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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。

去る建⻑寺にて、10⽉30⽇「いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER SUMMIT、31⽇「いざ鎌
倉︕JAPAN CHALLENGER AWARD 2021」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、建⻑寺の佇まいも⼿
つだい、チャレンジャーを含めた発表者、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。

また感染予防に努め、コロナ禍での対応もスムーズに進めることができました。私たち、公
益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクトでは。今後は、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 2022」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、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。
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令和3年11⽉吉⽇
いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER AWARD2021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



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。
令和2年度は、コロナ感染防⽌下での限定的な開催となりました。

JAPAN CHALLENGER AWARDとは

令和2年度 実施開催地
・JAPAN CHALLENGER AWARD in 飯綱
・JAPAN CHALLENGER AWARD in 瀬⼾内
・JAPAN CHALLENGER AWARD in おおくま
・JAPAN CHALLENGER AWARD in 輪島
・JAPAN CHALLENGER AWARD for youth
・岩⼿町（発表会）

3



開催概要
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開催概要

イベント名︓いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER AWARD 2021 in 建⻑寺
開催⽇ ︓2021年10⽉31⽇(⽇)
会場名 ︓建⻑寺(神奈川県鎌倉市⼭ノ内8)
参加⽅法 ︓オフライン参加費 5,000円(両⽇通し券) ※限定100名

オンライン参加費 無料
後援 ︓内閣府、総務省、経済産業省、農林⽔産省、観光庁、

⽇本取引所(東証)グループ、神奈川県、鎌倉市
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）
審査員 上記2名

⼤津たまみ⽒（⽣前整理普及協会設⽴者）
寺⽥明⽇⾹⽒（陸上競技選⼿ 東京オリンピック⽇本代表）
藤沢久美⽒（経済評論家）
村⼝和孝⽒（（株）⽇本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表）

総合プロデューサー︓中川直洋
（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）



事前セミナー
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8⽉28⽇(⼟)オンラインにて、いざ鎌
倉のチャレンジャー7名の事業ブラッ
シュアップセミナーを実施しました。
会⻑理事の藤野さんと副会⻑理事の
柳澤さんから直接講義と指導を⾏い、
チャレンジャー7名からの事業に関す
る質問に丁寧にお答えいただきまし
た︕
また、昨年度のアワード登壇者の⼲
場さんより、「アワードに出て変
わったこと」をテーマにお話しいた
だきました︕
チャレンジャーたちからも、アワー
ドに⽣かしたいと意気込みをもらえ
ました︕

ブラッシュアップセミナーの実施



個別セミナー

リモートにて、チャレンジャー1名ずつと、個別指導を
通した事業プランの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︓1回⽬ 8⽉30⽇〜9⽉1⽇
2回⽬ 10⽉12⽇〜10⽉13⽇

■実施時間︓各1時間〜1時間30分
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個別サポート



チャレンジャー7名 紹介
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チャレンジャー１番 坂尾英彦 （グランプリ）
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チャレンジャー
継ぎたくなかった
農家の長男が起こす

農業革命

坂
尾

英
彦

15

13⑧

２０２２年 春 完成予定（現在⼯事中） 21

坂尾英彦さん（銚⼦市）
『継ぎたくなかった農家の⻑男が起こす農業⾰命』
~⼈と⼈が紡ぐ物語~

千葉県銚⼦市でHenneryFarmを運営する坂尾英彦さんです。⾼校を卒業し、地元を出て
渋⾕でクラブDJやアパレルスタッフを務めていました。代々続いてきた農家を、元は継
ぎたくなかった。そんな坂尾さんが農業のどんな魅⼒に気づいたのかを語りました。



チャレンジャー２番 新⽥理恵
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新⽥理恵さん（⼀般）
⽇本の薬草で循環するからだと経済をつくる

7名のチャレンジャー紹介、2⼈⽬は伝統茶のブランド『tabel（タベル）』の商品企画、
販売をするTABEL株式会社を運営する新⽥理恵さんです。皆さんは⽇本の薬草⽂化につ
いて、ご存知でしょうか。とても奥が深い⽇本の薬草⽂化とともに、新⽥さんがなぜこ
の事業に取り組むのか。そこには、新⽥さんの⾷に対する強い想いを語りました。

チャレンジャー
日本の薬草で

循環するからだと経済
をつくる

新
田

理
恵

伝統茶{tabel}
植物の力を給ぶ、得る。

TABEL Co.,Ltd.

黒潮町の視界すっきり花はぶ茶
Eysight

八代の日本古来のはすの葉茶
Beauty & Digestive

石垣島の香り華やか月桃茶
Refresh

{tabel} の伝統茶

Non-
Cafeine

Education／薬草大学NORM

ナチュラルコーラ&ジンジャエール

「めざめろ、からだ。」

懐かしくて、新しい。

ナチュラルエナジードリンク! 



チャレンジャー３番 善積 真吾

善積真吾さん
『リユース容器シェアリングサービス| Megloo(メグルー)』
~⼈の想いを巡らせ、地域の魅⼒を広める~

ローカルの魅⼒を創り、広める」がコンセプトであり、鎌倉を拠点とする株式会社カマ
ンの代表を務め、リユース容器シェアリングサービス|Megloo(メグルー)を開発してい
る善積真吾さんです。テイクアウトの際に⽣まれるゴミを減らし、でもエコの押し付け
にはせず、飲⾷店の⽅がこだわってつくった美味しい⾷品を届けること。⼈の想いが巡
るプロダクト創りを、善積さんの想いを語りました。
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チャレンジャー
リユース容器シェアリングサービスMegloo(メグルー)

善
積

真
吾

株式会社カマン代表善積真吾

サステナブルな世界を次世代に

世界2位：
一人あたりの使い捨てプラごみ排出量

コロナでテイクアウト需要増加
→横浜市でプラゴミ12.5%増加

Solution リユース容器シェアリングサービス

使い捨て容器 リユース容器

繰り返し利⽤ゴミ箱へ

Before After
Traction 実証実験9/14〜10/13（鎌倉飲⾷店3店舗）

使い捨て容器が悪いとわ
かっていて何かしたいと
思っていたが、こういう
形で実現できて嬉しい

ゴミが出ないだけでな
く、容器がGood!

こぼれない&美味しい！

利⽤者の声

飲⾷店の声

使い捨て容器のテイクア
ウトにもう戻れない

2021年10⽉20⽇(リサイクルの⽇) ⼀般公開



チャレンジャー４番 家村瞳
家村瞳
『岩⼿町キャベツサプリプロジェクト』
~地域起業家から全国へ~

地元岩⼿県岩⼿町で、キャベツサプリ開発している家村瞳さんです。
岩⼿町さんのキャベツを活⽤し、⾝体に良く、SDGsに向き合うキャベツサプリ
の開発を⾏っています。⾃らの⽣まれた環境や特性を存分に活⽤し、地域起業家
から全国へと語りました。
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チャレンジャー
岩手町キャベツサプリ
プロジェクト

家
村

瞳

低温熟成乾燥機 と 低温製粉機を使⽤

→栄養価を損なわない。

製造⼯程をオープンに︕

⾃分のバックボーン
製造過程を公表
故郷での起業
未経験の挑戦

ファンになってもらう︕

〜ふるさと岩⼿から全国へ〜

ヒット商品がない︖︕ ⼤切なのは
戦略︕



チャレンジャー５番 ⻫藤⼤将
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⻫藤⼤将さん
『VR/ARによる体験型美術館』
~芸術と⽇常、地域が溶け合う空間を~

VR/AR技術を活⽤した美術館の制作を⼿掛ける⻫藤⼤将さんです。2016年から5
年間をエストニアで過ごした⻫藤さん。エストニアで感じた、芸術が⽇常に溶け込
んでいる感覚を、VR/AR技術を活⽤し体験にまで落とし込んでいます。そんな技術
を活⽤した、地⽅創⽣の可能性を語りました。

チャレンジャー
斉
藤

大
将

「バーチャルタウン」

Es
to
ni
a

Estonia VR
M
useum

観
光
に
つ
な
が
る

新
た
な
デ
ジ
タ
ル
ツ
イ
ン



チャレンジャー６番 島⽥丁花
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島⽥丁花さん
健康で楽しい未来型コミニティ

⼤阪府四條畷市で⾷堂「まばたき」を運営される島⽥丁花さんです。無農薬
・有機野菜を使⽤し、真⼼込めて毎⽇の定⾷を届けています。そんな島⽥さ
んが、なぜ四條畷で⾷堂を運営しているのか。幼い頃からの夢や、今後の展
望まで語りました。

チャレンジャー
島
田

丁
花

健康で楽しい
未来型コミュニティ



チャレンジャー７番
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チャレンジャー７番 村⽥淳⼀さん
『乗鞍・冷泉⼩屋再⽣プロジェクト』
~⼭をもっと近くに、次の世代に~

「乗鞍岳」の中腹に⽴つ⼭⼩屋「冷泉⼩屋」の再⽣プロジェクトを⾏っている村⽥淳⼀さ
んです。⼭、それは普段⼭登りやハイキングをされない⽅にとっては、⽇常的に活⽤する
機会は少ないかもしれません。しかし、村⽥さんが⼿がける「冷泉⼩屋」の再⽣プロジェ
クトでは、⼭がもっと近くに、⼭⼩屋がもっと楽しく感じます。まずはそんな⼭⼩屋での
体験に想いを馳せるべく語りました。

チャレンジャー
村
田
淳
一

乗鞍・冷泉小屋
再生プロジェクト

いざ鎌倉2021 ©REISEN Co., Ltd. 249

登る⼈も登らない⼈も来られる⼭⼩屋へ

【冷泉⼩屋再⽣プロジェクト】

①

いざ鎌倉2021 ©REISEN Co., Ltd. 262Potential
02

14

いざ鎌倉2021 ©REISEN Co., Ltd. 267Update
03

乗鞍エコーライン

19

いざ鎌倉2021 ©REISEN Co., Ltd. 283

様々な使い⽅が
可能な冷泉⼩屋

35



ローカルサポーター

15村⽥さん応援 環境省 信越⾃然環境事務所

家村さん応援 岩⼿町佐々⽊町⻑）

⻫藤さん応援 かがわ県⺠情報サービス

坂尾さん応援 銚⼦市越川市⻑

島⽥さん応援 四條畷市東市⻑

新⽥さん応援 ⽊曽町役場 都⽵さん 善積さん応援 鎌倉市 松尾市⻑

全国から鎌倉に結集した「いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER AWARD 」
彼らチャレンジャーは地域を拠点に公⺠連携事業として活動しているケー
スが多く、拠点となる⾃治体等から応援メッセージがビデオレターで応援
していきます。⾃治体⾸⻑など、独⾃の応援合戦で、会場はとても盛り上
がりました。地域起業家にとって重要なのは、いかに地域を巻き込むか。
その実践しているのがよくわかります。



審査員
業界の最先端を⾛る6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。
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実⾏委員⻑ 藤野英⼈ 審査委員⻑ 柳沢⼤輔 審査員 村⼝和孝

審査員 ⼤津たまみ 審査員 寺⽥明⽇⾹ 審査員 藤沢久美



JAPAN CHALLENGER  SUMMIT（10⽉30⽇開催）
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全国から集まった地域起業家とJAPAN CHALLENGER メンバー、そして公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェク
トの理事や事務局、地域に関⼼のある⼤学⽣が⼀堂に集まった「地⽅創⽣」の会議が⾏われました。



オープニング
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昨年グランプリのコノミアキラと
の共演

世界的著名なダンサー 出場するチャレンジャーたち

チャレンジャー・審査員
の登場

建⻑寺総⻑のご挨拶

実⾏委員⻑挨拶



カマコンチャレンジャー登壇
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福岡県⼤⼑洗町の地域おこし協⼒隊の阿部さん 古⺠家をサウナに。

牡蠣養殖補本格的に事業へ。⾼畑拓弥さん



過去チャレンジャー登壇

20

IKUSA
元親さん

コロナ禍でも全国のお城約25箇所
で、チャンバラ合戦を開催。11⽉
上旬には、⿅児島城ででのイベン
ト開催。2022年5⽉には江⼾で合
戦フェスを開催予定で、コロナの
収束とともに今後もオフラインの
イベントを全国で順次開催してい
く。

荒⽊崇さん前回のチャレンジャーが⼀同に集まりました。皆さん⼿弁当です。１年間、事務局と定期的なミーティングを⾏い、またアドバイスや事業サポー
トをしてきました。この1年でさらに成⻑し、事業も本格化してきました。理事の会社がチャレンジャーに出資するなど経営、資⾦⾯でも全⾯的
にサポートしています。２年間サポート継続します。

シェア・リ・グリーン
瀬⼾⼭匠さん

1年間で多くのイベントを開催。⼦
供⾷堂とコラボしたワークショッ
プの開催や⻭科医院、パルコ、パ
ナソニック、903シティファーム推
進協議会、越⾕レイクタウン、ね
こねこ⾷パン、ハレパン、かまや
などの多くの企業・団体とコラボ
を実施。この⼀年は商品化から商
品改良を重ね、賞味期限を伸ばす
ことに成功。今後は商品の卸にも
注⼒。

ふくべ鍛冶
⼲場健太朗さん

2018年にリリースしたネットで簡
単注⽂、包丁研ぎ宅配サービス
「ポチスパ」の業績は拡⼤。ア
ワード出場後は売上を前年⽐2.5倍
とし、来年度にはさらなる業績向
上が⾒込めるため、⼯場の建設を
予定している。今後は⾷品系の⺠
間企業や産業⽀援機関とアライア
ンスによる潜在的な需要を掘り起
こし、事業モデルを確率させ海外
展開を狙う。

（株）ローカルフラッグ
濱⽥祐太さん

昨年度のアワード終了後に開始した
makuakeでのクラウドファンディ
ングで、約3時間で⽬標⾦額の50万
円を達成。購⼊総額は約350万円、
サポーターは523⼈という数値を記
録。売れ⾏きが好調なため、今年度
より⽸ビールでの販売を開始し量産
化の体制を構築。2023年に⾃社⼯
場を完成予定。本アワード審査員⻑
でもある柳澤⽒が代表を務める⾯⽩
法⼈カヤックより出資を受ける。



過去チャレンジャー登壇
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テンペストハイウインドインク
コノミアキラさん

兵庫県⽴淡路島公園内に位置する屋
外型テーマパークドラゴンクエスト
アイランド内の⾐装製作を開発元で
あるスクウェア・エニックスより受
託し、製作。⼩学館等の企業とコラ
ボしたコスプレイヤーの開発にも注
⼒。他にも地⽅創⽣×コスプレとし
て、京丹後市のPVを作成。世界初
のコスプレメイク検定協会を設⽴
し、理事⻑に就任。今後はこのライ
センスを専⾨学校に販売予定。

my product株式会社
⼩⼭翔さん（代理）

コロナで対⾯イベントは⼤きく影
響を受けたが、コンセプトを認め
られ内閣府の「かかわりラボ」に
メンバーとして参加。下⽥市とふ
るさと納税対応の体験プラン提供
に向けて契約締結、KDDI等を中⼼
とした、液浸スモールデータセン
ターの実証実験に参画するなどア
ワードをきっかけに協業を加速。
今後は地域の仕事×〇〇=地域の
ファン、という構図で地域⾃治体
が抱える課題を解決し、地域の
ファンを増やすことを画策。

⼀般社団法⼈ニンジャタグ協会
荒⽊崇さん

アワード出場後、伊賀市より依頼を
受け伊賀市の観光プロモーションビ
デオを製作。コロナの影響でリアル
イベントは⼤きな影響を受けたが、
⾮接触イベントとして打ち出し伊賀
市助成⾦を受け、現在は次世代忍者
屋敷「e-Ninjaドーム」の開発に取
り組む。2⽉22⽇の忍者の⽇に正式
リリースを予定。



司会と参加者（YouTube配信）

今回の司会者は前回に引き続き、平野裕加⾥さんと専務理事の仲⽊威
雄。平野さんには、地⽅版でも司会をお願いするJAPAN CHALLENGER 
AWARD のレギュラー司会者に定着

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真剣に聞
いていました。観覧者とオンライン参加に事前に登録いただい⽅たには
投票権も与えられ、参加型のイベントになるよう⼯夫をしました。
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投票
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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１番の坂尾英彦さんです。おめでとう
ございます︕善積さんと板尾さんはなんと同点だったそうです。審査員が真剣に議論し、
最後に坂尾さんに決定しました。今後坂尾さんがどのような事業展開をしていくのか、
楽しみです。グランプリには50万円の事業⽀度⾦を授与されます。他のジャパンチャレ
ンジャーとも、公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト、審査員も今後サ
ポートしていきます︕
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写真（AWARD）
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写真（AWARD）
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出演者
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実⾏委員⻑ 藤野英⼈（理事会⻑） レオス・キャピタルワークス（株）
審査委員⻑ 柳沢⼤輔（理事副会⻑） ⾯⽩法⼈カヤック 代表取締役CEO
審査員 村⼝和孝（理事） （株）⽇本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表
外部審査員 ⼤津たまみ（⽣前⽣理普及協会設⽴者）
寺⽥明⽇⾹（陸上競技選⼿ 東京オリンピック⽇本代表）
藤沢久美（経済評論家）

JAPAN CHALLENGER JAPAN CHALLENGER 審査員

家村瞳「岩⼿町キャベツサプリプロジェクト」
⻫藤⼤将『バーチャルタウン』~芸術と⽇常、地域が溶け合う空間を~
坂尾英彦「継ぎたくなかった農家の⻑男が起こす農業⾰命」
島⽥丁花『健康で楽しい未来型コミュニティ』
新⽥理恵『⽇本の薬草で、循環するからだと経済をつくる』
村⽥淳⼀「乗鞍・冷泉⼩屋再⽣プロジェクト」
善積真吾「リユース容器シェアリングサービス | Megloo(メグルー)」

ゲスト

サミットパネルディスカッション

・コノミアキラ、瀬⼾⼭匠、荒⽊崇、元親、⼲場健太朗、濱⽥祐太

・⽊下⻫（⼀般社団法⼈エリア・イノベーション・アライアンス代表理事）
・町井 則雄（株式会社シンカ代表取締役）

・深澤準弥（松崎町企画観光課 課⻑）
・⾏⽅⼀正（株式会社ピーストラベルプロジェクト 代表取締役）
・関幸⼦（株式会社ローカルファースト研究所 代表取締役）
・⽮尾板俊平（淑徳⼤学コミュニティ政策学部準教授）
・⽥澤⿇⾥⾹（株式会社KURABITO STAY 代表取締役）※オンライン
・⽯井芳明（経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室⻑）
・森元憲介（株式会社東京証券取引所 ⾦融リテラシーサポート部）
・江成道⼦（⼀般社団法⼈シングルマザー⽀援協会 代表理事）

・⾼畑拓弥（株式会社リブル）
・阿部幹也（⼤⼑洗町 地域おこし協⼒隊）
・カマコンメンバーのみなさん、以下10名
⻘⼭政弘、稲垣安成、植嶋平治、城⼾忠之、⽥中みちる、古川嘉徳
三⽊康司、宮瀬忍、村尾周三江、渡辺みさき

・中島みき（⾯⽩法⼈カヤック）

・総務省職員
・江頭千花⼦（⼤学⽣）
・森國美侑（⼤学⽣）

・渡邊智恵⼦（⼀般社団法⼈サーキュラーコットンファクトリー代表理事）

司会

・平野裕加⾥、仲⽊威雄

カンファレンスパネルディスカッション

カマコン×ジャパチャレ

SUMOUTオンライン

ふるさとワーキングホリデー



スタッフ（組織図）
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総合プロデューサー・演出・⾳楽・映像︓中川直洋

プロデューサー︓松井⼤介、池嶋亮、勝⾒成久、町井則雄

チーフディレクター︓東⽥⼀起

ディレクター︓奥川季花、⼤浦佐和、樽本理⼦、仁井ひな

アシスタントプロデューサー︓⻑⽥楓加、⽯井ゆめみ

アシスタントディレクター︓⾼橋勇作、外所祐⾹

⾳響・映像制作︓⼩林テレビ

場内スタッフ︓伊藤颯吾、鈴⽊⽇菜⼦、
中井彩⼦、村⼭真⼦

YouTube配信 ⾦⽥有浩 サイコー

運営スタッフ⼀覧



後援



協力



サポーター




