprout Japan
共催： 福岡ビジネス創造センター

撮影の様子

○ FBCC スタジオ利用講座
6/23(火)、申込者多数のため、午前・午後の部の 2 回に
分けて、FBCC スタジオ利用講座（商品写真撮影講座）を
開催しました。今回の講座では、ワンポイントレッスンとして
「被写界深度で背景をぼかす」というテーマを取り上げ、サ
ンプル撮影を行いました。講師の三戸氏（Sprout Japan）
は、ひとりひとりの参加者の質問にも応じていました。次回
の FBCC スタジオ利用講座は、第 2 回ビデオ講座を予定
しています。
お問合せ： Sprout Japan（スプラウト・ジャパン）
Tel: 080-6403-6175 E-mail：sprout.japan@gmail.com
サンプル撮影

午後の部の様子

左官礼讃・出版を祝う会

様々な食材をアルミホイルに包み、生石
灰に水を加え、熱を発生させます

真剣に話をきく参加者
左から、行平氏、原田氏、辻氏、小林氏

6 月 14 日（日）、FBCC にて、『左官礼
讃Ⅱ泥と風景』（小林澄夫著 石風社）の出
版を記念し、小林氏を囲んで「左官礼讃・
出版を祝う会」（発起人：行平信義氏、藤田
洋三氏、原田進氏）が開催されました。
『左官礼賛Ⅱ』は、日本家屋における鏝
絵（こてえ）や漆喰仕上げの需要の減少に
伴い、左官職人の激減と、左官技術そのも
のの衰退を危ぶむ声が上がっているなか
刊行されたものです。
今回の「出版を祝う会」では、石灰を活
用した田川発の新しい商品や、東京から
直方へ移住されて、高取焼ならびに古高
取焼を制作、その普及に努める方々なども

紹介され、「土」にまつわる新しい産業開発への
大きな期待も感じられました。 その他にも、シン
ポジウムや、参加者全員による自己紹介、さらに
藤原惠洋氏（九州大学 大学院芸術工学研究院
教授）の講話も手伝って、会場は大変な熱気に
包まれました。
ホールでのイベントの後、パーティー会場とな
った工作室に移動し、田川市の料亭「あをぎり」の

水を加えると水蒸気が発生

せっかい

ご主人による「お石灰料理」が振舞われました。
「お石灰料理」とは、生石灰に水を加えて発熱さ
せ、その熱を利用して、アルミホイルで包んだ食
材を蒸したものです。おいしそうな「お石灰料理」
とともに、パーティーも盛り上がりました。
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

おいしい「お石灰料理」のできあがり
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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。

インキュベート室利用者が決定しました
空室となったインキュベート室につい
て、福岡ビジネス創造センター運営委
員会は、4 月 1 日(水)から新規に利用
者を募集し、30 日(木)に締切りました。
5 月 18 日(月)の入居審査会で審査を
行った結果、1 者の利用が承認されま
した。

○ 株式会社 NETVision
（ネットビジョン）
（児玉 孝之 代表取締役）

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
興局創業・経営支援課）
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

事業内容：
マーケティングリサーチから企画デザ
インまで、販売促進に関するワンストップ
サービスの提供。販売促進パートナーと
して、事業者の抱える悩みや不安を解消
するお手伝いをします。

今回入居が決定した企業につきましては、
今後、センターだよりでも詳しく紹介していく
予定です。どうぞご期待ください。

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 Fax: 092-672-7041
E-mail: info@fbcc.jp

お問合せ：
株式会社 NETVision（ネットビジョン）
Tel: 092-986-0904
URL: http://netvision-design.com/

セミナー情報
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。

7/21
【日 時】
【場 所】
【参加費】
【内 容】

共催： 福岡ビジネス創造センター

平成 21 年 7 月 21 日（火）13：00～14：30
福岡ビジネス創造センター 撮影スタジオ
1000 円
編集の方法 1 （ソフトウェアの使い方概要）

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

7/27
URL: http://www.fbcc.jp/
【日 時】
【場 所】
【参加費】
【内 容】

センター周辺地図

第 2 回ビデオ講座
主催： Sprout Japan

食ビジネスセミナー
主催： 福岡ビジネス創造センター

平成 21 年 7 月 27 日（月）15：00～19：30
福岡ビジネス創造センター（福岡市東区香椎照葉 3-2-1-1F）
無料（交流会参加は 1,500 円、賛助会員はすべて無料）
○ 基調講演
「からだと地域を健康にする食ビジネス」
福岡女子大学人間環境学部栄養健康科学科 野口 孝則 准教授
○ 福岡の食ビジネス紹介
･ 出萌株式会社（ピーナッツもやし生産・販売）
･ 全国農業協同組合連合会 福岡県本部（JA 全農ふくれん）園芸部
･ 株式会社 Kan-Z（食のコンサルティング、派遣・紹介業）
･ 西鉄グランドホテル総料理長
○ 交流会（18：00～19：30）

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

