
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）は、平成 31年 3月 6日、

DBJ が主催する「第 7 回 DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション」の 

ファイナリストおよび受賞者を発表しました。 

 

DBJ では、女性による新しい視点でのビジネスを、社会や経済に変革を 

もたらす成長事業として育成するため、平成 23 年度より「女性新ビジネス 

プランコンペティション」を実施しております。 

 

今回は、214件のご応募の中から、事業と経営者の両面で評価を行い、「DBJ

女性起業大賞」「DBJ 女性起業優秀賞」「DBJ 女性起業ソーシャルデザイン賞」

「DBJ 女性起業事業奨励賞」を決定しました。今後、事業奨励金の支給や計画

実現に向けたサポートを実施してまいります。 

 

また、平成 29年に東京都と締結した女性活躍・起業支援分野における連携協

定に基づき、本コンペのファイナリスト全員に対し、東京都より都知事賞として

「女性パワー翔
はばた

き賞」を授与しました。 

  

DBJ は、企業理念「金融力で未来をデザインします～金融フロンティアの 

弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展

を実現します」に基づき、女性の起業を積極的に支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第 7 回 DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション」の  

ファイナリストおよび受賞者を発表  

平成 31年 3 月 6日 

株式会社日本政策投資銀行 

 

【お問い合わせ先】 

企業金融第６部 女性起業サポートセンター 

運営事務局 一般財団法人日本経済研究所 女性起業サポートセンター 

 電話番号０３－６２１４－３６０６ 

  

 



株式会社 INGEN　
代表取締役

千葉県
農家は畑のお医者さん。
INGENは最適農薬・肥料ナビゲーター。
「病害虫対策」農業ウェブサービスで、
担い手農家さんの高品質野菜の
安定生産をサポート。

櫻井 杏子
さくら        い　　 　  きょう       こ     

WAmazing 株式会社
代表取締役社長

東京都
日本の観光資源と訪日外国人旅行者を
マッチングさせるプラットフォーム。
スマートフォン１つで情報収集から
手配決済まで出来る
「手の中の旅行エージェント」

加藤 史子
 か        とう             ふみ         こ

合同会社巻組　
代表社員

宮城県

絶望的条件の空き家を活用し、
地域でアート思考人材を育てる
事業スキーム

渡邊 享子
わた        なべ          きょう       こ

代表取締役

島根県
まちへ飛び出したナースたち
人と地域に寄り添う
「コミュニティナース」が
日本人の健康意識を変えていく

矢田 明子
や           た               あき         こ

Community Nurse Company
株式会社

ファイナリスト  一 覧 （敬称略）

第7回
DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション

N.K.C ナーシングコア
コーポレーション合同会社　
代表

鳥取県
潜在看護師らの力を活用した
「遠距離介護」のお手伝い
～新しいカタチの親孝行が
介護離職問題を解決する～

神戸 貴子
かん     べ　        たか       こ

株式会社HERBIO　
CEO

東京都

新箇所で測る
基礎体温ウェアラブル「Picot」と
健康管理アプリ

田中 彩諭理
た         なか               さ           ゆ             り

小倉織物製造株式会社　
代表取締役

福岡県
日本の小倉織から
「世界のKOKURA STRIPESへ」
伝統と革新を基に新たな繊維業を
目指し、世界に通じるテキスタイルを
創出

築城 弥央
つい          き                み           お

株式会社シナモン　
代表取締役

東京都

企業の生産性を劇的に改善する
人工知能文書読取エンジン
「Flax Scanner
(フラックス・スキャナー)」

平野 未来
ひら         の　            み           く

DBJ 女性起業ソーシャルデザイン賞

DBJ 女性起業事業奨励賞



ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

合同会社巻組
代表社員

宮城県

事業内容

1987年埼玉県出身。東京工業大学大学院修
了。2011年宮城県石巻市へ移住し、支援活
動にあたる若者向けの賃貸を作るため、空き
家の改修、企画運営等の活動を始め、2015
年合同会社巻組を設立。地方都市で資産価値
の低い空き家を活用してクリエイティブな人
材が育つ環境を模索しながら様々な事業を
展開する。2016年日本都市計画学会計画設
計賞を受賞。東北芸術工科大学コミュニティ
デザイン学科専任講師を兼務。

宮城県石巻市で20軒のリノベーションを進める中で、空き家活用が進まな
い原因として、資産価値が低い空き家や大家が高齢化している場合、リノ
ベーションの資金調達が難しいということが課題になっているということが
判明した。
そこで、資金調達を進め、運用に向けて人材を誘致育成するために、弊社は
1． アート思考人材のプラットフォームを創り、「面白い事業」を連続的に
生み出す。そこで生まれた事業に対して投資を生み出す。

2． リノベーション実績を積んだ資金調達組織をつくり、実績をもとに資
金を調達する。

というスキームを提案する。
従来の資金調達スキームだと、新規の個別案件に資金が集まりにくいとい
う難点があった。ゼロからイチを生み出す「アート思考人材」を集め・支援す
ることで、既成概念にとらわれない面白い事業を連鎖的に生み出す。これに
よって、地域経済に新たなマネーの流れを生み出し、魅力的な地域づくりを
各地で展開する。

渡邊 享子
わた        なべ           きょう      こ

絶望的条件の空き家を活用し、
地域でアート思考人材を育てる
事業スキーム

矢田 明子
や           た               あき         こ

【略歴】

Community Nurse Company
株式会社 代表取締役

島根県

事業内容

島根県出雲市出身。NPO法人おっちラボ創
設者、Community Nurse Company株式
会社代表取締役、島根県雲南市立病院企画
係保健師、島根県総合発展計画策定委員。
2014年島根大学医学部看護学科卒業後、
おっちラボを立ち上げ。雲南市が主催する課
題解決人材育成事業「幸雲南塾」で地域に飛
び出す医療人材によるコミュニティ作りを提
案。育成プログラムを確立し、2017年に
Community Nurse Company株式会社を
設立した。

行政保健では届きにくい地域住民の日常生活の中に飛び込んでいく医
療人材であるコミュニティナースの持続的な育成・支援システムを構築
する。
また、コミュニティナースのコンセプトで元気で生き生きとしたコミュニ
ティづくりを進めたい自治体や企業と連携を結び、社会実装を加速させ
る。関係者がクライアントであり、またナレッジの源泉であることを生か
し、ナレッジが相互に蓄積供給されるプラットフォームを形成する事業。
これらを通じて、医療介護保険の抑制・看護人材の新たな生かし方・健康
で幸せな人の増加を目指す。

まちへ飛び出したナースたち
人と地域に寄り添う「コミュニティナース」が
日本人の健康意識を変えていく



ファイナリスト紹介 　（敬称略）
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【略歴】

Community Nurse Company
株式会社 代表取締役

島根県
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案。育成プログラムを確立し、2017年に
Community Nurse Company株式会社を
設立した。

行政保健では届きにくい地域住民の日常生活の中に飛び込んでいく医
療人材であるコミュニティナースの持続的な育成・支援システムを構築
する。
また、コミュニティナースのコンセプトで元気で生き生きとしたコミュニ
ティづくりを進めたい自治体や企業と連携を結び、社会実装を加速させ
る。関係者がクライアントであり、またナレッジの源泉であることを生か
し、ナレッジが相互に蓄積供給されるプラットフォームを形成する事業。
これらを通じて、医療介護保険の抑制・看護人材の新たな生かし方・健康
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まちへ飛び出したナースたち
人と地域に寄り添う「コミュニティナース」が
日本人の健康意識を変えていく

ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

株式会社 INGEN
代表取締役

千葉県

事業内容

2009年桜蔭高等学校卒、2013年千葉大学
園芸学部応用生命科学科卒。重電メーカー経
営企画部広報ＩＲ課を経て起業。2018年
CHIBAビジコン千葉県知事賞受賞(ちば起業
家大賞)
母方は代々農学者の家系、父方は代々医師。
東京農大教授の祖父の影響で、日本の農産
物に強い興味を持つ。在学中より、縦割りの研
究体制に疑問を持っていたところ、医師であ
る父との会話から、医薬品や症状等の充実し
た情報をひもづけて分析できるようになる電
子カルテが診察を支えていることを知り、農
業日誌「カルテ化」の着想を得る。起業1年間
で、1000軒の農家さんへ直接訪問。施肥設
計ノウハウを生かして特許出願。

日本の農家 のイメージは「きつい ・儲からない」あるいは「高齢化」では
ないでしょうか。しかし、現状は担い手世代による大規模化、統合が進み、
さらに品質重視・消費者ファーストな栽培が活発化しています。
一方で、農地拡大を進めると栽培条件が多様化するため、病害虫トラブ
ルが増えてしまう課題があります（農地拡大、スケールアップの壁）。さら
に、品質を優先することで作物が病害虫によりデリケートになってしまう
こともあり、病害虫トラブルによるコストが、担い手農家さんの大きな負
担となっています。
当社は、一農家だけでは対応しきれない「病害虫予防・対策」関連の情報
収集・分析業務を、農業ITサービス「農の相棒Mr.カルテ」と肥料の相談
窓口サービス「ファムサポ」事業で支え、さらに、サブサポートとして、農家
さんの販促業務を「農ギフトプロデュース事業」でもお手伝いし、担い手
農家さんが良いモノづくりに集中できる 環境づくりに貢献します。

櫻井 杏子
さくら        い　　　  きょう       こ     

農家は畑のお医者さん。
INGENは最適農薬・肥料ナビゲーター。
「病害虫対策」農業ウェブサービスで、担い手
農家さんの高品質野菜の安定生産をサポート。

加藤 史子
 か       とう              ふみ          こ

【略歴】

WAmazing 株式会社
代表取締役社長

東京都

事業内容

慶応大SFC卒業。リクルートにてインターネッ
トでの新規事業立ち上げ（じゃらんnet、ホット
ペッパーグルメなど）に携わり、2008年より
観光産業と地域活性のR&D部門じゃらんリ
サーチセンターにて、主席研究員として調査
研究・事業開発に携わる。
若者の旅行需要を回復し地方創生に資する
プロジェクト「雪マジ」を立ち上げスキー需要
をV字回復させたほか、ゴルフ市場や温泉地
域などの活性化へも横展開する「マジ部」を
立ち上げ。
2016年7月、訪日外国人旅行者による消費
を地方にもいきわたらせ、地域の活性化に資
するプラットフォームを立ち上げるべく
WAmazing株式会社を創業。

日本を訪れる外国人旅行者は増え続けており、昨年は史上初めて3000
万人を突破した。旅行者も、これまで主流であった団体旅行者から個人旅
行者となり、スマートフォン片手に情報収集・予約手配を行う人が増えて
きた。しかし、まだ地方を含め外国人に知られていない観光資源も多い。
弊社はここを機会と捉え、スマートフォンを通じて旅行者向けに日本の地
方も含めたコンテンツ（宿・食・アクティビティ・買い物）の情報発信と予
約手配から決済までワンストップで可能なプラットフォームサービスを提
供している。サービス利用者は、自国で「WAmazing」のアプリケーショ
ンをインストールすることで、旅マエ、旅ナカ、旅アトといつでもどこにい
てもサービスを利用出来るほか、旅行中のインターネット通信に必要な
SIMカードを、日本国内20空港にある専用受取機から無償で受け取る事
が出来る。旅行者にとって困り事のひとつであるインターネット通信環境
の不安を軽減させる事で、日本中の隅々まで旅行者を行きわたらせ、地
域と旅行者を繋ぐ地方創生も目指す。

日本の観光資源と訪日外国人旅行者を
マッチングさせるプラットフォーム。
スマートフォン１つで情報収集から手配決済まで
出来る「手の中の旅行エージェント」



ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

合同会社巻組
代表社員

宮城県

事業内容

1987年埼玉県出身。東京工業大学大学院修
了。2011年宮城県石巻市へ移住し、支援活
動にあたる若者向けの賃貸を作るため、空き
家の改修、企画運営等の活動を始め、2015
年合同会社巻組を設立。地方都市で資産価値
の低い空き家を活用してクリエイティブな人
材が育つ環境を模索しながら様々な事業を
展開する。2016年日本都市計画学会計画設
計賞を受賞。東北芸術工科大学コミュニティ
デザイン学科専任講師を兼務。

宮城県石巻市で20軒のリノベーションを進める中で、空き家活用が進まな
い原因として、資産価値が低い空き家や大家が高齢化している場合、リノ
ベーションの資金調達が難しいということが課題になっているということが
判明した。
そこで、資金調達を進め、運用に向けて人材を誘致育成するために、弊社は
1． アート思考人材のプラットフォームを創り、「面白い事業」を連続的に
生み出す。そこで生まれた事業に対して投資を生み出す。

2． リノベーション実績を積んだ資金調達組織をつくり、実績をもとに資
金を調達する。

というスキームを提案する。
従来の資金調達スキームだと、新規の個別案件に資金が集まりにくいとい
う難点があった。ゼロからイチを生み出す「アート思考人材」を集め・支援す
ることで、既成概念にとらわれない面白い事業を連鎖的に生み出す。これに
よって、地域経済に新たなマネーの流れを生み出し、魅力的な地域づくりを
各地で展開する。

渡邊 享子
わた        なべ           きょう      こ

絶望的条件の空き家を活用し、
地域でアート思考人材を育てる
事業スキーム

矢田 明子
や           た               あき         こ

【略歴】

Community Nurse Company
株式会社 代表取締役

島根県

事業内容

島根県出雲市出身。NPO法人おっちラボ創
設者、Community Nurse Company株式
会社代表取締役、島根県雲南市立病院企画
係保健師、島根県総合発展計画策定委員。
2014年島根大学医学部看護学科卒業後、
おっちラボを立ち上げ。雲南市が主催する課
題解決人材育成事業「幸雲南塾」で地域に飛
び出す医療人材によるコミュニティ作りを提
案。育成プログラムを確立し、2017年に
Community Nurse Company株式会社を
設立した。

行政保健では届きにくい地域住民の日常生活の中に飛び込んでいく医
療人材であるコミュニティナースの持続的な育成・支援システムを構築
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る。関係者がクライアントであり、またナレッジの源泉であることを生か
し、ナレッジが相互に蓄積供給されるプラットフォームを形成する事業。
これらを通じて、医療介護保険の抑制・看護人材の新たな生かし方・健康
で幸せな人の増加を目指す。

まちへ飛び出したナースたち
人と地域に寄り添う「コミュニティナース」が
日本人の健康意識を変えていく

ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

合同会社巻組
代表社員

宮城県

事業内容

1987年埼玉県出身。東京工業大学大学院修
了。2011年宮城県石巻市へ移住し、支援活
動にあたる若者向けの賃貸を作るため、空き
家の改修、企画運営等の活動を始め、2015
年合同会社巻組を設立。地方都市で資産価値
の低い空き家を活用してクリエイティブな人
材が育つ環境を模索しながら様々な事業を
展開する。2016年日本都市計画学会計画設
計賞を受賞。東北芸術工科大学コミュニティ
デザイン学科専任講師を兼務。

宮城県石巻市で20軒のリノベーションを進める中で、空き家活用が進まな
い原因として、資産価値が低い空き家や大家が高齢化している場合、リノ
ベーションの資金調達が難しいということが課題になっているということが
判明した。
そこで、資金調達を進め、運用に向けて人材を誘致育成するために、弊社は
1． アート思考人材のプラットフォームを創り、「面白い事業」を連続的に
生み出す。そこで生まれた事業に対して投資を生み出す。

2． リノベーション実績を積んだ資金調達組織をつくり、実績をもとに資
金を調達する。

というスキームを提案する。
従来の資金調達スキームだと、新規の個別案件に資金が集まりにくいとい
う難点があった。ゼロからイチを生み出す「アート思考人材」を集め・支援す
ることで、既成概念にとらわれない面白い事業を連鎖的に生み出す。これに
よって、地域経済に新たなマネーの流れを生み出し、魅力的な地域づくりを
各地で展開する。

渡邊 享子
わた        なべ           きょう      こ

絶望的条件の空き家を活用し、
地域でアート思考人材を育てる
事業スキーム

矢田 明子
や           た               あき         こ

【略歴】

Community Nurse Company
株式会社 代表取締役

島根県

事業内容

島根県出雲市出身。NPO法人おっちラボ創
設者、Community Nurse Company株式
会社代表取締役、島根県雲南市立病院企画
係保健師、島根県総合発展計画策定委員。
2014年島根大学医学部看護学科卒業後、
おっちラボを立ち上げ。雲南市が主催する課
題解決人材育成事業「幸雲南塾」で地域に飛
び出す医療人材によるコミュニティ作りを提
案。育成プログラムを確立し、2017年に
Community Nurse Company株式会社を
設立した。

行政保健では届きにくい地域住民の日常生活の中に飛び込んでいく医
療人材であるコミュニティナースの持続的な育成・支援システムを構築
する。
また、コミュニティナースのコンセプトで元気で生き生きとしたコミュニ
ティづくりを進めたい自治体や企業と連携を結び、社会実装を加速させ
る。関係者がクライアントであり、またナレッジの源泉であることを生か
し、ナレッジが相互に蓄積供給されるプラットフォームを形成する事業。
これらを通じて、医療介護保険の抑制・看護人材の新たな生かし方・健康
で幸せな人の増加を目指す。

まちへ飛び出したナースたち
人と地域に寄り添う「コミュニティナース」が
日本人の健康意識を変えていく



ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

株式会社 INGEN
代表取締役

千葉県

事業内容

2009年桜蔭高等学校卒、2013年千葉大学
園芸学部応用生命科学科卒。重電メーカー経
営企画部広報ＩＲ課を経て起業。2018年
CHIBAビジコン千葉県知事賞受賞(ちば起業
家大賞)
母方は代々農学者の家系、父方は代々医師。
東京農大教授の祖父の影響で、日本の農産
物に強い興味を持つ。在学中より、縦割りの研
究体制に疑問を持っていたところ、医師であ
る父との会話から、医薬品や症状等の充実し
た情報をひもづけて分析できるようになる電
子カルテが診察を支えていることを知り、農
業日誌「カルテ化」の着想を得る。起業1年間
で、1000軒の農家さんへ直接訪問。施肥設
計ノウハウを生かして特許出願。

日本の農家 のイメージは「きつい ・儲からない」あるいは「高齢化」では
ないでしょうか。しかし、現状は担い手世代による大規模化、統合が進み、
さらに品質重視・消費者ファーストな栽培が活発化しています。
一方で、農地拡大を進めると栽培条件が多様化するため、病害虫トラブ
ルが増えてしまう課題があります（農地拡大、スケールアップの壁）。さら
に、品質を優先することで作物が病害虫によりデリケートになってしまう
こともあり、病害虫トラブルによるコストが、担い手農家さんの大きな負
担となっています。
当社は、一農家だけでは対応しきれない「病害虫予防・対策」関連の情報
収集・分析業務を、農業ITサービス「農の相棒Mr.カルテ」と肥料の相談
窓口サービス「ファムサポ」事業で支え、さらに、サブサポートとして、農家
さんの販促業務を「農ギフトプロデュース事業」でもお手伝いし、担い手
農家さんが良いモノづくりに集中できる 環境づくりに貢献します。

櫻井 杏子
さくら        い　　　  きょう       こ     

農家は畑のお医者さん。
INGENは最適農薬・肥料ナビゲーター。
「病害虫対策」農業ウェブサービスで、担い手
農家さんの高品質野菜の安定生産をサポート。

加藤 史子
 か       とう              ふみ          こ

【略歴】

WAmazing 株式会社
代表取締役社長

東京都

事業内容

慶応大SFC卒業。リクルートにてインターネッ
トでの新規事業立ち上げ（じゃらんnet、ホット
ペッパーグルメなど）に携わり、2008年より
観光産業と地域活性のR&D部門じゃらんリ
サーチセンターにて、主席研究員として調査
研究・事業開発に携わる。
若者の旅行需要を回復し地方創生に資する
プロジェクト「雪マジ」を立ち上げスキー需要
をV字回復させたほか、ゴルフ市場や温泉地
域などの活性化へも横展開する「マジ部」を
立ち上げ。
2016年7月、訪日外国人旅行者による消費
を地方にもいきわたらせ、地域の活性化に資
するプラットフォームを立ち上げるべく
WAmazing株式会社を創業。

日本を訪れる外国人旅行者は増え続けており、昨年は史上初めて3000
万人を突破した。旅行者も、これまで主流であった団体旅行者から個人旅
行者となり、スマートフォン片手に情報収集・予約手配を行う人が増えて
きた。しかし、まだ地方を含め外国人に知られていない観光資源も多い。
弊社はここを機会と捉え、スマートフォンを通じて旅行者向けに日本の地
方も含めたコンテンツ（宿・食・アクティビティ・買い物）の情報発信と予
約手配から決済までワンストップで可能なプラットフォームサービスを提
供している。サービス利用者は、自国で「WAmazing」のアプリケーショ
ンをインストールすることで、旅マエ、旅ナカ、旅アトといつでもどこにい
てもサービスを利用出来るほか、旅行中のインターネット通信に必要な
SIMカードを、日本国内20空港にある専用受取機から無償で受け取る事
が出来る。旅行者にとって困り事のひとつであるインターネット通信環境
の不安を軽減させる事で、日本中の隅々まで旅行者を行きわたらせ、地
域と旅行者を繋ぐ地方創生も目指す。

日本の観光資源と訪日外国人旅行者を
マッチングさせるプラットフォーム。
スマートフォン１つで情報収集から手配決済まで
出来る「手の中の旅行エージェント」

ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

株式会社 INGEN
代表取締役

千葉県

事業内容

2009年桜蔭高等学校卒、2013年千葉大学
園芸学部応用生命科学科卒。重電メーカー経
営企画部広報ＩＲ課を経て起業。2018年
CHIBAビジコン千葉県知事賞受賞(ちば起業
家大賞)
母方は代々農学者の家系、父方は代々医師。
東京農大教授の祖父の影響で、日本の農産
物に強い興味を持つ。在学中より、縦割りの研
究体制に疑問を持っていたところ、医師であ
る父との会話から、医薬品や症状等の充実し
た情報をひもづけて分析できるようになる電
子カルテが診察を支えていることを知り、農
業日誌「カルテ化」の着想を得る。起業1年間
で、1000軒の農家さんへ直接訪問。施肥設
計ノウハウを生かして特許出願。

日本の農家 のイメージは「きつい ・儲からない」あるいは「高齢化」では
ないでしょうか。しかし、現状は担い手世代による大規模化、統合が進み、
さらに品質重視・消費者ファーストな栽培が活発化しています。
一方で、農地拡大を進めると栽培条件が多様化するため、病害虫トラブ
ルが増えてしまう課題があります（農地拡大、スケールアップの壁）。さら
に、品質を優先することで作物が病害虫によりデリケートになってしまう
こともあり、病害虫トラブルによるコストが、担い手農家さんの大きな負
担となっています。
当社は、一農家だけでは対応しきれない「病害虫予防・対策」関連の情報
収集・分析業務を、農業ITサービス「農の相棒Mr.カルテ」と肥料の相談
窓口サービス「ファムサポ」事業で支え、さらに、サブサポートとして、農家
さんの販促業務を「農ギフトプロデュース事業」でもお手伝いし、担い手
農家さんが良いモノづくりに集中できる 環境づくりに貢献します。

櫻井 杏子
さくら        い　　　  きょう       こ     

農家は畑のお医者さん。
INGENは最適農薬・肥料ナビゲーター。
「病害虫対策」農業ウェブサービスで、担い手
農家さんの高品質野菜の安定生産をサポート。

加藤 史子
 か       とう              ふみ          こ

【略歴】

WAmazing 株式会社
代表取締役社長

東京都

事業内容

慶応大SFC卒業。リクルートにてインターネッ
トでの新規事業立ち上げ（じゃらんnet、ホット
ペッパーグルメなど）に携わり、2008年より
観光産業と地域活性のR&D部門じゃらんリ
サーチセンターにて、主席研究員として調査
研究・事業開発に携わる。
若者の旅行需要を回復し地方創生に資する
プロジェクト「雪マジ」を立ち上げスキー需要
をV字回復させたほか、ゴルフ市場や温泉地
域などの活性化へも横展開する「マジ部」を
立ち上げ。
2016年7月、訪日外国人旅行者による消費
を地方にもいきわたらせ、地域の活性化に資
するプラットフォームを立ち上げるべく
WAmazing株式会社を創業。

日本を訪れる外国人旅行者は増え続けており、昨年は史上初めて3000
万人を突破した。旅行者も、これまで主流であった団体旅行者から個人旅
行者となり、スマートフォン片手に情報収集・予約手配を行う人が増えて
きた。しかし、まだ地方を含め外国人に知られていない観光資源も多い。
弊社はここを機会と捉え、スマートフォンを通じて旅行者向けに日本の地
方も含めたコンテンツ（宿・食・アクティビティ・買い物）の情報発信と予
約手配から決済までワンストップで可能なプラットフォームサービスを提
供している。サービス利用者は、自国で「WAmazing」のアプリケーショ
ンをインストールすることで、旅マエ、旅ナカ、旅アトといつでもどこにい
てもサービスを利用出来るほか、旅行中のインターネット通信に必要な
SIMカードを、日本国内20空港にある専用受取機から無償で受け取る事
が出来る。旅行者にとって困り事のひとつであるインターネット通信環境
の不安を軽減させる事で、日本中の隅々まで旅行者を行きわたらせ、地
域と旅行者を繋ぐ地方創生も目指す。

日本の観光資源と訪日外国人旅行者を
マッチングさせるプラットフォーム。
スマートフォン１つで情報収集から手配決済まで
出来る「手の中の旅行エージェント」



ファイナリスト紹介 　（敬称略）

田中 彩諭理
た         なか               さ           ゆ             り

【略歴】

株式会社HERBIO
CEO

東京都

事業内容

大学・専門職大学院と臨床心理を専攻し、女
性心理について学んだ後、社会福祉や精神保
健の現場で支援実務を行う。
人材会社を経て、教育系ベンチャーにて新規
事業立ち上げを担当し、営業管理、経営企画
に就任。自身の長年の体調不良などの経験か
ら、テクノロジーで社会課題を解決する事を
目標にIoTベンチャー5人目の正社員として
経営企画等コーポレート全般を担当し、コー
ポレートマネージャーに就任。2017年9月に
研究者である共同創業者と独立。

基礎体温は、女性ホルモンの変化を示す指標として用い、排卵日が正確
に把握できることから主に妊娠を希望する女性が測る。
婦人科でも計測を推奨される大変有用な健康管理方法だが、毎日起床
直後に舌下で計測する必要があり、データを管理し辛く、計測した約80%
が継続を断念する。
私達は研究者により発見された深部体温計測位置によって、就寝中に新
箇所で違和感なく基礎体温を計測出来るウェアラブルデバイスと手軽に
データ管理できるアプリを開発し、女性のライフデザインに役立てる。
また、深部体温を継続的に測ることが出来るので、ストレスや睡眠度な
ど、既存の基礎体温計では出来なかった体調予測が可能になる。これらを
満たすウェアラブル端末は日本はおろか海外でもまだ存在していない
が、生理・排卵・更年期は世界中の女性がターゲットであることから、海外
展開も視野に入れて動いていきたいと考える。

新箇所で測る
基礎体温ウェアラブル「Picot」と
健康管理アプリ

神戸 貴子
かん         べ　          たか          こ

【略歴】

N.K.C ナーシングコア
コーポレーション合同会社 代表

鳥取県

事業内容

看護師、ケアマネージャー資格保有。
N．K．Cナーシングコアコーポレーション合同
会社　代表
遠距離介護支援協会　代表
自ら子育てや介護を経験し、介護保険適用
サービスでは介護をする側の人に対する
サービスが行き届いていないことを実感。自
らが苦労した経験を生かしたいと、介護・育児
をサポートする「わたしの看護婦さん®」の
サービスを開始。また、介護保険外サービス
のスペシャリスト養成機関として「遠距離介護
支援協会」を設立。
以下、主な受賞歴
・中国地域女性ビジネスプランコンテスト　
SOERU　中国経済産業局長賞
・内閣府主催　女性のチャレンジ賞　男女共
同参画担当大臣賞　
・全国商工会議所女性会連合会　女性起業
家大賞　スタートアップ部門　優秀賞

「介護」の依頼は突然です。介護をする子どもが仕事で忙しい、遠くに住
んでいる、そんなことはお構いなしにやってきます。突発的に起こる体調
不良の看病。診察室に一緒に入って、医師の話を聞くこと。入退院、入院
中のお世話。それらのほとんどは、介護保険法の下では看護師やヘル
パーを利用できず、家族が対応しなくてはなりません。「わたしの看護婦
さん®」は地方出身の働き盛りの子ども世代が抱える経済的心身的に負
担が大きい「遠距離介護」問題に取り組むことで、望まない介護離職を防
止しています。SDGsが掲げる働きがいと地域の経済成長を後押しする
ため、潜在看護師らが復職を想像できるような働きやすいシフト作りに配
慮したクライアント情報管理マッチングシステム「ケアブライト」をリリー
スしました。併せて、訪問サービスを行うためのスタッフ教育を「遠距離介
護支援協会」内で実施しています。「労働者不足の解消と地域経済の活性
化を繋ぐ」という2つのミッションをもとに活動しています。

潜在看護師らの力を活用した
「遠距離介護」のお手伝い
～新しいカタチの親孝行が
介護離職問題を解決する～



ファイナリスト紹介 　（敬称略）

田中 彩諭理
た         なか               さ           ゆ             り

【略歴】

株式会社HERBIO
CEO

東京都

事業内容

大学・専門職大学院と臨床心理を専攻し、女
性心理について学んだ後、社会福祉や精神保
健の現場で支援実務を行う。
人材会社を経て、教育系ベンチャーにて新規
事業立ち上げを担当し、営業管理、経営企画
に就任。自身の長年の体調不良などの経験か
ら、テクノロジーで社会課題を解決する事を
目標にIoTベンチャー5人目の正社員として
経営企画等コーポレート全般を担当し、コー
ポレートマネージャーに就任。2017年9月に
研究者である共同創業者と独立。

基礎体温は、女性ホルモンの変化を示す指標として用い、排卵日が正確
に把握できることから主に妊娠を希望する女性が測る。
婦人科でも計測を推奨される大変有用な健康管理方法だが、毎日起床
直後に舌下で計測する必要があり、データを管理し辛く、計測した約80%
が継続を断念する。
私達は研究者により発見された深部体温計測位置によって、就寝中に新
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基礎体温ウェアラブル「Picot」と
健康管理アプリ

神戸 貴子
かん         べ　          たか          こ

【略歴】

N.K.C ナーシングコア
コーポレーション合同会社 代表

鳥取県

事業内容
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会社　代表
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ファイナリスト紹介 　（敬称略）

【略歴】

小倉織物製造株式会社　
代表取締役

福岡県

事業内容

1980年生まれ。福岡大学在学中に台湾留
学、卒業後、台湾の日系企業に就職。海外で暮
らす中で、日本文化、特に織物など伝統工芸
の奥深さを知る。小倉織を企画販売する株式
会社小倉縞縞に入社し、専務取締役として現
在も所属。「小倉　縞縞」ブランド立ち上げか
ら約10年間、企画・営業・生産管理など様々
な業務を経験したことから、多様化するオー
ダーに応じられる製造ラインの必要性を痛感
し、本事業を立ち上げる。
第一回北九州女性創業支援ひなの会ビジネ
スプランコンテスト大賞受賞後、2018年7月
小倉織物製造株式会社設立。

北九州の伝統工芸である「小倉織」は、立体感のある縞柄と丈夫でしなや
かという特徴を持つ美しい木綿織物である。
この小倉織を、縞と言えば「KOKURA STRIPES」と世界で評価されるよ
う、海外マーケットに進出する。そのためには企画、デザインから、製造ま
で一貫してできることが必須である。多様なバリエーションに迅速に対応
できる体制、希少機械の導入で自由度の高いデザインを表現でき、可能
性はさらに深まる。ファッション、インテリアなど多岐にわたる分野の多様
なニーズに応えてマーケットを広げる。
少数スタッフ、少数機械で最良稼働率を実現して、コンパクトな新しい製
造現場を創る。それは、全国の織物産地の復活プロジェクトへの起爆剤と
なり、サンプル制作など再生への企画を事業の一環とする。
難易度の高い織物にも挑戦し、繊維業の技術を継承、発展させ、日本の
美意識に基づくデザイン力と共に世界へ発信し広めていく。　

築城 弥央
つい          き                み           お

日本の小倉織から
「世界のKOKURA STRIPESへ」
伝統と革新を基に新たな繊維業を目指し、
世界に通じるテキスタイルを創出

【略歴】

株式会社シナモン
代表取締役

東京都

事業内容

シリアル・アントレプレナー。東京大学大学院
修了。
レコメンデーションエンジン、複雑ネットワー
ク、クラスタリング等の研究に従事。2005年、
2006年にはIPA未踏ソフトウェア創造事業に
2度採択された。在学中に株式会社ネイキッド
テクノロジーを創業し、iOS/Android/ガラ
ケーでアプリを開発できるミドルウェアを開
発・運営。2011年に同社を株式会社ミクシィ
に売却。2014年度の日経新聞社が選ぶ「若
き40人の異才」に選出。現在は株式会社シナ
モン代表取締役として、人工知能事業に従
事。プライベートでは2児の母。

「日常的に発生する無駄な業務をなくし、人が創造性溢れる仕事に集中
できる世界を目指す」をミッションに、企業の生産性を改善する人工知能
プロダクトを提供しています。「Flax Scanner(フラックス・スキャナー)」
は、ビジネスに関わる様々な書類を読み取る人工知能エンジンです。
例えば、銀行や保険といった金融業界では、紙やPDFの書類業務が大量
に存在しています。従来型のITシステムでは、様々なフォーマットを持つ
書類のデータを取得するためにたくさんの人手を要する必要がありまし
た。請求書、決算書類、申込書、口座振替依頼書など、適用業務の対象は
幅広いですが、このような単純作業を人工知能を活用した文書読取エン
ジンで代替します。
日本・アメリカ・ベトナム・台湾などに130人以上の社員が在籍し、大手銀
行・保険を中心に50社以上の顧客を獲得しております。

平野 未来
ひら         の　              み           く

企業の生産性を劇的に改善する
人工知能文書読取エンジン
「Flax Scanner(フラックス・スキャナー)」



ファイナリスト紹介 　（敬称略）
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