
 

 

 
 

 

 

 

 中国地域女性ビジネスプランコンテスト 

SOERU※ファイナリストを決定しました 
※…「SOERU」とは、ビジネスに＋αの付加価値やサポートを「添える」という本ビジコンの趣旨を表すタイトルです 

 

中国経済産業局は、（株）日本政策投資銀行、（一社）中国経済連合会、（一社）中国地域ニュービジネス協議

会と共催で、中国地域の女性を対象としたビジネスプランコンテストを開催します。この度、中国 5県から集まっ

た 60件を超える応募の中からファイナリスト 8名を決定しましたのでお知らせします。当日は、下記ファイナリ

ストのプレゼン後に表彰が行われるほか、ワーク・ライフ・シナジー賞等の受賞者やサポーター企業とのマッチン

グについても発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年１月１１日 
 

 担当 経営支援課長 神田恭秀 
TEL（０８２）２２４－５６５８ 

FAX（０８２）２２４－５６４３ 

【開催日時】 平成 30年 1月 25日（木）13:00～19:15  

【開催場所】 TKPガーデンシティ PREMIUM広島駅前（広島県広島市南区大須賀町 13-9） 

【開催目的】 

経済産業省では平成 28年度より、女性起業家等支援ネットワーク構築事業を実施し、全国 10箇所に産業・創業支援機

関、金融機関、民間事業者、NPO等からなる支援拠点を形成して女性の創業サポートを行っています。 

本コンテストはこの事業の一環として、中国地域で女性の起業支援に取り組む（株）日本政策投資銀行、（一社）中国

経済連合会、（一社）中国地域ニュービジネス協議会と共催で今年度初めて開催するものであり、地域の女性起業家と支

援者との出会いや優良ロールモデルの顕在化を促進することを目的としています。 

■アロマ空間デザイン株式会社 

代表取締役 藤田 美穂 【山口市】 

「癒し空間の演出～地元天然素材の「香り」の活用を通じて」 

■れんた～と尾道 

代表 本谷 美穂 【尾道市】 

「業界初、地域特化型の芸術家支援事業による地域活性化」 

■N.K.Cナーシングコアコーポレーション合同会社 

代表 神戸 貴子 【米子市】 

「『わたしの看護婦さん』～潜在的看護師らの力を活用

した「遠距離介護」のお手伝い」 

■株式会社 okeikoJapan 

代表取締役 橋口 栄 【廿日市市】 

「インバウンド観光客向け日本文化体験サービスフラン

チャイズ展開」 

■株式会社ひろしま元気いっぱいプロジェクト 

代表取締役 岩崎 浩美 【広島市】 

「『オフィトレ』身体うごく、心うごく、脳うごく、職場

が笑顔に！」   

■彩葉 

代表 筒井 美穂 【倉敷市】 

「日本茶の魅力を創造し暮らしを彩る日本茶との出会いを

届けること」 

■株式会社 peekaboo 

代表取締役 小村 佳子 【広島市】 

「子育てママの活躍する無料保育園隣接型オフィスの運営」

         

■株式会社 Rainbow Sake 

代表取締役 菅波 葉子 【呉市】 

「日本酒海外普及促進支援マーケティング事業」 

【問い合わせ先】 

中国経済産業局 産業部 経営支援課  担当：神田、中井、義嶋 

TEL : ０８２－２２４－５６５８   FAX : ０８２－２２４－５６４３ 

【ファイナリスト（登壇者）一覧】※順不同 

【ファイナリスト発表会及び表彰式】※詳細は別紙参照 

 

☆観覧者募集中！【1/19（金）締切】 

HPよりお申し込み下さい。 

http://soeru.cnbc.or.jp/ 

http://soeru.cnbc.or.jp/


「女性起業家によるビジネスの芽で地域に変革をもたらす」をコンセプトにした中国地域初の女性ビジ
ネスプランコンテスト。多数の応募から新たな挑戦を応援したい「ファイナリスト」が選ばれました！
当日は、今注目の女性起業家による基調講演も併せて開催します。皆さま奮ってご参加ください。

起業へ一歩踏み出したい方、ご関心がある方、支援者の方等、ご来場をお待ちしております！

「日本の伝統を次世代につなぐ～起業家精神をもって生きるということ～」

・開 会 13：00～ ※受付・開場 12：30～

(株)和える 代表取締役 矢島 里佳 氏

ファイナリストによる

・ビジネスプラン発表会
選考を勝ち抜いたファイナリストが事業プランを発表します。
登壇者は、1月中旬SOERU公式サイトにて発表予定です。

・表 彰

・交流会 17：45～19：15

・基調講演 13：10～13：55

ファイナリスト発表会及び表彰式

主催：中国経済産業局、㈱日本政策投資銀行、（一社）中国経済連合会、(一社)中国地域ニュービジネス協議会
起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク（woman.cnbc.or.jp)も応援しています！

ビジネスにプラスとなる出会いがあります。支援者や起業家同士の情報交換の場にお役立てください。
※交流会参加費 2,500円。ドリンクと軽食を準備しています。（当日会場でお支払いください）

・大賞 中国経済産業局長賞
・優秀賞（2件程度）

・特別賞 ワーク・ライフ・シナジー賞（2件程度）

・サポーター賞(支援内容を発表）

■当日スケジュール

（一財）日本経済研究所
専務理事

鍋山 徹 氏

県立広島大学
経営専門職大学院

教授

木谷 宏 氏

女性創業応援やまぐち(株)
代表取締役社長

杉山 敏美 氏

ブリリアントアソシエイツ(株)
代表取締役

福嶋 登美子 氏

■審査員及びコメンテーター

参加無料 （定員100名）2018.1.25 ㊍ 13：00～19：15

ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM広島駅前 託児有（無料） 事前のお申込みが必要です

14：00～17：15

次世代に伝統をつなぐ株式会社「和える」創業までの経緯や想いについて。
そして、日本全国の職人と共にオリジナル商品を生み出す”0から6歳の伝統ブランド
aeru”事業を始めとする、現在展開中の新規事業や今後の展開についてお話しします。

<profile>
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DBJ｢女性新ビジネスプランコンペティション｣にて、DBJ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





ファイナリスト事業概要一覧（簡略版） 

 
  ■アロマ空間デザイン株式会社 

代表取締役 藤田 美穂 【山口市】 

「癒し空間の演出～地元天然素材の「香り」の活用を通じて」 

 

実証実験や科学的根拠に基づき、観光（空港、旅館、神社等）や医療・

福祉現場に適した地域の香り（夏みかん、ひのき等）を商品化。既に

各所で採用。全国各地でその土地の香りを発信する教え子を教育。 

■彩葉 
代表 筒井 美穂 【倉敷市】 

「日本茶の魅力を創造し暮らしを彩る日本茶との出会いを届けること」 
 
より急須に入れるお茶に近い形で茶葉本来の魅力を楽しめるよう、

ドリップ式のティーバッグを開発。さらに、セレクトした全国各地

のお茶の味・香りを、動物のイメージで伝えるパッケージで販売。 

■株式会社 peekaboo 

代表取締役 小村 佳子 【広島市】 

「子育てママの活躍する無料保育園隣接型オフィスの運営」 

 

無料保育園隣接型オフィスを運営し、IT事業を中心としたクリエイテ

ィブな仕事を行う（WEBライティング、営業代行、バックオフィス業

務等）。子育てをしながら、いつでも社会に復帰できるようトレーニ

ングすることが可能。 

■株式会社ひろしま元気いっぱいプロジェクト 

代表取締役 岩崎 浩美 【広島市】 

「『オフィトレ』身体うごく、心うごく、脳うごく、職場が笑顔に！」 

 

手軽に、安価に、働く人の心身の健康状態を改善できるオフィス内

での軽い運動の配達サービスとして「オフィトレ」を開発。「シナ

プソロジー」にもとづいた業務効率化も。顧客企業内にオフィトレ

指導者を育てる教育サービスも提供。 



 
 
 
 

■れんた～と尾道 
代表 本谷 美穂 【尾道市】 

「業界初、地域特化型の芸術家支援事業による地域活性化」 
 
尾道の若手クリエイターの作品を無料で保管（ストック）し、定額の

レンタル料で病院や福祉施設、企業等へ貸し出しを行う。またそれを

きっかけとした交流イベント等の企画も行う。 

■N.K.Cナーシングコアコーポレーション合同会社 

代表 神戸 貴子 【米子市】 

「『わたしの看護婦さん』～潜在的看護師らの力を活用した「遠距離

介護」のお手伝い」 

 

医療福祉の専門家を派遣し在宅の介護・保育を支援。スタッフとし

て潜在看護師らが所属。介護保険・医療保険を使わないことで、利

用時間や頻度・内容に制限がない。病院付添い・外出付添い等の需

要が多い。 

■株式会社 okeikoJapan 
代表取締役 橋口 栄 【廿日市市】 

「インバウンド観光客向け日本文化体験サービスフランチャイズ展開」 
 
宮島にインバウンド向け体験サービス施設をオープン。日本文化を習

得している人、神社仏閣や古民家等の歴史ある建物がそれぞれ有効活

用されていないことを課題とし、その解決に取り組む。 

■株式会社 Rainbow Sake 

代表取締役 菅波 葉子 【呉市】 

「日本酒海外普及促進支援マーケティング事業」 

 

正しく管理された品質での日本酒の美味しさを海外に伝えるべく、

蔵元と海外現地との橋渡しや営業活動支援を行う。また、現地の日

本酒普及人材を教育、指導する。 



ファイナリスト事業概要一覧（簡略版） 

 
  ■アロマ空間デザイン株式会社 

代表取締役 藤田 美穂 【山口市】 

「癒し空間の演出～地元天然素材の「香り」の活用を通じて」 

 

実証実験や科学的根拠に基づき、観光（空港、旅館、神社等）や医療・

福祉現場に適した地域の香り（夏みかん、ひのき等）を商品化。既に

各所で採用。全国各地でその土地の香りを発信する教え子を教育。 

■彩葉 
代表 筒井 美穂 【倉敷市】 

「日本茶の魅力を創造し暮らしを彩る日本茶との出会いを届けること」 
 
より急須に入れるお茶に近い形で茶葉本来の魅力を楽しめるよう、

ドリップ式のティーバッグを開発。さらに、セレクトした全国各地

のお茶の味・香りを、動物のイメージで伝えるパッケージで販売。 

■株式会社 peekaboo 

代表取締役 小村 佳子 【広島市】 

「子育てママの活躍する無料保育園隣接型オフィスの運営」 

 

無料保育園隣接型オフィスを運営し、IT事業を中心としたクリエイテ

ィブな仕事を行う（WEBライティング、営業代行、バックオフィス業

務等）。子育てをしながら、いつでも社会に復帰できるようトレーニ

ングすることが可能。 

■株式会社ひろしま元気いっぱいプロジェクト 

代表取締役 岩崎 浩美 【広島市】 

「『オフィトレ』身体うごく、心うごく、脳うごく、職場が笑顔に！」 

 

手軽に、安価に、働く人の心身の健康状態を改善できるオフィス内

での軽い運動の配達サービスとして「オフィトレ」を開発。「シナ

プソロジー」にもとづいた業務効率化も。顧客企業内にオフィトレ

指導者を育てる教育サービスも提供。 



 
 
 
 

■れんた～と尾道 
代表 本谷 美穂 【尾道市】 

「業界初、地域特化型の芸術家支援事業による地域活性化」 
 
尾道の若手クリエイターの作品を無料で保管（ストック）し、定額の

レンタル料で病院や福祉施設、企業等へ貸し出しを行う。またそれを

きっかけとした交流イベント等の企画も行う。 

■N.K.Cナーシングコアコーポレーション合同会社 

代表 神戸 貴子 【米子市】 

「『わたしの看護婦さん』～潜在的看護師らの力を活用した「遠距離

介護」のお手伝い」 

 

医療福祉の専門家を派遣し在宅の介護・保育を支援。スタッフとし

て潜在看護師らが所属。介護保険・医療保険を使わないことで、利

用時間や頻度・内容に制限がない。病院付添い・外出付添い等の需

要が多い。 

■株式会社 okeikoJapan 
代表取締役 橋口 栄 【廿日市市】 

「インバウンド観光客向け日本文化体験サービスフランチャイズ展開」 
 
宮島にインバウンド向け体験サービス施設をオープン。日本文化を習

得している人、神社仏閣や古民家等の歴史ある建物がそれぞれ有効活

用されていないことを課題とし、その解決に取り組む。 

■株式会社 Rainbow Sake 

代表取締役 菅波 葉子 【呉市】 

「日本酒海外普及促進支援マーケティング事業」 

 

正しく管理された品質での日本酒の美味しさを海外に伝えるべく、

蔵元と海外現地との橋渡しや営業活動支援を行う。また、現地の日

本酒普及人材を教育、指導する。 
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