フ ァ イ ナ リ スト 一 覧

矢野 莉恵
や

の

り

ニューヨーク州

み

福岡県

キャラクター動画が、
あっという間に作成できる
ソフトウェア「Smart Avatar® 」
の開発・販売

Material Wrld, Inc.

有限会社BOND

田中 美和

橋本 昌子

代表取締役

なか

み

わ

はし

東京都

もと

まさ

こ

石川県

ハイスキルマザーの力を
活用した業務アウトソーシング
サービス事業

医療・介護・教育の
コラボレーションで高齢者が
自分らしく人生を終えるための
支援

株式会社Waris

株式会社スパーテル

引地 恵

吉田 理恵

代表取締役

ひき

ち

代表取締役

よし

めぐみ

宮城県

中古着物地によるリメイク雑貨
製造販売事業
〜感謝を包む手仕事で
グローバルブランドを創る〜

だ

り

え

東京都

〜ハッピーな食事介助を
目指して〜
「ごっくんチェッカー」の事業展開

一般社団法人WATALIS

株式会社ハッピーリス

御手洗 瑞子

太刀山 美樹

代表取締役

代表理事

み

た

らい

たま

こ

た

宮城県

気仙沼を拠点とし、
ハイエンドな手編みの
セーター・カーディガンの企画・
製造・販売を行う事業

株式会社気仙沼ニッティング
代表取締役

特別賞「地域イノベーション賞」

かわ

ファッション業界と直接組み、
ラグジュアリーファッションを
百貨店やブランドのギフトカード
で買い取り、新規購入を促す
業界初のトレードイン事業

た

DBJ 女性起業震災復興賞

古川 ひろ美
ふる

え

代表取締役

DBJ 女性起業震災復興賞

（敬称略）

酒井 里奈
さか

い

り

な

岩手県

独自の発酵技術を活用した
米エタノールビジネス
〜バイオマス、未利用資源を
活用して高付加価値プロダクツ
を生み出す〜

株式会社ファーメンステーション
代表取締役

ち

やま

み

き

福岡県

〜未来と今を担う人材育成〜
挑戦できる子どもと親を育てる
放課後アドバンススクール
「テミル TM」の展開

株式会社MIKI・ファニット
代表取締役

今回のコンペティションでは、大賞、優秀賞、震災復興賞
の３賞の他、
特別賞として、
地域の活性化に貢献する
「地域イノベーション賞」
を授与しました。

ファイナリスト紹介

（発表順、敬称略）

や

の

り

え

矢野 莉恵

ニューヨーク州

略歴 上智大学比較文化学部卒。2004年三菱商事入社、広報部報道
チーム在籍。2005年秋より米国三菱商事NY本社に1年半トレーニー
駐在。2008年よりハーバードビジネススクールに留学し、経営学修士
取得。2010年より米コーチNY本社デジタルメディアマーケティング
部マネジャーとして同社Eコマース並びにデジタルコンテンツに従事。
2012年6月よりマテリアルワールドの共同代表としてNYを拠点に活
動中。
【Material Wrld, Inc.

事業名

事業
概要

代表取締役】

ファッション業界と直接組み、ラグジュアリー
ファッションを百貨店やブランドのギフトカードで
買い取り、新規購入を促す業界初のトレードイン事業
トレードイン事業は自動車や電化製品
等では普及しているが、ファッション業
界では存在しない。

Material Wrldはファッション業界とユーズド市
場の架け橋となるトレードイン事業を展開する事に
より、消費者にとってより便利、安心で高リターンな
サービスを提供しながら、中古市場の利益をファッ
ション業界に還元するモデルに取り組んでいる。
ユーザーは、Material Wrldのサイトより郵送
キットを申し込み、着なくなった衣類を返送代も含ま
れた郵送キットに入れ、電話一本入れるだけで手続
き終了。キットが届き次第、2-3営業日以内にオ
ファー額を大手百貨店ギフトカードとして提供する
事により、
ユーザーは直ぐに買物を楽しめる。
ビジネスモデルとしては、
ファッション業界と直接
組む事により、顧客獲得コストを低く抑える他、
ギフ
トカードを安く入手する為、売値の高い中古ラグ
ジュアリー商品を販売する際に他社より高い利益
率を維持する事が可能である。

た なか

み

わ

田中 美和

東京都

略歴 慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、2001年に日経ホーム
出版社(現 日経ＢＰ社)入社。主に働く女性向け情報誌「日経ウーマン」
の企画・取材・編集・執筆に携わる。
キャリアインタビューや、
アンケート
分析などを通じてのべ３万人以上の働く女性たちの声に接する。2009
年に米国CCE,Inc. 認定GCDF-Japan キャリアカウンセラーの資格
を取得。女性が自分らしく前向きに働き続けるためのサポートを行うべ
く2012年に退職。2013年株式会社Warisを共同創業。
【株式会社Waris

ハイスキルマザーの力を活用した
業務アウトソーシングサービス事業

事業名

事業
概要

代表取締役】

夫の転勤・育児・介護などさまざまな
事情により、
フルタイム正社員という固
定化した働き方を変えたいハイキャリア

層の女性（＝ハイスキルマザー）
と、優秀な外部人材
を活用したい企業とを結び、女性に仕事を、企業に
事業スピード向上のための迅速な人材配置の実現
を提供する。
ビジネスモデルは、
まずハイスキルマザーがウェ
ブでWarisに登録。Warisは、マーケティング・人
事・法務・会計・経理・広報などの文系ホワイトカ
ラーが担う上流工程の業務を企業より請け負い、登
録したハイスキルマザーへ再委託する。
独自開発のアセスメントシートと面談によってハ
イスキルマザーのスキルを的確に把握し、企業側に
対しては綿密なコンサルテーションで業務の切り出
しを行うのが特長。時間や場所にとらわれない自由
で柔軟な働き方を提供することで、一人一人がライ
フステージの変化に合わせた最適な働き方を選択
し、生き生きと働き続けられる世の中を実現する。

ひき ち

めぐみ

引地 恵

宮城県

略歴 宮城教育大学大学院卒業。大日本印刷株式会社勤務を経て宮
城県亘理町職員となり、社会教育主事・学芸員として地域づくりや民
俗 調 査に関 わる。2 0 1 2 年 3 月に退 職し亘 理 町に一 般 社 団 法 人
WATALISを設立。地域に受け継がれる返礼文化や感謝しあう価値
観・縫製技術をものづくりを通して世界に発信し、亘理発のグローバル
ブランドを創る。亘理町史民俗編調査・執筆者。平成26年度内閣府地
域活性化伝道師。平成25年復興庁主催REVIVE JAPAN CUP 大賞、
eco japan cup 入賞。
【一般社団法人WATALIS 代表理事】

事業名

事業
概要

中古着物地によるリメイク雑貨製造販売事業
〜感謝を包む手仕事でグローバルブランドを創る〜
東日本大震災の被災地域である宮
城県亘理町において、崩壊した地域コ
ミュニティの再構築と、就労に制約のあ

る女性たちが自らの持つ技術を活かし、より輝け
る人生を歩むためのフィールドづくりを行う。
全国から寄せられた着物地を地域の女性たちの
手で加工し、
リメイク雑貨商品を企画・製造・販売。
地域に受け継がれてきた文化や人々の思いを商
品という形にし、さまざまな世代の女性たちがそ
の製作者となることで、地域社会が潜在的に持つ
高齢者の知恵や縫製技術などの人的パワーを掘
り起こし、次世代に受け継ぐ。
また、箪笥に眠る着物地を素材とした商品作り
を通して、
リサイクル素材の価値を高めて再び市
場に投入する
「アップサイクル文化」
を醸成すると
ともに、繊維のリサイクル率向上を図る。
『みやぎら
しい女性の就労モデル』
を創り出し、女性たちが自
らの手で地域課題を解決。地域住民が主体性を持
ち、復興を目指す推進力とする。

み

た らい

たま

こ

御手洗 瑞子

宮城県

略歴 東京大学経済学部卒業。経営コンサルティング会社のマッキン
ゼー・アンド・カンパニー東京支社にコンサルタントとして勤めた後、
2010年にブータン政府初代首相フェローに就任。ブータンの経済的
自立を目指して、観光産業の育成に従事する。東日本大震災をきっか
けに帰国し、2012年6月より気仙沼ニッティングプロジェクトを開始。
2013年6月に株式会社気仙沼ニッティングを設立し、代表取締役社長
に就任する。東京生まれ。
【株式会社気仙沼ニッティング

事業名

事業
概要

代表取締役】

気仙沼を拠点とし、ハイエンドな手編みの
セーター・カーディガンの企画・製造・販売を行う
事業
東日本大震災をきっかけに創業し、
気仙沼を拠点に手編みのセーター等の
企画・製造・販売を行う。

一時的な復興需要が去った後も持続的に地域
に収益をもたらし、働く人が「誇り」
を持てる産業と
なるべく、設立当初より
「ハイエンド・ブラント」
とし
て事業展開している。遠洋漁業の港町である気仙
沼では伝統的に、漁師のセーターを編む等の習慣
があったため「編む」
という行為に親しく地域文化
との親和性の高い事業。
気仙沼の編み手が編むオーダーメイドのカー
ディガンやプレタポルテのセーターを販売してお
り、価格帯は7〜15万円程度。
「一生ものの服がほ
しい」
「 子どもにまで継げる服がほしい」
というお
客さまからの注文が多く、生産できる量を超えた
注文を頂いているため、商品は抽選販売・先着販
売の形式をとっている。
また
「気仙沼に親戚ができ
たみたい」
と編み手との交流を楽しみ、気仙沼まで
いらっしゃるお客さまも多い。

ファイナリスト紹介

（発表順、敬称略）

さか

い

り

な

酒井 里奈

岩手県

略歴 国際基督教大学（ICU）卒業。富士銀行（現みずほ銀行）、
ドイツ
証券などに勤務し、
プロジェクトファイナンス、M&A等を担当。発酵技
術に興味を持って東京農業大学応用生物科学部醸造科学科に入学
し、2009年3月卒業。同年、株式会社ファーメンステーションを設立。
研究テーマは地産地消型バイオエタノール製造、未利用資源の有効活
用技術の開発。
日本起業家賞2014ファイナリスト。好きな微生物は麹
菌、好きな発酵飲料はビール。
【株式会社ファーメンステーション 代表取締役】

事業名

事業
概要

独自の発酵技術を活用した米エタノールビジネス
〜バイオマス、未利用資源を活用して
高付加価値プロダクツを生み出す〜
独自の発酵技術を活用し、米やバイオマ
ス、未利用資源を原料にエタノールを製造・
販売、エタノールの高付加価値化により収

益性の高い小規模地域循環システムを構築する事業。
具体的には、
（１）独自の手法により生成される香りの
良い高品質エタノールを化粧品、雑貨などの原料とし
て販売（２）小型で安価な装置を用いたシステムを農業
法人、自治体等に対して販売（３）高品質エタノールやエ
タノール蒸留後に発生する米もろみ粕を利用した化粧
品・雑貨をハイエンドなプロダクトとして一般消費者向
けに販売する事業の３本建ての事業展開。
現在、岩手県奥州に製造拠点を保有、米からエタノー
ルを製造している。岩手の米から作ったエタノールを化
粧品原料等として販売している他、一般消費者向けに
「お米でできた消臭スプレーコメッシュ」洗顔石けん「奥
州サボン」
を販売している。
国内の水田の利活用や、未利用資源を活用する地域
循環社会の構築が期待される中、収益性の高い小規模
地域循環事業を国内外で展開させることを目指す。

ファイナリスト紹介

（発表順、敬称略）

ふる かわ

み

古川 ひろ美

福岡県

略歴 九州産業大学芸術学部デザイン学科卒業。父親が1950年に
創業した印刷会社に勤務ののち、2006年に会社を継承し、社名を
「Ｂ
ＯＮＤ
（絆）」に改名。印刷技術の先駆者として常に技術革新に研鑽し
ていた先代の精神を受け継ぎ、自らの職歴（グラフィックデザイナー）
を活かして、動画による双方向コミュニケーション・サポートを考案。利
用者の感情と、
キャラクター動画の動作・仕草・表情を連動させるデー
タベースを創造し、簡易動画作成ソフト、音声通話システム
「スマートア
バター® SmartAvatar®」
を開発した。
【有限会社BOND 代表取締役】

事業名

事業
概要

キャラクター動画が、あっという間に作成できる
ソフトウェア「Smart Avatar® 」の開発・販売
「スマートアバター® SmartAvatar®」
を使って、キャラクター動画が誰でも簡単
に、早く、何度でも作成でき、複数端末に同

時配信できるICTサービスの提供。
セリフを入力するだけで、感情類型データベースが
キャラクターの感情表現を自動的に演出する
（特許取
得済）。
誰でもキャラクターと音声通話でコミュニケーショ
ンできるシステムの開発・販売（BtoB）、
ならびに感情
パターンにあわせたキャラクター動画を表示し、音声
で通話ができるサービスの無償提供（CtoC）
を通し、
キャラクターによる動画であらゆるコミュニケーション
を少額課金で可能とするサービスの展開を図る。
さまざまなコミュニケーションシーンで利用できる
汎 用 性 の 高 い B O N D の「 スマ ートア バ ター ®
SmartAvatar®」
を、今後ビッグデータとも連動させ、
アバターが人に代わって生活を支援したり、生活弱者・
観光弱者・復興支援など世の中の意思疎通に関わる
問題を解決していくことを事業のゴールとしている。

ファイナリスト紹介

（発表順、敬称略）

はし もと

まさ こ

橋本 昌子

石川県

略歴 薬剤師として病院、製薬会社、薬局に勤務したあと2008年に
起業。
日本一親切な薬局を目指し、地域に根差した薬局を展開。2013
年に有料老人ホーム
「ひなの家」
を開設。医療と介護をつなぎ最期まで
安心して暮らせる家をコンセプトに多職種での入居者の支援を実践し
ている。現在、薬局１１店舗、有料老人ホーム１棟を運営。起業から6年
間で社員数は80名をこえ、医療や介護を担う人材育成に力を入れて
いる。現在、金沢大学大学院薬学博士課程に在籍し、薬剤師の在宅医
療をテーマした研究も行っている。薬剤師、介護支援専門員。
【株式会社スパーテル 代表取締役】

医療・介護・教育のコラボレーションで高齢者が
自分らしく人生を終えるための支援

事業名

事業
概要

現在、
日本の高齢化率は24%を超え
介護が必要な高齢者が急増している。
し
かし一方で医療や介護が必要な高齢者

が、
自分らしく生活することが困難な状況も増えて
いる。
そこで薬局経営や在宅医療をすすめてきた経験
から、高齢になっても医療が必要になっても最期ま
で自分の時間を大切に生きる支援を行うため、
有料
老人ホームを開設した。
緩和ケアや認知症ケアを実
施、現状の身体機能をできる限り維持。終末期には
安らぎある最期を迎えてもらうように多職種（医
師、
看護師、
介護士、
薬剤師）
で支える。
住み慣れた生活圏内で、
必要な医療・介護・予防・
生活支援・すまいが、包括的・組織的に行われるた
めの地域包括ケアシステムを、薬剤師の立場で推
進している。
2013年度全国商工会議所女性会 女性起業家
大賞 グロース部門優秀賞受賞、
2013年いしかわ
女性のチャレンジ賞 個人部門受賞。

ファイナリスト紹介

（発表順、敬称略）

よし

だ

り

え

吉田 理恵

東京都

略歴 1991年バンドのキーボード奏者としてメジャーデビューし、
ミリ
オンヒットとなる。バンド解散後は作曲家やボイストレーナーとして活
動。2006年ハッピーリスを設立。2008年、音楽制作に関連して、聴診
器音を携帯電話で通信する装置を開発し
「電気を使わずに周波数、音
圧、音の位置を変える技術」
を確立。以来、生産工場における不良品発
見に役立つ異音検査集音器の設計・製造受注が増加。
ミュージシャン
ならではの音楽的発想と音響工学を結び付けた新しい発想を用いて、
音で解決できる未開拓のマーケットを数々掘り起こしている。
【株式会社ハッピーリス 代表取締役】

事業名

事業
概要

〜ハッピーな食事介助を目指して〜
「ごっくんチェッカー」の事業展開
「ごっくんチェッカー」は、食物を飲み
こんだ音をスピーカーやイヤホンで聞く
ことができる装置。

加齢などで飲み込みが弱くなった人の食事介助
は、誤嚥に気をつけながら行う必要がある。
そのた
め高齢者介護において食事介助は神経を使い時間
負担も大きい。
食事の際、
「ごっくんチェッカー」
を使
えば、
「食物を飲み込んだ音が聞こえたら次のひと
くちを口に入れる」
という目安になり、丁寧かつス
ムーズな食事介助ができる。
また、
食べることは生き
る意欲であり、胃ろうから経口摂取へのリハビリに
も役立つ。
更に介護離職問題の軽減にも貢献する。
本製品は、
東京医科歯科大学をはじめ、
病院リハ
ビリテーション科、高齢者施設、在宅介護ヘルパー
ステーションの協力により実用性テストを繰り返し、
改良を重ねた。
2014年、
介護、
医療関係の施設・専門家・在宅介
護の家族に向けて販売開始し、海外の高齢化が進
んでいる国へも展開していく。
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太刀山 美樹

福岡県

略歴 福岡大学体育学部卒業。結婚・育児を通し、各種運動プログラ
ムを考案・指導。NHK福岡では体操コーナーを約10年間担当した。
そ
の後、親子単位での健康教育の必要性に着目し、株式会社MIKI・ファ
ニットを2006年に設立。
「 諦めてる子はいないかー！」
を合言葉に、ユ
ニークな語り口で講演活動を行い、
「幼児教育界のなまはげ」
と呼ばれ
る。西日本新聞電子版に連載中のコラムは10万アクセスを越え、教材
出版や
「どうぶつ体操」運動アプリなどのプロデュースも手掛け、育児
期の女性のロールモデルとして圧倒的存在感を誇る。
【株式会社MIKI・ファニット 代表取締役】

事業名

事業
概要

〜未来と今を担う人材育成〜
挑戦できる子どもと親を育てる
放課後アドバンススクール「テミル TM」の展開
「小１の壁」
など、働きながら子育てを
する環境は課題が山積している。仕事
で挑戦したい親の悩みは、子どもを預

ける場所（物理的な壁）
はもちろん、
「子どもを預け
ることへの後ろめたさ」
という心理的壁も大きい。
そこでMIKI・ファニットでは、子どもが自分の興
味・関心に合わせて、
さまざまな教材やプログラム
を通して挑戦・探究できる放課後アドバンススクー
を展開する。
ル
「テミルTM」
安心・安全な場で子どもがチャレンジする姿を
見ることにより、安心して仕事に挑戦できる親を増
やす。教材・プログラムはコンパクトにパッケージ
化。教室型はもとより、小規模開業（自宅型）、既存
教育サービスやショッピングモール等との恊働（出
張型）により、従来の塾・園・教室を超えた幅広い
学童サービスを展開する。
また独自教育ライセン
スの構築は、子育てを卒業した母親やリタイヤした
エンジニア等の高齢者に新たな雇用を創出する。

