
我々は日本に拠点を置く、神経・筋肉の遺伝子
難病に対する治療分子の研究開発に特化した
企業です。これらの遺伝病に対する根本的な
治療薬を、世界中に存在する患者様に提供す
ることを弊社は目指しております。

http://triplexbio.tech/
☎080-8160-3803

私共の商品は、介護施設を変革します。
高齢化に伴い、増え続ける認知症患者！ 
介護する側、介護される側、双方を救済し
ます。介護施設をまるごとIOT化。

株式会社 ファンタスティック01

☎043-243-1413

毎年繰り返す病気・虫害を解決する。新しいかた
ちの農業支援ウェブサービス「農家の相棒Mr.カ
ルテ」の開発【その他事業】肥料の組み合わせ
見直しサービス「ファームDr.」／オリジナル農産
加工受託「Fam’s Kitchen」

株式会社 ＩＮＧＥＮ02

http://ingen-inc.com
☎03-4405-5871

「サーフィンが日本を変える」世界中のトップサー
ファーから注目される勝浦市の部原海岸。ここでサー
フィンと仕事のワークライフバランスを実践している当
社が、東京五輪に向けた「サーフステーション勝浦」構
想を打ち立て、千葉県の未来を大きく変えます。

株式会社 ネクストレベル03

http://next-level.co.jp
☎0470-67-5850

理科の修学旅行の他、サイエンスカフェや出張
授業、街まるごと科学館の設立・運営などを東大
などの大学院生らが中心となって行っています。

http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/
☎080-6520-3302

中小企業や新規創業を目指す企業を、技術面か
ら支援する公設試験研究機関です。製品開発・
品質向上の課題解決を支援するため、技術相談
や、依頼試験、機器貸出、受託研究等を行って
います。

千葉県産業支援技術研究所39

https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/
☎043-231-4365

起業サポート
ブース

お子様連れの方へ

託児付
キッズルーム

1～10歳までのお子様を最大20名ま
でお預かりします。定員に達した場合、
お待ちいただくことがあります。保育士
などの有資格者を含むスタッフが常駐。
■時間11：00～17：30／無料

「Pucci」は、千葉市の出張託児専門チーム。
保育士･幼稚園教諭の有資格者が保育を行
います。イベント開催、子育て世代向けセミ
ナー、ママ会、勉強会など是非ご活用ください。

出張託児「Pucci」59

http://www.pucci-kids.net
☎080-5442-3230

04 柏の葉サイエンス
エデュケーションラボ

05 株式会社 Triplex 
Therapeutics

0～2歳児専門の派遣型親子教室を幼稚園
等で展開中。また、子育て世代の親子向け
ワークショップが得意です。

http://chibanomirai.jp/
☎043-296-6353

07 一般社団法人
日本ふれあい育児協会

銚子ビール08

https://www.facebook.com/choshibeer/
☎090-2470-1176

銚子が誇れるクラフトビールを！ という志のも
と銚子ビールを企画販売しています。マイク
ロブルワリー設立に向け奮闘中です。ぜひ銚
子ビール・サポーターズ！ にご参加ください。

ペットの生活資金信託の普及と高齢の飼
い主から財産を付与されたペットのための
終生飼養施設の運営。

リリモナハウス 株式会社09

http://lilimona.com
☎0475-78-5909

液体を燻製する方法とその装置の特許を取
得。“かけるだけ”で燻製の香りが表現できる
燻製調味料を開発致しました。

株式会社 リオ06

http://kazusa-smoke.com
☎0438-71-1700

経営課題のご相談に、「県内メインバンク数
No.1」の千葉銀行を活用ください。資金調
達や経営相談など、皆さまに役立つ銀行と
して、価値あるサービスをご用意いたします。

株式会社 千葉銀行17

http://www.chibabank.co.jp/
☎043-245-1111

121カ店の店舗ネットワークとお客様の経営
課題に応じたコンサルティングを通じて、事
業者さまの企業価値向上へつながるよう最
適なソリューションを提供いたします。

株式会社 京葉銀行18

http://www.keiyobank.co.jp/
☎043-306-2121

起業して、人を雇ったら、様々な法律が関
わってきます。会社のルールづくりや、助成金
の活用、各種手続きなど、人事・労務の専門
家にお気軽にご相談ください。

http://www.sr-harmony.jp/
☎043-273-5980

47 社会保険労務士法人
ハーモニー

千葉の中小企業支援業として、税務、会計
他、銀行融資、経営計画作成等のご相談も
受け付けております。

トーク税理士法人48

http://www.talk-group.co.jp/
☎043-306-7319

信用保証協会を知っていますか？ 信用保証
協会は公的な保証人となり、金融機関からの
借入をサポートする機関です。

千葉県信用保証協会43

http://www.chiba-cgc.or.jp/
☎043-311-5001

当協会は、県内の中小企業の発展のため
日々活動する中小企業診断士を会員とした産
業支援の専門家集団です。

http://chiba-smeca.com
☎043-301-3860

46 一般社団法人
千葉県中小企業診断士協会

国全額出資の政府系金融機関です。創業の皆
様を金融面から支援いたします。

http://www.jfc.go.jp
☎043-241-0137

42 日本政策金融公庫千葉支店　
国民生活事業

起業する人を応援します！
起業に関する無料相談、各種セミナーの開催、
起業家支援施設「CHIBA-LABO」の運営な
ど、創業から事業化に至るまで一貫した支援を
行い、千葉市での起業をバックアップします。

http://www.chibashi-sangyo.or.jp/
☎043-201-9504

41 公益財団法人
千葉市産業振興財団

千葉県では起業家の皆様を応援していま
す。クラウドファンディング活用補助金や
空き公共施設の活用等、県の施策をご紹
介します。

千葉県15

http://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/
☎043-223-2712

2017.8.6［SUN］

ちば起業家交流会in習志野49

http://i-hivechiba.com/area/2017_01_narasino

第1回

ちば起業家交流会

in習志野

2017.10.29［SUN］

ちば起業家交流会in千葉57

http://i-hivechiba.com/area/2017_07_chiba

第7回

ちば起業家交流会

in 千葉

2017.11.5［SUN］

ちば起業家交流会in松戸55

http://i-hivechiba.com/area/2017_08_matsudo

第8回

ちば起業家交流会

in 松戸

2017.8.19［SAT］

ちば起業家交流会in市原50

http://i-hivechiba.com/area/2017_02_ichihara

第2回

ちば起業家交流会

in 市原

2017.10.7［SAT］

ちば起業家交流会in白井51

http://i-hivechiba.com/area/2017_03_shiroi

第3回

ちば起業家交流会

in 白井

2017.10.12［THU］

ちば起業家交流会in八街52

http://i-hivechiba.com/area/2017_04_yachimata

第4回

ちば起業家交流会

in 八街

2017.10.14［SAT］

ちば起業家交流会inいすみ53

http://i-hivechiba.com/area/2017_05_isumi

第5回

ちば起業家交流会

in いすみ

2017.11.11［SAT］

ちば起業家交流会in銚子56

http://i-hivechiba.com/area/2017_09_choshi

第9回

ちば起業家交流会

in 銚子

2017.12.19［TUE］

ちば起業家交流会in茂原58

http://i-hivechiba.com/area/2017_10_mobara

第10回

ちば起業家交流会

in 茂原

商工会議所とは地域商工業の振興を目的とし
た“地域総合経済団体”です。 経営相談や交
流会、創業支援なども行っています。

千葉商工会議所40

https://www.chiba-cci.or.jp/
☎043-227-4103

2017.10.26［THU］
http://i-hivechiba.com/area/2017_06_�yu

第6回

ちば起業家交流会
船橋・市川・
八千代・浦安合同

54 ちば起業家交流会
in船橋・市川・八千代・浦安

「知財総合支援窓口」とは、中小・中堅企業、個
人事業主、創業予定の個人の知的財産に関す
る悩みや様々な経営課題を、専門家及び関係
機関と連携を深めて、ワンストップで解決できる
無料での支援を行っています。

http://chibakenhatsumei.jp/
☎043-255-7987

45 一般社団法人
千葉県発明協会

一般社団法人
千葉県発明協会

CHIBAビジコン2017のファイナリスト
５組の他、2015、2016年のファイナリ
ストのブースが出展されています。

レッドゾーン

Red Zone内
ブース

リアル起業家として登壇する県内の企
業の他、起業に役立つ相談ブース等が
出展されております。

ブルーゾーン

Blue Zone内
ブース

起業を目指す人や起業したばかりの
方、起業家の方を対象に、起業に関す
る「起業・創業・独立」、「労務」、「販路
拡大」、「経営」、「税務」、「知的財産」
などのご相談に対応いたします。

ブルーゾーン内

相談ブース

交流会開催
ブース

８月～１２月の間、県内10ヵ所で開催された
「ちば起業家交流会」の開催地域の紹介ブースです。

Paidは、BtoBの後払いで発生するすべての
請求業務を代行し、取引先の未払い時も代
金を100％保証します。

株式会社 ラクーン12

https://paid.jp
☎03-6684-9505

CAMPFIREは、誰でも声をあげられる、オールジャン
ルのクラウドファンディング・プラットフォームです。あ
なたのアイデアや挑戦したいコト、CAMPFIREで形
にしませんか？ 国内最安の手数料で1円でも多くの
資金をあなたの手元にお届けします。

 株式会社 CAMPFIRE14

https://camp-�re.jp/
☎03-5468-7001

専門知識は不要！ 誰でもカンタン作成！ サー
ビスやショップを魅力的にみせる紹介ページ
がつくれるサービス。

株式会社 ペライチ 11

https://peraichi.com/
☎03-6455-0498

日本初・実績No . 1のクラウドファンディン
グサービス「Readyfo r」は、支援総額55億
円を誇り、アイデア相談から実現まで1対1
の担当者制で徹底的にサポートします。ま
ずはお気軽にご相談ください。

Ready for13

https://readyfor.jp/
☎03-6801-5767

若手クリエーター×遊休不動産=ＤＩＹリノベー
ションでまちづくり。入居がなくなってしまった
古いアパートや戸建て、空き地の有効活用の
コンサルティングサービスです。

ぺんぎん不動産38

https://m.facebook.com/penguins.community/
☎090-9005-7906

http://www.chiba-design.net/
☎090-2634-9228（原田）

起業や新たな事業展開を考えている方々に
とって、ご自分のビジネスの特徴や魅力を伝え
るために、分かりやすい顔づくりが必要です。私
たちプロのデザイナー集団がお手伝いします。

37 一般社団法人
ちばデザインネットワーク

新しくチャレンジしたい事業について、何から
始めればいいか見当がつかないという独立や
開業を目指している方を応援しています。

http://www.ccjc-net.or.jp
☎043-299-2901

16 公益財団法人
千葉県産業振興センター

新しくチャレンジしたい事業について、何から
始めればいいか見当がつかないという独立や
開業を目指している方を応援しています。

http://www.ccjc-net.or.jp
☎043-299-2901

44 公益財団法人 千葉県産業振興
センター（千葉県よろず支援拠点）

創業後の全法人に必ず届く「会社の母子手
帳」創業手帳を発行しています。創業相談
無料で実施いたします。

創業手帳 株式会社10

https://sogyotecho.jp/
☎03-6415-7032

リアル起業家ビジョンプレゼンに工藤社長が登
壇。起業革新Vol . 3には工藤社長のインタ
ビュー掲載中。■事業概要：新築戸建分譲事
業、リノベーション事業等。

株式会社 拓匠開発19

https://takusho.co.jp/
☎043-309-2011

http://ones.grupo.jp/
☎047-496-3235

リアル起業家ビジョンプレゼンに島社長が登
壇。起業革新Vol.3には島社長のインタビュー
掲載中。■事業概要：車買取「ガリバー」のＦ
Ｃ展開、レンタカー事業、オリジナル飲食事
業、もみ処らく屋のＦＣ展開等。

株式会社 ワンズネットワーク20

リアル起業家ビジョンプレゼンに宮原社長が登
壇。起業革新Vol . 3には宮原社長のインタ
ビュー掲載中。■事業概要：特殊塗料の開発・
製造、エコ塗料の開発・製造、その他研究・開
発、商品のOEM製造。

株式会社 BAN-ZI21

http://www.ban-zi.jp/
☎043-307-3339

AIを取り入れた新しい農福商工連携事業に
取り組んでます。フィンテック革命の波に乗り
OMOしろいブランドを確立中です。

株式会社 OMOしろい22

https://www.facebook.com/noukafe.omosiroi/
☎047-404-7904

リアル起業家ビジョンプレゼンに梶原社長が登
壇。起業革新Vol . 3には梶原社長のインタ
ビュー掲載中。■事業概要：キッチン用品、電気
用品、DIY商品、雑貨の輸入販売、自社ブランド
製品の開発販売等。

23

http://twins-corp.com/
☎047-449-8380

株式会社 ツインズ

独立行政法人 中小企業基盤
整備機構 関東本部

リアル起業家ビジョンプレゼンに鈴木社長が登
壇。起業革新Vol.3には鈴木社長のインタビュー
掲載中。■事業概要：産業用自動機械の設計・
制作、オリジナル自社ブランド商品開発・販売。

24

http://www.suzuki-kikoh.com/
☎047-385-5311

スズキ機工 株式会社

リアル起業家ビジョンプレゼンに松田社長が登
壇。起業革新Vol . 3には松田社長のインタ
ビュー掲載中。■事業概要：クラフトバンド（紙
の紐）のネット販売、クラフトバンド育成講座。

25

http://www.shop-msfactory.com/
☎0475-26-3315

株式会社 エムズファクトリー

26

http://www.open-road.jp/
☎043-306-9880

オープンロード合同会社

SocialArtLaboはアート体験を通じて新たな繋
がりの場を創り、アートとまちづくりを身近に感
じる場を企画していきます。地域と繋がり、共に
創ることによって暮らしにアートが自然と溶け込
むまちづくりを目指します。

関東エリアに、音楽やトーク、エンターテイメ
ント情報など、オリジナルコンテンツを発信し
続けるFMラジオ局。

27

http://www.bayfm.co.jp/
☎043-351-7878

株式会社 ベイエフエム

千葉県を中心に「カットオンリークラブ」等6ブ
ランド46店舗を直営で展開、15年連続2ケタ
成長、85％超の高リピート率サロンです。

株式会社 オオクシ28

http://www.ohkushi.co.jp
☎043-204-1601

木更津市・君津市・袖ケ浦市・富津市を中心
に、地域密着の地元情報をお届けするコミュ
ニティー放送局です。

かずさエフエム 株式会社30

http://www.kazusafm.net
☎0438-25-0834

これからも地域密着のテレビ局として「あってよ
かった」と思っていただける存在を目指します。

千葉テレビ放送 株式会社29

http://www.chiba-tv.com/
☎043-311-3100

新聞はもちろん「千葉日報オンライン」「ちばと
ぴ！チャンネル」などのWEB媒体や、20万人登
録のLINEアカウントなど人気アプリを活用し
たプロモーション事例をご紹介。新アプリ
「ジェッツPRESS」IDプレゼントも♪

株式会社 千葉日報社31

http://www.chibanippo.co.jp/
☎043-222-9211

コンベンション産業の発展・地域の発展を目
指します。

株式会社 幕張メッセ32

https://www.m-messe.co.jp/
☎043-296-0001

株式会社イシドは、そろばんを通して社会に
貢献し、世界に羽ばたく人財と夢を育てる企
業です。

株式会社 イシド33

http://www.soroban.co.jp/
☎047-492-2388

「人や社会を活き活きさせる」をミッションに
掲げ、地域マーケティングのリーディングカン
パニーとして、インターネット・アプリ・フリー
ペーパー・プロデュースサービス等を提供。
地域のパートナーを目指します。

株式会社 オニオン新聞社34

https://onionnews.co.jp/
☎043-201-8811

ビジネスカード導入でコスト削減、経費処理業
務の効率化、キャッシュフローをサポートいた
します。

http://www.saisoncard.co.jp/rd/3161457-sbs
☎0570-002-521

35 株式会社 クレディセゾン
東関東支社

ITECの「経営者メンタークラブ」は、ボランティア精神に溢
れたメンターが中小企業の経営者や起業家などのメン
ティーに対し、無償での経営助言を行う団体です。豊富な経
営者経験を積んだ50名余りの大企業幹部OBのメンターが
メンティーの皆様との出会いを楽しみにしております。

http://www.npoitec.jp/
☎03-6380-9321

36 NPO産業技術
活用センター（ITEC)

ちば起業家大交流会
出展社INDEX

ブルーゾーン会場入り口そばに
ご用意しております。

コンシェルジュ（案内所）に
お気軽にご相談ください!

■マッチングブース
　起業家・専門家・
　金融機関・自治体
　相談コーナー

出会える

■CHIBAビジコン2017
■リアル起業家
　ビジョンプレゼン
■ビジネス大交流会！

感じる

Blue Zone
11:00▶16:30

企業同士の連携等を目的とし
た「ビジネスマッチングブース」
や、起業、経営、財務等のエキ
スパートが揃う「相談ブース」な
ど約60のブースを設けます。

ブルーゾーン

Red Zone 
13:00▶17:30

CHIBAビジコン2017の最終
プレゼンテーションや表彰式、
そしてリアル起業家ビジョンプ
レゼンのステージイベントを開
催。16：30からの大交流会も
こちらの会場にて行います。

レッドゾーン

（開場12:30）

下記の会場案内で出展場所を
ご確認ください

※出展社は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

どこに相談？ 何を相談？

会場案内

Entry DoorEntry Door

Blue Zone Red Zone 

CHIBAビジコン2017
最終プレゼンテーション
リアル起業家ビジョン
プレゼンテーションは
コチラのステージで！

0912 11

14 13

18 17 16 15

10

33 31 29 27 25 23

34 32 30 28 26 24

57 55 54 53 51 49

58 56 54 54 52 50

22

21

20

19

35

36

37

38

39

40

41

42 43 44 45 46 47 48

08 07

06

05

04

03

02

01

FREE SPACE

コンシェルジュ （案内所）

相談ブース

幕張メッセ


