
■主催： (公財)千葉市産業振興財団
■共催： ベンチャークラブちば
■協賛： (株)千葉銀行/ちばしんきんコラボ産学官(事務局：千葉信用金庫)/(株)京葉銀行
■後援： 経済産業省関東経済産業局/千葉県/千葉市/千葉商工会議所/千葉産業人クラブ/千葉県経済同友会/千葉大学/千葉工業大学/東京情報大学/ 千葉経済大学/

淑徳大学/(株)日本政策金融公庫千葉支店/(株)千葉興業銀行/(独)高齢･障害･求職者雇用支援機構千葉支部千葉職業能力開発促進センター/千葉県信用保証
協会/(公財)千葉県産業振興センター/(一社)千葉県商工会議所連合会/千葉県商工会連合会/千葉県中小企業団体中央会/(一社)千葉県発明協会/(公社)千葉
県情報サービス産業協会/(公財)ひまわりベンチャー育成基金/JFEテクノリサーチ(株)/(独)日本貿易振興機構(JETRO)千葉貿易情報センター/(一社)千葉県中
小企業診断士協会/日本弁理士会関東会

【一般部門】８件のプレゼンテーション(最終審査)

【学生部門】グランプリ受賞者のプラン発表会

表彰式・講評

ビジネスプラン発表会 交流会
発表会後にはお飲み物や軽食をご用意した交流会を
開催します。交流会では各発表者のPRブースを設け
ますので、是非お立ち寄りいただき交流をお願いし
ます。

千葉市発の新たなビジネスの創出を目指して、第18回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』ビジネスプラン発表会を開催します。一般部
門に「AI賞」「アグリビジネス賞」「ソーシャルビジネス賞」を設け、独創性あふれる多様なビジネスプランを募集しました。 発表会
では、銀行、証券会社等で組織された審査会での厳正な審査を突破した、優れたビジネスプランを持つ企業が、グランプリ獲得のため、
プレゼンテーションを行います。また、学生部門ではグランプリ受賞者による発表を行います。皆様のご参加心よりお待ちしております。

令和元年

11月20日(水)
発表会：13:30～17:25

三井ガーデンホテル千葉 3階『平安』
(千葉県千葉市中央区中央1丁目11-1)

(開場 13:00) 裏面の申込書にご記載の上、FAXまたはメール
もしくは右のQRコードからお申し込みください。

開 催 日 時 会 場

申 込 方 法

第1部 (13:30～17:25) 第2部 (17:30～18:40)

※各ビジネスプランの発表者・内容は裏面をご確認ください。 ※交流会参加希望の方は、会費2,000円を申し受けます。

交流会：17:30～18:40



第18回『ベンチャー･カップＣＨＩＢＡ』ビジネスプラン発表者
《一般部門》

No 企業名・代表者名 発表するビジネスプラン 所在地等

1 株式会社永光自動車工業
代表取締役 木俣 博光

インバウンド需要を守れ。観光バス床下防錆
塗装サービスで事故を防げ。

千葉市若葉区小倉町1301番地
TEL：043-231-8211
URL：https//www.ea-net.co.jp

2 株式会社ビードットメディカル
代表取締役社長 古川 卓司

超小型ハイスループット陽子線がん治療装置
の開発

千葉市稲毛区穴川4-9-1
放射線医学総合研究所内
TEL：050-5434-7334
URL：https://bdotmed.co.jp/

3 マイクラボ合同会社
代表社員 中里 雅孝 高速クラウドDTP翻訳サービス「DTP-Trans」

千葉市美浜区1-14
ウインズタウン稲毛海岸7-112
TEL：043-441-5490
URL：https://dtp-trans.com/dtp_profile

4 株式会社ヘルパーリンク
代表取締役社長 樋谷 祐希

『ヘルパーリンク』「シニアへのサポート」を提供
するサポーターとサポートを必要とする高齢者（ま
たは契約高齢者施設が利用者に代行して）をオンラ
イン上でマッチングさせるサービス。

千葉市花見川区幕張本郷2丁目3番15号
ラフィネ幕張本郷302号
TEL：050-5359-7358
URL：https://www.helper-link.com/

5 株式会社イノビオット
代表取締役 福田 紘也

自転車の安全運転を支援するIoT 見守りサー
ビス

千葉市中央区中央2-5-1 
千葉中央ツインビル2号館7階
TEL：090-5975-8201
URL：https://innoviot.co.jp/

6 中村 順一
健康寿命を向上させる！新しい人工股関節手
術のための専用手術台と大学発インプラント
の萌芽的研究

千葉市中央区亥鼻1-8-1
千葉大学大学院医学研究院整形外科学
TEL：080-4357-3129

7 株式会社TriplexTherapeutics
代表取締役 矢野 隆光

難治性神経筋疾患患者の社会復帰を可能にす
る革新的医薬の開発とその製薬化事業

千葉市美浜区中瀬1-3 
幕張テクノガーデンCB棟3階MBP
TEL：080-8160-3803
URL：https://triplexbio.tech/ja/

8 株式会社塚本
代表取締役 塚本 恭夫

社会のライフラインを繋ぐ燃料備蓄タンク
メーカーとして、新たな変革を目指す100年企
業の取り組み！

千葉市中央区新田町16-7 塚本ビル2階
TEL：043-242-8221
URL：http://www.tsukamoto-corp.com

No 氏名 発表するビジネスプラン 学校名

1 村上 千明 千葉大発グリーンケミストリーを指向した生
理活性脂質分析技術の開発 国立大学法人 千葉大学大学院

《学生部門・グランプリ》

ビジネスプラン発表会 参加申込書

貴団体名（所属）

御参加者

御役職 御氏名 交流会の参加希望(会費2,000円)

希望する ・ 希望しない

希望する ・ 希望しない

希望する ・ 希望しない

御連絡先

所在地 (〒 - )

TEL： FAX：

E-mail：

メールマガジン希望の有無
有 ・ 無 ・ 登録済

※ご提供いただきました個人情報は、連絡業務や参加者名簿の作成等、本事業の円滑な運営のために利用するものとし、
関係者以外の第三者への提供はいたしません。 【公的財団法人千葉市産業振興財団】

【宛先】公益財団法人 千葉市産業振興財団
FAX：043-201-9507  /  E-mail：sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp
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第１８回「ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ」ビジネスプラン発表会を開催します 

 

公益財団法人千葉市産業振興財団は、千葉市発の新たなビジネスの創出を図るため、 

第１８回「ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ」ビジネスプラン発表会を開催しますので、お知らせします。 

 

１ 概要 

今年度は昨年度に引き続き、一般部門、学生部門の２部門制として、一般部門内にＡＩ賞、アグリビジネ

ス賞、ソーシャルビジネス賞を設け、広くビジネスプランを募集しました。 

今回開催する発表会では、銀行、証券会社、企業経営者、大学等などの専門家で組織した審査会での審査

を突破した「一般部門」のビジネスプラン８件のプレゼンテーションを行い、最終審査により、グランプリ

及び各賞を決定します。 

また、学生部門は、グランプリ受賞者による発表を行います。 

※会場では、来場者の方とのマッチングを目的とした発表企業各社のＰＲブースを設け、交流を深めます。 

 

２ 日時     

令和元年１１月２０日（水） １３：３０～１８：４０ 

 

３ 会場     

三井ガーデンホテル千葉 ３階 「平安」（中央区中央１－１１－１） 

 

４ 受賞対象者 

  次ページ参照 

 

５ 主催等    

（１）主 催 

公益財団法人千葉市産業振興財団 

（２）共 催 

ベンチャークラブちば 

 

６ 来場対象 

創業に興味のある方、創業後間もない方、第二創業を考えている企業、投資、融資先の発掘等を考えてい

る企業、事業提携等の企業連携を考えている企業など。 

  ※参加申込み等の詳細は、別紙チラシのとおり 

 

７ 添付資料 

「第１８回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』ビジネスプラン発表会」案内ちらし

記者発表資料 

令 和 元 年 １ ０ 月 ３ ０ 日  

経済農政局経済部産業支援課  

電話 ２４５－５２７４ 内線 ３０２１ 

公益財団法人 千葉市産業振興財団  

電話 ２０１－９５０４ 
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【参考】各部門受賞対象者 

《一般部門》８件 ※グランプリ等は、当日の最終審査会(発表会)で決定されます。 

No 企業名・代表者名 発表するビジネスプラン 

1 株式会社永光自動車工業 

代表取締役  木俣  博光 
インバウンド需要を守れ。観光バス床下防錆塗装サービスで

事故を防げ。 

2 株式会社ビードットメディカル 

代表取締役社長  古川  卓司 超小型ハイスループット陽子線がん治療装置の開発 

3 マイクラボ合同会社 
代表社員  中里  雅孝 高速クラウド DTP翻訳サービス「DTP-Trans」 

4 株式会社ヘルパーリンク 

代表取締役社長  樋谷  祐希 

『ヘルパーリンク』「シニアへのサポート」を提供するサポーター

とサポートを必要とする高齢者（または契約高齢者施設が利用者

に代行して）をオンライン上でマッチングさせるサービス。 

5 株式会社イノビオット 
代表取締役  福田  紘也 自転車の安全運転を支援する IoT 見守りサービス 

6 中村  順一 健康寿命を向上させる！新しい人工股関節手術のための専用

手術台と大学発インプラントの萌芽的研究 

7 株式会社Triplex Therapeutics 
代表取締役  矢野  隆光 

難治性神経筋疾患患者の社会復帰を可能にする革新的医薬の

開発とその製薬化事業 

8 株式会社塚本 
代表取締役  塚本  恭夫 

社会のライフラインを繋ぐ燃料備蓄タンクメーカーとして、

新たな変革を目指す 100年企業の取り組み！ 

 

《学生部門・グランプリ》 

No 氏名 発表するビジネスプラン 

1 村上  千明  

(千葉大学大学院) 
千葉大発グリーンケミストリーを指向した生理活性脂質分析

技術の開発 
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第１８回「ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ」受賞者が市長を表敬訪問します 

 

  千葉市発の新たなビジネスの創出を目指したビジネスプランコンテスト、第１８回「ベンチャー・カップ

ＣＨＩＢＡ」(主催：公益財団法人千葉市産業振興財団)の受賞者が、市長を表敬訪問しますので、お知らせ

します。 

 

１ 日  時 

令和元年１１月２７日（水） １３：３０から 

 

２ 場  所     

市役所３階 市長応接室 

 

３ 受賞者 

（１）一般部門   

賞 企業名・代表者名 ビジネスプラン 

グランプリ 
株式会社カーム・ラーナ 

代表取締役  中村  順一 

健康寿命を向上させる！新しい人工股関節手術

のための専用手術台と大学発インプラントの萌

芽的研究 

AI賞 

株式会社ビードットメディカル 

代表取締役社長 古川  卓司 
超小型ハイスループット陽子線がん治療装置の開発 

マイクラボ合同会社 

代表社員 中里  雅孝 
高速クラウドDTP翻訳サービス「DTP-Trans」 

アグリビジネス賞 該当者なし  

ソーシャルビジネス賞 
株式会社塚本 

代表取締役社長  塚本  恭夫 

社会のライフラインを繋ぐ燃料備蓄タンクメー

カーとして、新たな変革を目指す 100年企業の

取り組み！ 

優秀賞 

株式会社永光自動車工業 

代表取締役 木俣  博光 

インバウンド需要を守れ。観光バス床下防錆塗

装サービスで事故を防げ。 

株式会社ヘルパーリンク 

代表取締役社長  樋谷  祐希 

『ヘルパーリンク』「シニアへのサポート」を提供

するサポーターとサポートを必要とする高齢者（ま

たは契約高齢者施設が利用者に代行して）をオンラ

イン上でマッチングさせるサービス。 

株式会社イノビオット 

代表取締役  福田  紘也 
自転車の安全運転を支援するIoT 見守りサービス 

株式会社 Triplex Therapeutics 

代表取締役  矢野  隆光 

難治性神経筋疾患患者の社会復帰を可能にする

革新的医薬の開発とその製薬化事業 

 

 

記者発表資料 

令 和 元 年 １ １ 月 ２ １ 日  

経済農政局経済部産業支援課  

電話 ２４５－５２７４ 内線 ３０２１ 

公益財団法人 千葉市産業振興財団  

電話 ２０１－９５０４ 
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（２）学生部門 

賞 学校名・氏名 ビジネスプラン 

グランプリ 
国立大学法人 千葉大学大学院 

村上 千明 

千葉大発グリーンケミストリーを指向した生

理活性脂質分析技術の開発 

 

４ 第１８回「ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ」の開催概要    

（１）イベント名称  

第１８回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』 

（２）開催日時   

令和元年１１月２０日（水） １３：３０～１８：４０ 

（３）会場   

三井ガーデンホテル千葉 ３階 「平安」（中央区中央１－１１－１） 

（４）主催   

公益財団法人千葉市産業振興財団 

（５）共催   

ベンチャークラブちば 

 

 

 

 

 


