
「まつやま創業者クラブ」に参加しませんか？ 詳しくは裏面をご覧ください

 

3月7日 土

いよてつ髙島屋 9Fローズホール

無  料参加費

会　場

時　間

◆創業3年以内の中小企業経営者・個人事業主
◆創業予定者（業種不問）
※創業後3年以上経過している方、松山市外の会員さま
　もご継続・参加可能です。

『まつやま創業者クラブ』
入会（登録）者及び当日までに登録の方

参加
対象

〈入会等詳しくは裏面をご覧ください〉 申込方法は裏面をご覧ください

[住所］〒790-8587 松山市湊町5丁目1番地1
[交通］伊予鉄松山市駅横

入会登録料
無　料

◇ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

　

主催／未・来Jobまつやま
（松山市民しごと創造ワンストップ支援事業）

13：00～16：00
（開場12：45）

会　場松山市駅

松山市役所

堀之内

銀天街

松山市

南堀端

主催：未・来Jobまつやま（松山市民しごと創造ワンストップ支援事業）
協力：松山商工会議所・伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫・愛媛県信用保証協会・えひめ産業振興財団・愛媛県よろず支援拠点・中小企業基
盤整備機構四国本部（松山オフィス）・日本政策金融公庫・ワークライフ・コラボ・松山市 

　

創業者クラブ

第8回 まつやま

一般の方も入退場自由
お気軽にお越しください！

ガチャガチャ
チャレンジ
3ブース訪問で1回
ガチャガチャのチャンス！
何が当たるかは引いての
お楽しみ！！

※お1人様1回限り
※なくなり次第、終了

フリータイム
交流スペース

基調講演

14：00

15：30

15：30

16：00

14：15-14：45

商売について知っている!?
クイズ大会 

出展者紹介リレー

講
師嵜本　晋輔氏

さきもと　　しんすけ

Valuence Holdings 株式会社　代表取締役社長

戦力外Jリーガー 経営で勝ちにいく
～新たな未来を切り拓く「前向きな撤退」の力～

チラシコーナー

全員参加

13：00

14：00

14：00～16：00

事前申込

089-948-8036 club@mirajob.jp

まつやま創業者クラブに　　□　入会済み　　□　未 入 会　　　 未入会の方は、下記項目へのご記入をお願いいたします。
入会済みの方は、下記内容に変更がある場合のみご記入ください。

電 話 番 号 　　　－　　　－　　　　

住 　 　 所

氏 　 　 名

ふ り が な ふ り が な

業　　　種
※創業予定者は
　予定業種

当クラブ紹介者

当クラブの情報を
どこで知りましたか

メールアドレス
※ある方のみ

事 業 所 名
※創業予定者は
　予定

支援機関へ登録
情報提供の可否

まつやま創業者
クラブの支援を

第8回『まつやま創業者クラブ』参加申込書

主催／未・来Jobまつやま
（松山市民しごと創造ワンストップ支援事業）

入会登録料無料

FAXはこちらの申込書をご利用ください。メールは下記の必要事項を
ご記入の上、送信ください。ホームページからも申し込みできます。

FAX E-mail http://www.mirajob.jpホームページ

□ 承諾する　　□ 承諾しない□ 希望する

□ 来所　　□ まつやま創業者クラブチラシ　　□ 未・来Jobまつやまホームページ　　□ メルマガ・フェイスブック
□ テレビ・ラジオ　　□ 広報まつやま　　□ 松山市役所、松山市役所ホームページ　　　□ 新聞・雑誌・地元経済誌
□ 知人・友人の紹介　　□ 関係者の紹介　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 卸売業・小売業

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□ 未定

□ 飲食　　□ 情報通信・広告　　□ 不動産・金融・保険　　□ 理美容・エステサロン・整体　　□ 接骨院・鍼灸院
□ 医療・介護　　　□ 教育　　　□ コンサルタント（経営・人材育成など）　　　□ 士業（税理士・社労士など）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）□サービス業

★創業

　　年　　　月

〒　　　　ー

事務局

入会申込
受　　付

□講演内容に興味があるから　　□出展ブース・出品に興味があるから　　□自社の商品やサービスをアピールしたいから
□情報収集をしたいから　　　　□創業支援機関とつながりたいから　　  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今回の創業者クラブの参加目的に、チェックを入れてください。（複数回答可）

□参加　　　　□不参加講演会に参加しますか？



1982年、大阪府出身。関西大学第一高校卒業後、Jリーグ「ガンバ大阪」への
入団と同時に関西大学に進学。引退後、父が経営していたリサイクルショッ
プで経営のノウハウを学び、2007年にはブランド買取専門店「なんぼや」を
関西にてオープン。2011年、株式会社SOU（現：Valuence ホールディング
ス）を設立し、同代表取締役に就任。現在は、「なんぼや」の他、予約もできる
買取専門店「BRAND CONCIER（ブランドコンシェル）」、BtoBオークショ
ン事業「STAR BUYERS AUCTION（スターバイヤーズオークション）」、
BtoC販売事業「ALLU（アリュー）」、さらに資産管理アプリ「miney（マイ
ニー）」を展開・運営し事業を拡げ、2018年3月には東証マザーズへの株式上
場を達成、さらなる事業拡大と成長を目指している。

基調講演
13：00

14：00

14：00

15：30

14：15

14：45

商売について知っている!?
クイズ大会 

15：30

16：00

販路開拓や集客力向上のためになる○×クイズを出題します。
上位者にはステキな景品をプレゼント！

フリータイム

交流スペース
軽食やドリンクを召し上がりながら、名刺交換、お店や
商品の宣伝や事業マッチング等が自由にできます。

創業者クラブ入会者の店舗チラシ・リーフレット等を設置。
ご自由にお持ち帰りください。

「入会者出展ブース」や「創業・経営なんでも相談ブース」を自由に巡回できます。

出展者紹介リレー
「入会者出展ブース」と
「創業・経営なんでも相談ブース」を
リレー紹介します。

※応募多数時は
抽選となります。

戦力外通告から、東証マザーズへの株式上場へ。
22歳で戦力外通告を受けた後、どのように気持ちを切り替え、
会社を立ち上げたのか？
そして、どのように会社を成長させてきたのか？
これまでの経緯や信条を余すことなくお伝えさせていただきます。

講師：嵜本　晋輔氏
さきもと　　しんすけ

Valuence Holdings（バリュエンス ホールディングス）株式会社
代表取締役社長戦力外Jリーガー 経営で勝ちにいく

～新たな未来を切り拓く「前向きな撤退」の力～

30名
定　員事前申込締切

2月29日（土）

協　賛
STORY -photokeep labo-
おうちごはん　てんさいとう

チラシコーナー

全員参加

裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえお申込みください。申込
方法

3月7日 土 いよてつ髙島屋 9Fローズホール会　場
[住所］〒790-8587 松山市湊町5丁目1番地1
[交通］伊予鉄松山市駅横

無  料参加費

時　間 13：00～16：00
（開場12：45） ※14：00～16：00は入退場自由

14：00～15：30
松山圏域の創業・経営支援機関が一斉に集結！
創業や経営課題の悩みや疑問が解決できます！ 

創業・経営なんでも相談ブース

支援機関
ワークライフ・コラボ
愛媛県信用保証協会
日本政策金融公庫
伊予銀行
松山商工会議所
愛媛県中小企業診断士協会
中小機構四国本部　松山オフィス
愛媛信用金庫
えひめ産業振興財団・愛媛県よろず支援拠点
愛媛銀行

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

No.

入会者出展ブース 
まつやま創業者クラブ入会者が、自社の商品やサービスをアピール！
気軽に体験できる「実技出展ブース」と、ミニセミナーや店舗紹介などの「展示出展ブース」が一同に勢ぞろい。
普段できない体験ができるかも！？

※商品・サービスの販売や金銭等の授受は一切行いません

Yoga Spoon（ヨガスプーン）

1

店名（会社名）No. 出展内容

実
技
出
展

展
示
出
展

森のようちえん「さわやかえくぼほほえみ園」開園案内運営
方針説明・開園前お散歩会案内・協働運営者/支援者募集

生前整理、終活は早すぎることはない！なぜ片付けられないか
を一緒に考えていきましょう

SHIRASU（シラス）～ネットを使って売上、上げます～

おうちごはん　てんさいとう

6

森のようちえん「さわやかえくぼほほえみ園」/えくぼの会

「ありさん工房」オリジナルアクセサリー展示

イメージアップする似合う色を知るミニセミナー

おうちごはん　てんさいとう店舗紹介
食事の大切さのご紹介

ありさん工房

愛媛産精油を使った芳香用ブレンドアロマ「Kie」の紹介アロマ
空間プロデュース事業やオリジナル商品開発のPRAct Kie（ふるさとの香りプロデュース）

色彩講師・カラーコーディネーター　竹中優子

“なりたい自分になる”吉を味わってみませんか？先人たちの
言葉を用いた運命学を基にアドバイスします手相家　渡邊真希（九星気学カウンセラー）

片付け家庭教師　片付け塾　片付け屋あかね

13

12

11

10

9

8

7

5

4

3

2

あーいバルーン

Good Sports English Academy

さきやま鍼灸接骨院

スポンジのラグビーボールを使用したボールパスゲーム

かんたんヨガ体験

神喜（ミキ）salon あなたの自然治癒力を呼びさますヘッド・ハンドマッサージ

聞いてみよう！ネットを使った売上対策

やってみよう！バルーンアート体験

疲れをとります！　気持ちの良いツボ刺激！！

＜注意事項＞
・出展者・出展内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。　・すべての出展ブースにおいて、商品・サービスの販売や金銭等の授受は一切行いません。　・会場規
定および衛生管理上、外部からの飲食物の持ち込みは原則できません。　・お子様同伴の参加は可能です。ただし、託児はないため、保護義務と周りの方の迷惑にならないようにご配
慮願います。　・主催者の指示に従っていただけない場合、ご退場いただくこともございます。

入会者出展ブース、創業・経営なんでも相談ブースを
訪問してシールをGET！
シール3枚で「ガチャガチャ」が1回できます。
何が当たるかは引いてのお楽しみ！

ガチャガチャチャレンジ
14：00～15：30 ※お1人様1回限り  ※なくなり次第終了

協　賛
ありさん工房
伊予鉄総合企画株式会社
関西お好み焼き福美味
STORY -photokeep labo-
手相家　渡邊真希（九星気学カウンセラー）
Blue Address
神喜（ミキ）salon
Yoga Spoon（ヨガスプーン）

 ※50音順


