
最優秀賞20万円 審査は以下の観点で行います。

ふくしまベンチャーアワード２０２０では、ご来場の皆様が、発表者への応援や関わり合いを持つた
めの仕掛けをご用意しています。ご自身のビジネスや地域に前向きな変化をもたらすきっかけとして、
発表者とつながる機会をご活用下さい。

発表者と審査員による発表・質疑ののち、ご来場の
皆様に、お手元に配布している「LIKE!」「JOIN!!」
のカードを挙げていただきます。

表彰 / 受賞特典 審査基準

LIKE  o r  JO IN  ! !

発表者を応援しよう！

LIKE! JOIN! !
「いいね！」
のメッセージ

「一緒に何かやろう！」
のメッセージ

・自分の事業領域で協業・支援ができそう ( 販路開拓、人材提供など )
・資金やノウハウなどの支援ができそう ( 金融機関、支援機関など )
・自分の地域で実証の場を提供できそう ( 自治体など )
・発表者と連携できそうな知人を紹介できそう
…など

発表者と審査員による
発表と質疑応答ののち

司会から発する
掛け声を合図に

「LIKE!」か「JOIN!!」
のいずれかを挙げる

JOIN!! を挙げるときの例

LIKE!
or
JOIN!! L IKE ! JOIN! !

具体的に協業や支援ができそうな方は、コミットメントカードに具体的な内
容とご連絡先をご記入の上、会場後方の投函箱に投函をお願いいたします。
応援メッセージも、ぜひお願いいたします。

コミットメントカード

投
函
箱

01 起業家精神・熱意
最優秀賞 副賞（大堀相馬焼 大皿）／大堀相馬焼 松永窯
東北大学 地域イノベーション研究センター賞／東北大学 地域イノベーション研究センター
enspace 賞／エンスペース株式会社
EO 賞／ EO North Japan
凸版印刷 ( 株 ) 東日本事業本部賞／凸版印刷株式会社
日本ユニシス賞／日本ユニシス株式会社
NEC ソリューションイノベータ賞／ NEC ソリューションイノベータ株式会社
JR 東日本スタートアップ賞／ JR 東日本スタートアップ株式会社
LEAP OVER 賞／三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社
中小機構東北本部長賞／独立行政法人中小企業基盤整備機構
株式会社 RSPP 賞／株式会社 RSPP
Fukushima-BASE 賞／株式会社オーダーメイドジャパン

02 共感性

03 地域性 ( 社会性 )

04 事業性

05 新規性・斬新性

06 パートナー・チーム
コミュニティ

新しいビジネスへの挑戦や地域課題の解決に取り組む

13 : 00  開会

13 : 05 講演
「起業家精神で生み出す地域の文化と経済」
矢島  里佳 氏 (  株式会社和える  代表取締役 )

中野 友登　株式会社オーダーメイドジャパン 代表取締役社長
 「共創する地方ならではの新たな環境。
  　　　　　　　　　　　　  コワーキングラボ Fukush ima-BASE」

本間 誠　株式会社ホップジャパン 代表取締役
「『ひと・もの・こと』をつなぎ人々を笑顔にするサステナブルワリー」

和田 晃司　情報整備局 代表
「消防団を支援する地域防災アプリケーション S.A.F.E. の提供」

川内 康裕　株式会社リビングロボット 代表取締役
「プログラミングロボット『あるくメカトロウィーゴ』」

近藤 拓馬
「地域の LIFE WORK HUB 事業－集落型コワーキングスペースの創出－」

大島 草太　Kokage Kitchen 代表
「福島県あぶくま地域の特産品を使った商品開発
  　　　　　　　　    　およびキッチンカーでの移動販売プロジェクト」

佐々木 陽　株式会社 FaBo 代表取締役
「AI ロボットカービジネスとデジタルツイン田園都市構想」

佐藤 太亮　株式会社 haccoba 代表取締役
「人口がゼロになったまちで、みんなで育てる酒蔵をつくる」

栢本 直行　株式会社ハンドレッド 代表取締役
「動物実験における、動物の福祉と作業者の安全と
  　　　　　　　　　　　　　　　　　実験効率を両立する器具の開発」

13: 50  ファイナリストプレゼンテーション

16 : 30  審査会＆1 次審査通過者によるショートピッチ

17 : 10  結果発表・表彰式

矢島  里佳 氏  Yajima Rika
株式会社和える  代表取締役　
1988 年東京都生まれ。
慶應義塾大学法学部卒業、
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。
職人と伝統の魅力に惹かれ、19 歳の頃から全国を回り、大学時
代に日本の伝統文化・産業の情報発信の仕事を始める。大学 4
年時の 2011 年 3 月、「日本の伝統を次世代につなぐ」株式会社
和えるを創業。日本全国の職人と共にオリジナル商品を生み出
す＂0 歳からの伝統ブランド aeru＂を立ち上げ、東京・京都に
事業拠点を立ち上げる。「ガイアの夜明け」（テレビ東京）にて
特集される。その他、日本の伝統を暮らしの中で活かしながら
次世代につなぐ様々な事業を展開。

2013年  世界経済フォーラム（ダボス会議）「World Economic    
                  Forum ‒ Global Shapers Community」メンバーに 
　　　　選出される。
2015 年　第4回 日本政策投資銀行（DBJ）「女性新ビジネスプラン                   
                   コンペティション」にて、女性起業大賞受賞。
2017年　第2回 APEC「APEC BEST AWARD」にて、APEC best 
　　　　 award 大賞、Best social impact賞をダブル受賞。
　　   　  京都市文化芸術産業観光表彰「きらめき大賞」受賞。

講演者プロフィールプログラム

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
来場の際はマスクの着用をお願いいたします。

なお、ご入場時の手指の消毒、検温にご協力ください。
37.5℃以上のお客様には、入場をご遠慮いただきます。
ご了承ください。

最終選考会への入場時のお願い
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No.9

令和 3 年 1 月 28 日 ( 木 )13:00 ～ 18:00

  主  催 ：福島県
  後   援  ： 東北経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部、株式会社東邦銀行、朝日新聞福島総局、読売新聞東京本社福島支局、毎日新聞福島支局、日刊工業新聞社福島支局、福島民報社、
　　　　　　　  福島民友新聞社、テレビユー福島、福島中央テレビ、福島放送、福島テレビ、NHK 福島放送局、株式会社ラジオ福島、ふくしま FM、福島県中小企業団体中央会、福島県商工会議所連合会、
　　　　　　　  福島県商工会連合会、福島経済同友会、福島県中小企業家同友会、福島県経営者協会連合会、福島県信用保証協会、公立大学法人会津大学、福島県インキュベート施設ネットワーク協議会
運営事務局：  エイチタス株式会社

配 信 U R L

配信 URL：https://youtu.be/4fRk8yccTnc
公式 WEB サイト：https://venture-award.com


