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御礼

みなさまにおかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
去る１０⽉６⽇に、「いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER AWARD 2020」を⼤盛況のうちに終えることが

できました。ご参加いただいた皆様、またご尽⼒いただいた皆様、多⼤なご⽀援を賜り誠にありがとうござ
いました。

全国から地⽅創⽣に関わる⽅々が集結する「地⽅創⽣の祭典」となり、天気にも恵まれ、建⻑寺の佇まい
も⼿つだい、チャレンジャー含めた発表者、参加者、裏⽅全員が素敵な表情であったことが印象的でした。

またコロナ禍での対応もスムーズに進めることができ、感染予防に努めました。
JAPAN CHALLENGER 7名を１年間サポートをして参ります。軌道に乗せるまで伴⾛していきます。
次年度も、いざ鎌倉JAPAN CHALLENGER AWARD 2021を開催する予定です。さらにバージョンアップ

したプログラムをお計画しております。
今後とも地⽅創⽣を⽬指す地域起業家や地域のワカモノの発表の場を提供し、かれらの地⽅創⽣事業の

「スイッチ」を⼊れる機運醸成を⾏っていきます。
私たちのミッションである「地域起業家が⼈気業種となり、地⽅創⽣事業が各地域で成功している」実現

のため、これからも全⼒で進めてまいります。
これからもどうぞ、みなさまのご⽀援賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

令和２年１０⽉吉⽇

いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER AWARD2020運営事務局 プロデューサー
公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト 代表理事

中川直洋2



JAPAN CHALLENGER AWARDとは

地域の魅⼒化や課題をビジネスで解決する「ビジネスアイデア」を持った起業家たちと、その事業を応援したい地元企業とのマッチングを⾏う
ビジネスコンテスト型のイベントです。「ジャパンチャレンジャー」と呼ばれる挑戦者たちが、⾃らのビジネスプランを審査員やイベント参加
者の前で発表し、グランプリを⽬指します。また、ジャパンチャレンジャーのプランを聞き、関⼼をもったサポート企業からは、出資や事業提
携などのオファーがくることもあります。地域起業家を応援することはもちろん、さらには彼らジャパンチャレンジャーの熱い想いを聞いた参
加者のみなさんが「地域を元気にしたい」という意識を持ち、地⽅創⽣のムーブメントを起こすことを⽬指しています。今まで、伊⾖や銚⼦な
ど様々な地域で開催しています。

JAPAN CHALLENGER AWARDとは

過去開催地

・JAPAN CHALLENGER AWARD in 四條畷
・くまもとチャレンジャーAWARD
・いいづな事業チャレンジ
・JAPAN CHALLENGER AWARD in ⼩諸
・JAPAN CHALLENGER AWARD in 銚⼦
・JAPAN CHALLENGER AWARD in 輪島（コロナのため中⽌）
・IZU CHALLENGER AWARD 2020
・JAPAN CHALLENGER AWARD for youth
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開催概要
「いざ鎌倉︕地⽅創⽣の祭典〜JAPAN CHALLENGER AWARD2020〜」

■⽇時︓2020年10⽉6⽇（⽕）10︓00〜17︓00
■会場︓建⻑寺（神奈川県鎌倉市⼭ノ内８）
■コンテンツスケジュール
①10:00-12:00 パネルディスカッション『得⽉楼』
②12:00-12:45 昼⾷ 『得⽉楼』
③12:45-13:00 武⽥双雲⽒の書道⾯⽩パフォーマンス『唐⾨』
③13:00-15:35 いざ鎌倉︕地⽅創⽣の祭典︕JAPAN CHALLENGER AWARD 2020『⽅丈』
④15:50-17:00 結果発表『法堂』※17︓15までにはご退場願います。
■参加費︓〈⼀般〉セミナー・昼⾷︓3000円、アワード︓2000円（テキスト付）

〈学⽣〉セミナー・昼⾷︓2000円、アワード︓1000円（テキスト付）
■主催︓公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト
■後援︓内閣府地⽅創⽣推進事務局/経済産業省関東経済産業局/農林⽔産省/総務省/観光庁/

神奈川県/鎌倉市/⽇本取引所グループ
■サポーター︓レオスキャピタルワークス株式会社、株式会社⾯⽩法⼈カヤック、株式会社アイサ

イト、株式会社アクティブティジャパン、株式会社アバンティ、株式会社エイジア、グ
リッドグループホールディングス株式会社、株式会社クレオ、株式会社ゴーゴーカレーグ
ループ、株式会社社会起業⼤学、伸こう会株式会社、⼀般社団法⼈シングルマザー⽀援協
会、⼀般社団法⼈ソーシャルビジネスドリームパートナーズ、株式会社⼤和システムク
リート、株式会社⽇本テクノロジーベンチャーパートナーズ、凸版印刷株式会社、NEXT 
BLUE、株式会社ピーストラベルプロジェクト、株式会社ボーダレス・ジャパン、マネッ
クスベンチャーズ株式会社、ヤマサ醤油株式会社、株式会社レイメイ藤井

■協⼒団体︓Nippon IT チャリティ駅伝実⾏委員会、スーパーマーケットトレードショー実⾏委
員会、早稲⽥⼤学⼤隈塾/協⼒メディア:あさ出版、オルタナ、ターンズ

■場所協⼒︓建⻑寺、HATSU鎌倉
■ローカルサポーター︓飯綱町役場農政課（⻑野県）、伊賀市観光戦略課（三重県）、（⼭梨県）

市川三郷町役場 政策秘書課 （群⾺県）嬬恋村役場 総合政策課 、⼩⾖島⼆⼗四の瞳
映画村（⾹川県）、能登町ふるさと振興課地域戦略推進室（⽯川県）、朝来市町（兵庫
県）、与謝野町（京都府）

■運営︓JAPAN CHALLENGER AWARD事務局
（公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト）
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事前セミナー

チャレンジャーに選ばれた7名に概要説明と顔合わ
せを⽬的とした事前セミナーを⾏いました。

当初は参加者が集まって合宿を⾏う予定でしたが、
新型コロナウィルスの影響によりリモートで開催し
ました。会場は当団体が⼊居する「HATSU」

また、⾯⽩法⼈カヤックの柳澤さんとレオスキャピ
タルワークスの藤野さんによる講義で始まり、チャ
レンジャーのプレプレゼンを⾏いそれぞれ意⾒交換
をすることで⼠気を⾼め合うことができました。

■⽇時︓2020年8⽉22⽇（⼟）9︓30〜17︓00



個別セミナー

リモートにて、チャレンジャー1名ずつと、個別セミナーを
通したブラッシュアップを2度⾏いました。

当団体では、ビジネスモデルをブラッシュアップするための
ノウハウと、事務局の1対1での⼿厚いサポート体制を強みと
しています。
その強みを活かしながら個別セミナーでは、チャレンジャーの
ビジネスアイデアを、共にビジネスモデルに落とし込み、さら
にそのビジネスモデルをブラッシュアップしました。

上記の丁寧な個別セミナーにより、本番までにより実現可能性
の⾼いビジネスモデルにし、発表の質を上げることで、審査員
や観客からの納得感を醸成しました。

■実施⽇︓2020年9⽉4.5.7.9.10.25.28.29.30⽇
■実施時間︓各1時間〜1時間30分



チャレンジャー
各地⽅から選出されたチャレンジャー７名がAWARDにて事業プレゼンを⾏いました。その様⼦を⼀⼈ずつご紹介してまいります。

チャレンジャー１番 元親さん
⽇本全国の城郭を利⽤し、国内および海外から注⽬される新たな「⽇本の祭典」を創出する

もともとIT企業で働かれていた元親さんは、合戦フェスというイベントに参加したのをきっ
かけに、チャンバラの魅⼒にひかれ、全国に広げる活動を⾏っています。昨年はなんと250
以上ものイベントに呼ばれたとのこと。そんな元親さんは全国にあるお城を「活⽤」しチャ
ンバラを⾏う事業プランを発表しました。

チャレンジャー２番 瀬⼾⼭匠さん
⾃社ブランド「野菜のキャンバス」を活⽤して幸せな朝⾷をデザインする

瀬⼾⼭さんは幼少期のご⾃⾝の経験から「孤⾷」をなくしたいと、「やさいのキャンバス」
という野菜からできたチューブを開発しました。⾷パンにこどもたちがお絵かきをしながら
家族のコミュニケーションがとれるという商品です。また、⻑野県飯綱町のみなさんと連携
しながらできた野菜をチューブの原料にしているので、こどもの野菜嫌いも克服できます。

食パンをキャンバスに、野菜のいろどりでおえかき
楽しい食育で新しい朝の時間を。

朝食×お絵かき
オンラインワークショップの様子
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チャレンジャー
各地⽅から選出されたチャレンジャー７名がAWARDにて事業プレゼンを⾏いました。その様⼦を⼀⼈ずつご紹介してまいります。

チャレンジャー３ ⼲場健太朗さん
古くて新しい「かじやの窓⼝」を全国展開したい

⼲場さんは現在、鍛冶屋として新しい取り組みを進めています。⾞で移動しながら地域の
皆さんの刃物を研いだり、刃物を安全に配送できるボックスを開発して全国から集まった
刃物を研いだり。物を⼤事に⻑く使うことが⼤切だという想いをもち、全国のより多くの
⽅の刃物を研ぎたいと、包丁を研ぐ機械の開発を⽬指しています。

チャレンジャー４番 濱⽥祐太さん
「飲めば飲むほど、海がキレイになる」をコンセプトにしたクラフトビール醸造所

濱⽥さんは、学⽣版のAWAEDで優勝し、今回鎌倉AWARDにも参加されました。京都府
与謝野町はホップの有名な国内でも珍しい地域です。この地域の産物を活かしクラフト
ビールを作りました。また、与謝野町では牡蠣がたくさん⽣息し、海が汚れてしまってい
ます。その牡蠣をビールの製作に活かし飲めば飲むだけ海が綺麗になるをコンセプトに事
業をつくりました。

ネットで包丁修理の受付が可能に！
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・包丁研ぎ実績：日本でトップクラス（Ｂ to Ｃ）
・日本の包丁研ぎの市場規模は、5,400億円。
・包丁は消耗品ではなく、メンテナンスしながら、

20年程度使うもの。
・鍛冶屋は衰退産業ではない。商圏を拡大し、
残存者利益を確保する。

全自動包丁研ぎ機（プロトタイプ）

11

処理：90秒/本
開発費：3,000万円
包丁：同一形状
手法：プログラミング

【現状】

【今後】 挑戦！

処理：約300秒/本
開発費：1億円
包丁：多様形状
手法：ＡＩ（人工知能）
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チャレンジャー
各地⽅から選出されたチャレンジャー７名がAWARDにて事業プレゼンを⾏いました。その様⼦を⼀⼈ずつご紹介してまいります。

チャレンジャー６番 ⼩⼭翔さん
地域の⼿仕事をめぐる、産業観光のプラットフォーム

⼩⼭さんは地域の深い⽂化や伝統を観光プランとして提案するプラットフォームを発表し
ました。地域の職⼈さんや旅館がその⼟地や伝統のよさをより観光客に味わってもらえる
よう、その地に深く関わりながら観光プランを⼀緒に作り上げています。

チャレンジャー７ 荒⽊崇
伊賀をもっと元気に、⽇本を元気にもっと忍者で楽しもう︕次世代忍者スポーツ

荒⽊さんはニンジャで有名な三重県伊賀市の忍者⽂化を広げるため、センサーで楽しめる
⼿裏剣を開発しました。忍者という⾔葉は９割以上の外国⼈に認知されている⾔葉です。
その忍者という⽂化を伊賀でもっと活かすため、サバゲ―のようにたのしめる⼿裏剣やイ
ベントを企画しています。

3

⼈の魅⼒に触れる産業観光を通じて、都市と地⽅の接点を創りたい

地⽅で働く⼈々 (ホスト) 観光客 (ゲスト)

“観光客を呼び込み、地域を活性化したい”
“⾃分たちのモノづくりを知ってもらいたい”

“観光名所だけでない、
地域の奥深さに触れたい”

26

今秋からモニターイベントを実施し、事業性を検証予定

⼭梨県峡南地域 群⾺県嬬恋村 静岡県伊⾖半島

ホスト数

プラン数
!
"
体
験

SaaS
ふるさと
納税
提携先

実施回数1)

モノ販売2)

10-15名

20-30件

予定 (市川三郷町)

✔ (市川三郷町)

4名 × 4-6回

1件獲得

5-10名

10-15件

予定 (嬬恋観光協会)

✔

4名 × 2回

1件獲得

10-15名

20-30件

予定 (下⽥観光協会)

予定 (下⽥市)

4名 × 4-6回

ー

1. 2020年9-12⽉末にかけて実施の予定; 2. クラウドファンディング⽀援

次世代忍者スポーツ「e-Ninja®」
伊賀を元気に、日本を元気に！もっと忍者で楽しもう！

⼀般社団法⼈ Ninja TAG協会

装着イメージ ・ ⼤会実績

クラウドファンディング達成
⼀般社団法⼈ Ninja TAG協会 9



チャレンジャー（グランプリ）
全国から集まったチャレンジャーの中から、コノミアキラさんがグランプリに選ばれました。

チャレンジャー５ コノミアキラさん
アートとコスプレにより地域の魅⼒の掘り起こしと新たな魅⼒の創造を⾏う

コノミさんはもともとスキーでオリンピックを⽬指していましたが、昔からアニメやコス
プレが⼤好きだったそうです。そしてコスプレイヤーに転換し、今ではなんと世界を代表
するコスプレイヤーになりました。そんなコノミさんは地域の伝承をキャラクター化し、
コスチュームにして地域を盛り上げる事業を発表しました。

地域の伝承 キャラクター化コスプレ化

地域のアイコンとして成⻑

コスプレで地方を聖地に!!
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審査員

ビジネス界の最先端を⾛る８名の審査員の皆さんがチャレンジャーの事業プラン
に対してコメントをしました。

<実⾏委員⻑>藤野英⼈⽒（レオスキャピタルワークス株式会社 代表取締役）
<審査委員⻑>柳澤⼤輔⽒（⾯⽩法⼈カヤック 代表取締役CEO）
<審査員>渡邊 智恵⼦⽒（株式会社アバンティ 代表取締役会⻑）
<審査員>村⼝和孝（株式会社⽇本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表）
<審査員>井上加奈⼦（NEXTBLUE 代表パートナー）
<審査員>鈴⽊ 雅剛（株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役副会⻑）
<審査員>和⽥誠⼀郎（マネックスベンチャーズ株式会社 代表取締役）
<審査員>武⽥双雲 （書道家）

チャレンジャーからの突然の要望に応える審査員
11



オープニングアクト
オープニングアクトの会場は⾦⾊に輝く唐⾨の⽬の前で⾏いました。開始の⾳楽と
ともに、地⽅創⽣の事業を発表するチャレンジャーとその事業を評価する審査員、
そして司会の平野裕⾹⾥さんと書道家の武⽥双雲さんが登場しました。次に、チャ
レンジャーたちの事業が、イベントを通してより進展するように願いをこめて、書
道家の武⽥双雲さんによる書道パフォーマンスを⾏いました。チャレンジャーや審
査員も⼀緒に「挑」という字を書きました。

審査員のみなさんもチャレンジャーが発表した商品を実際に体験しました。
12



セミナー
最初のプログラムは、10時から始まった特別パネルディスカッション。これまでに数々のビジネスコンテストに出場
するだけでなく、地⽅創⽣の先駆として⽇本の様々な地域で活躍してきた起業家の⽅々を４⼈お招きし、さらにコメ
ンテーターとして本⼤会実⾏委員⻑の藤野英⼈⽒、審査員⻑の柳澤⼤輔⽒を迎えて、2時間たっぷりとお話を聞きまし
た。⾯⽩法⼈カヤックの発売している「ブレストカード」を活⽤してアイスブレイクを⾏い、会場の雰囲気が温まっ
たところで、４⼈のパネリストにご⾃分の事業内容をご説明いただきました。コメンテーターからも、⼩さな気づき
が事業を始めるきっかけになることや、⾒つけた課題を解決しようとする中で⽣まれる難しさについて、そしてたく
さんの起業家に出会う中で感じる『⼀⼈⼀⼈に合った応援のしかた』を⾒つけることについてなど、短い時間の中で
も味わい深く含蓄のあるコメントをいただきました。パネルディスカッションが終わりお昼の時間帯になっても、会
場の中でずっと談笑が続くほどに盛況で終わることができ、新たな出会いときっかけが⽣まれていることが感じられ
ました。

【パネルディスカッション登壇者】
・⼭本亮⽒ 株式会社百笑の暮らし代表取締役（輪
島で古⺠家レストランと農泊など⾥⼭まるごとホテ
ル運営）
・⽥澤⿇⾥⾹⽒ 株式会社KURABITO STAY代表取
締役社⻑（本格的な蔵⼈体験”英語同時通訳”ができ
る体験型宿泊事業を運営）
・⼤津たまみ⽒ 株式会社アクションパワー取締役
会⻑（地域課題である過疎地域の⾼齢者向けサポー
ト事業）
・くわばらゆうき⽒ KUMIKI PROJECT株式会社代
表取締役（暮らしを⼿づくりする⼈の国産DIYブラ
ンドづくり）
・藤野英⼈⽒（レオスキャピタルワークス株式会社
代表取締役）
・柳澤⼤輔⽒（⾯⽩法⼈カヤック 代表取締役CEO）
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スペシャルゲスト登壇
今回のゲストには11歳起業家の井上美奈さんをお呼びしました。７分間の素晴らし
いプレゼンテーションを披露してくれました。また、伊⾖地域で開催された
AWARDでグランプリを受賞した⾼校⽣「ふあ〜みんず」のみなさんもゲストとし
て登壇し、事業プレゼンテーションを⾏いました。

井上 美奈 （⽅丈のオープニング ゲスト出演）
TSUNAGU OÜ CEO ／ Startup Weekend オーガナイザー ／ CO☆PITライター
2008年11⽉⽣まれ。11歳（2020年6⽉現在）。
2019年2⽉Startup Weekendにプレイベントから初参加、オーガナイザーとなる。
2019年6⽉クラウドファンディングでエストニアに渡航。2019年7⽉国内でイベント初主催。
2020年3⽉エストニアにTSUNAGU OÜを設⽴、CEO就任。
2020年8⽉ Startup Weekend Yabu 初めてリードオーガナイザーとして開催

ふあ〜みんず（IZU CHALLENGER AWARD 2020 ⾼校⽣グランプリ）
ふあ〜みんずのメンバーは、伊⾖地域の⾼校⽣、⽥⽅農業⾼校の井出朋花さんと、加藤学園暁秀の信
夫杏菜さん。農家さんを応援するために農家カフェを開き、具材などを選べる体験型のお茶漬けを提
供しようというプランです。彼⼥たちのプランが数あるプランの中からグランプリを受賞しました。

スペシャルゲスト
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司会と参加者

今回の司会者はタレントのつるの剛⼠さんと、アナウンサーの平野裕可
⾥さん。テレビでよく⾒かけるお⼆⼈の登場に会場も⼀層盛り上がりま
した。

約100名の参加者の皆さんは、チャレンジャーの事業プランを聞いて、
応援したいと思えば「応戦」という⽤紙を、サポーター（協賛）のみな
さんは「参戦」という⽤紙を挙げました。観覧者も参加型のイベントに
なるよう⼯夫をしました。
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フィナーレ

今回グランプリを獲得したのは、チャレンジャー５番のコノミアキラさんです。おめで
とうございます︕濱⽥さんとコノミさんはなんと観客票では同点だったそうです。審査
員が真剣に議論し、最後にコノミアキラさんに決定しました。武⽥双雲さんも、「書道
×コスプレイヤーでいい企画をもう思いつきました」とおっしゃっていました。今後コ
ノミさんがどのような事業展開をしていくのか、楽しみですね。ジャパンチャレン
ジャープロジェクトも審査員も、コノミさんの今後をサポートしていきます︕
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出演者

17

元親 「⽇本全国の城郭を利⽤し⽇本及び海外の⼈々から注⽬される新たな⽇本の祭典を創出する」
瀬⼾⼭匠 「⾃社ブランド「やさいのキャンバス」を活⽤して幸せな朝⾷をデザインする」
⼲場健太朗 「古くて新しい「かじやの窓⼝」を全国展開したい︕」
濱⽥祐太 「飲めば飲むほど、海がキレイになる」をコンセプトにしたクラフトビール醸造所」
コノミアキラ「 アートとコスプレにより地域の魅⼒の掘り起こしと新たな魅⼒の想像を⾏う」
⼩⼭翔 「地域の⼿仕事をめぐる産業観光プラットフォーム」
荒⽊崇 「伊賀を元気に、⽇本を元気に︕もっと忍者で楽しもう︕次世代忍者スポーツ「e-Ninjya」」

実⾏委員⻑ 藤野英⼈ 公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト会⻑（レオスキャピタルワークス株式会社 代表取締役）
審査委員⻑ 柳澤⼤輔 公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト副会⻑（⾯⽩法⼈カヤック 代表取締役CEO）

審査員 渡邊智恵⼦ 公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト理事（株式会社アバンティ 代表取締役会⻑）
村⼝和孝 公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト顧問（株式会社⽇本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表）
井上加奈⼦（NEXTBLUE 代表パートナー）
鈴⽊ 雅剛（株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役副会⻑）
和⽥誠⼀郎（マネックスベンチャーズ株式会社 代表取締役）
武⽥双雲 （書道家）

⼤津たまみ 株式会社アクションパワー取締役会⻑「地域課題である過疎地域の⾼齢者向けサポート事業」
くわばらゆうき KUMIKIPROJECT株式会社代表取締役「暮らしを⼿づくりする⼈の国産DIYブランドづくり」
⽥澤⿇⾥⾹ 株式会社KURABITOSTAY代表取締役社⻑「本格的な蔵⼈体験”英語同時通訳”ができる体験型宿泊事業を運営」
⼭本亮 株式会社百笑の暮らし代表取締役「輪島で古⺠家レストランと農泊など⾥⼭まるごとホテル運営」

司 会 つるの剛⼠ 平野裕加⾥
ゲ ス ト 武⽥双雲 井上美奈（TSUNAGU OÜ CEO） ふぁーみんず

JAPAN CHALLENGER 

JAPAN CHALLENGER 審査員

JAPAN CHALLENGER レジェンド（パネラー）

司会・ゲスト



スタッフ

総合プロデューサー・演出・⾳楽︓中川直洋

アソシエイトプロデューサー︓仲⽊威雄、勝⾒成久、町井則雄

プロデューサー︓松井⼤介

アシスタントプロデューサー/制作管理/ワークショップ運営︓⼤浦佐和

ステージ運営担当ディレクター︓奥川季花、東⽥⼀起

チャレンジャー担当ディレクター︓樽本理⼦
（以上 公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト）

アシスタントディレクター
荒⽊爽花、岩切拓史、⼤城ももか、鎌⽥歩乃佳、河合志帆、中井彩⼦、中川雄⽃、早川沙希⼦、
福原英信、松原淑美、柳沢七帆

カメラマン︓井上綾乃

ゲスト担当︓市村順⼀・⽊村勇介（ROCKMADE）

映像/⾳響/配信︓杉⼭亮太、河井吉正、島崎雅之、中村 敦、渡部智史、蛭⽥⿇美（⼩林テレビ）

照明︓プログレッソ︓前⽥貢伺 宮淳之助

運営スタッフ⼀覧
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写真（セミナー）
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写真（オープニング）
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写真（AWARD）
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写真（AWARD・フィナーレ）
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サポーター
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