
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２０２１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

最優秀賞20万円
最優秀賞副賞（大堀相馬焼進呈）／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
LEAP  OVER 賞／三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社
enspace 賞／エンスペース株式会社
株式会社 T 賞／株式会社 T
B-Br idge 賞／株式会社 B-Br idge
トレジオン賞／ Treg ion 株式会社
エフコム賞／株式会社エフコムホールディングス
その他予定

L IKE  o r  JO IN  ! !

ふくしまベンチャーアワード２０２１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

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

02 新規性・斬新性

03 共感性

04 社会性

05 事業性

06 パートナー・チーム
コミュニティ

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

新しいビジネスへの挑戦や地域課題の解決に取り組む

会場：ホテルサンキョウ福島

13 : 00  開会

13 : 05 講演
「東北の VC から見た起業家・支援者への期待」
福留 秀基 氏（株式会社 MAKOTO キャピタル 代表取締役）

vivola 株式会社　CEO 角田夕香里

合同会社ねっか　代表社員 脇坂斉弘

アルファ電子株式会社　専務取締役 樽川千香子

株式会社アルゴロマン　代表取締役 沖野昇平

株式会社バイオマスレジンホールディングス
取締役副社長 中谷内美昭

サイトセンシング株式会社　代表取締役 平林隆

株式会社介祉塾　代表取締役 砂亮介

株式会社ケイリーパートナーズ　代表取締役 /COO 鷲谷恭子

株式会社 hakken　代表取締役 竹井淳平

13: 50  ファイナリストプレゼンテーション

16 : 30  審査＆ショートピッチ

17 : 10  結果発表・表彰式

福留 秀基 氏 Hukudome Hideki
株式会社MAKOTOキャピタル　代表取締役　

　東北大学大学院通信工学専攻修了
後、株式会社シグマクシスにてデジタ
ル戦略コンサルタントとして飲料メー
カー・金融業・専門商社・小売業など
のクライアントへの新規事業開発・
PMO 案件・ビジネスデューデリジェ
ンス・データ解析・新規事業開発に従
事後、MAKOTOキャピタルに参画。
　経営コンサルティング事業を通じた
東北の中核企業に対する DX 推進や戦
略・業務推進・運用の支援、及びファ
ンド事業における投資・ハンズオンを
通じた東北の起業家に対する包括的な
支援を実施している。

講演者プロフィール最終選考会 プログラム

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

会場：ホテルサンキョウ福島会場：ホテルサンキョウ福島会場：ホテルサンキョウ福島会場：ホテルサンキョウ福島会場：ホテルサンキョウ福島会場：ホテルサンキョウ福島会場：ホテルサンキョウ福島

令和 4 年 1 月 20 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/TBr_iuR_w90配信 URL：https://youtu.be/TBr_iuR_w90
公式 WEB サイト：https://venture-award.com/

最優秀賞副賞（大堀相馬焼進呈）／大堀相馬焼 松永窯

最優秀
最優秀賞副賞（大堀相馬焼進呈）／大堀相馬焼 松永窯最優秀賞副賞（大堀相馬焼進呈）／大堀相馬焼 松永窯

ふくしまベンチャーアワード２０２ 1
最 終 選 考 会



ファイナリスト 紹介

ショートピッチ登壇者 紹介
審査会の時間を活用し、1 次審査通過者のうち 4  名によるピッチを行います。

事前審査を勝ち抜いたファイナリストがプレゼンテーションを行い、審査員による質疑を行います。

No.1 角田 夕香里 つのだ ゆかり

メーカーの研究開発を経て社内新規事業立ち上げを経験した後、自身が
最も興味のある女性医療を事業領域とする vivo la を設立。女性が自身の
健康課題と主体的に向き合える世界づくりを目指している。
婦人科系疾患や不妊治療の経験から、通院頻度が高く仕事との両立が難
しいことや、治療の体系的な理解が難しい情報の非対称性に疑問を持っ
ており、納得のいく治療生活を送りたいと事業を立ち上げた。
今回のアワードを経て、多くの方に不妊治療という社会課題を理解し、
患者の医療アクセスを上げることが治療継続、少子化へもインパクトが
あることを是非知っていただき、医療の広域連携に向けた協力者を一人
でも増やしていきたい。

紹介コメント

不妊治療患者の通院負荷低減のための
遠隔診療システムのスキームの確立

プランテーマ

2000 年、郡山市から南会津町に移住。日本酒造りを行いながら地域づ
くりにも積極的に参加してきた。2016 年、只見産の米を有効活用し、
冬期の雇用創出を図り、地域産業の活性化に寄与すべく、地域の農家４
人と共に米焼酎を製造する合同会社ねっかを創業。次世代に地域をつな
ぐことを目標に日々邁進している。
2021 年は稲刈り後に香港輸出用の日本酒を製造し、12 月より香港での
販売が開始。各メディアで大きく取上げられ、米焼酎の売上も伸びてい
る。
このアワードを通じ、福島只見のことを少しでも多くの方に知っていた
だけたら嬉しい。輸出用の日本酒が世界と地域の懸け橋になれる様に頑
張りますので、応援よろしくお願いいたします。

紹介コメント

合同会社ねっか　代表社員vivo la 株式会社　CEO

審査員紹介

No.2 脇坂 斉弘 わきざか よしひろ

田園風景を次世代につなぐ、
只見産米を活用した日本酒と米焼酎を世界に！

プランテーマ

1993 年、神奈川県生まれ。東京大学大学院で心理学を研究。「心理師」
という仕事を通じて、赤ちゃん・子どもたちの発達の支援をしている。
大学生の頃から東日本大震災の被災地で子どもたちの支援に関わり、福
島をはじめとして東北 3 県には 100 回超訪問した。
2017 年株式会社アルゴロマン創業。子どもたちが世界中の人と出会っ
て友だちになるオンライン教育プログラム「ミーツ・ザ・ワールド」を
保育園・幼稚園に展開。震災・コロナに子どもたちの自由を奪わせない！
子どもたちが世界中の誰とでも出会えるチャンスを作っている。
東北は、私にとって第 2 のふるさと。この土地の子どもたちが、将来広
い世界に羽ばたいていく環境づくりを一緒にしませんか？

紹介コメント

株式会社アルゴロマン　代表取締役

No.4 沖野 昇平 おきの しょうへい

世界に注目される幼児教育都市、FUKUSH IMA。
5 歳から世界中の人とおしゃべりする子どもたち。

プランテーマ

No.9 竹井 淳平 たけい じゅんぺい

総合商社、戦略コンサル、マーケターを経て hakken を設立。「その 1
秒をもっと豊かに」を理念に、世の中のさまざまな課題を解決する事業
を作り続けている。
2021 年夏に熊本、広島に工場を作り、地域密着で活動中。EC や都心で
の展示をはじめ、大手居酒屋チェーンのメニュー化、企業のノベルティ
などへの導入も続々決定している。現在、福島県玉川村を候補に、130
拠点を目指す UNDR12 の東日本初の拠点設立を目指す。
ここから 7 年間「フードロス解決 / 地域活性化」にフルスイングです！
福島県の応援を背に、日本へ、世界へ、矛盾の少ない社会を拡げていき
ます！

紹介コメント

廃棄野菜の乾燥アップサイクル！
食・農・地域の課題に挑むプロジェクト『UNDR12』

プランテーマ

株式会社 hakken　代表取締役

郡山市生まれ。第一子の出産をきっかけに離職し、東京から U ターン。
親育ち真っ最中の日々を送りながら、2019 年「2 時間で働こう」をキー
メッセージに 2hours を開業、同年ケイリーパートナーズを設立。
原点は、早くに亡くした「母の姿」と福島で経験した「東日本大震災」。
様々なボランティア活動を通じて、「健やかな心と身体で、調和の取れ
た働き方ができる社会を作る」が自らのミッションに。
現在は、企業の生産性向上と女性活躍推進の両立を目的に、ワークシェ
アリングによるアウトソーシングサービスを展開中。
2018 年度、起業予定者として挑んだアワードでいただいた、あたたかい
エールのおかげで今の私がある。あの時には見えなかったその先の景色
を、精一杯プレゼンさせていただきます。ずっと変わらない想いを胸に。

紹介コメント

株式会社ケイリーパートナーズ
代表取締役 /COO

No.8 鷲谷 恭子 わしや きょうこ

福島発・パーパスの時代を伴走する
HR ソリューション「with  KALEY」

プランテーマ

No.5 中谷内 美昭 なかやち よしあき

プロバイダー立上げやシステム開発に携わり、環境コンテンツを推進す
る中で京都大学教授との出会いがあり、バイオマスプラスチック製造装
置の開発に参加。お米のプラスチック樹脂開発に取り組むこと 20 年を
経て、現在に至る。
2021 年 10 月バイオマスレジン福島を設立。展示会やシンポジウム等へ
の参加、県内小中学校等での環境問題出前授業を開催中。また、農機ロ
ボットや IoT 等を活用した「ライスレジン」用の米作りをスタートし、
浜通りの原風景の復活を合言葉に生産農家さんとの共存繁栄の道を探り
はじめている。
福島モデルである「お米とライスレジンの生産」を国内、海外に向けて
発信し、福島県の脱炭素社会の実現を目指したい。

紹介コメント

農業と環境のリ・デザイン
お米のプラスチックで脱炭素社会へ貢献。浪江から世界へ！

プランテーマ

株式会社バイオマスレジンホールディングス
取締役副社長

構造力学が専門でゼネコンに勤務後、1992 年経営コンサルタントに転
身、真の人生を開始。外資系コンサル企業で新規事業開発の経験を積ん
だ後、産業技術総合研究所で技術シーズのベンチャー化を担当、2012
年サイトセンシングを起業。
既存構造物のメンテナンス業務担当者が背負う多くの負担を和らげ、業
務の生産性革命が必要であるとの認識が原体験となる。
現在は、キーコンセプト「非 GPS 環境下でのドローンの自動飛行」の重要性
を再認識したため、計画を前倒ししてドローンの飛行実験に明け暮れている。
アワード最終選考に残ることで、様々なバックグラウンドをお持ちの
方々からコメント・アドバイスを得ることが出来る機会を最大限享受し
たい。

紹介コメント

サイトセンシング株式会社　代表取締役

No.6 平林 隆 ひらばやし たかし

非 GPS 環境下ドローンの自動飛行 / 撮影による
現地状況リモート管理システム

藤井 靖史
西会津町 CDO（最高デジタル責任者）

酒井 良信
株式会社エフコムホールディングス 代表取締役社長
株式会社エディソンホールディングス 代表取締役社長

福留 秀基
株式会社 MAKOTO キャピタル 代表取締役

三瓶 綾子
経済産業省東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 課長

小村 幸男
独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 企業支援部 部長

鈴木 慎也
福島県 商工労働部 産業振興課 課長

プランテーマ

No.3 樽川 千香子 たるかわ ちかこ

介護職、事務職、専業主婦を経て、家業であるアルファ電子へ 2015 年
入社。娘が幼少期に小麦アレルギーだった経験や、仕事、家事、育児の
両立に奮闘した経験から、女性の心に寄り添う “ものづくり” を目指す。
食品部門の立ち上げを自ら進め、２年前から米粉麺の研究開発を開始。 
“日本一美味しい米粉麺をつくる” という目標のもと、都内の大学と科学
的根拠をもった研究を重ねてきた。第８回新東北みやげコンテストでア
イディア特別賞受賞。
「米粉麺といったら福島県」と言えるような、米消費の地産地消モデル
ケースを目指し、米の消費量、食料自給率の低下を食い止める活動につ
なげ、日本の農業再生に寄与する事業へ成長させていきたい。

紹介コメント

福島の米を活用した米粉麺の生産による
地域活性と地産地消型ＯＥＭへの挑戦

プランテーマ

アルファ電子株式会社　専務取締役

No.7 砂 亮介 すな りょうすけ

紹介コメント

病院・施設のベッドの利用状況を共有する
クラウド型 IT サービス Bedyc l e（ベディクル）の事業化

プランテーマ

株式会社介祉塾　代表取締役

大学卒業後、ボランティアや海外放浪などを経て、2007 年、大阪府に
て介護会社を創業。ソーシャルワーカーとして地域福祉に従事。2017
年新たに介祉塾を設立。現在に至る。中小企業診断士、社会保険労務士、
社会福祉士。
患者や病院・施設に接した経験から、このままでは医療介護の持続性が
確保されず、患者にとっても好ましくないと痛感。病床の有効活用が大
きな課題であることを知り、それを解決するため試行錯誤し、ようやく
形にすることができた。
福島県は全国的に見て、医療過疎化がもっとも進んでいる地域の一つ。
何とかして地域の医療介護を支えている方々とともに、持続可能な医療
介護にするための活動をしたい。ぜひともに福島モデルを作りましょう。

A IZU-YA - JAPAN　代表 池添寛子
「会津で探す～会津で結ぶ～会津で稼ぐ」

いわきユナイト株式会社　代表取締役 植松謙
「いわき発！魚のサブスクと体験・交流を組み合わせた新サービス『さかなのわ』」

しゅふコミ　代表 横尾恵美
「主婦は街の広報部　消費者目線のマーケティング活用」

株式会社 ZINE　取締役 COO 二宮みさき
「オンラインがん相談サービス Cance rW i th」


