
 

 

 

 

 

 

 
起業家から広くビジネスプランを募集・表彰する「SENDAI for Startups! ビジネ

スグランプリ 2018」のファイナリスト１０名が決定しました。そのファイナリス 

ト達によるプレゼンテーションと表彰式を下記により開催します。 

「地域共生」「ＩＴの活用」「女性の活躍」「ものづくり力」そして「震災からの復

興」などをテーマに、１０名の起業家が事業プランにこめた想いを発表します。 

次代を担う起業家たちのチャレンジ精神あふれるビジネスプランを、ぜひ、ご取材 

ください。（当日は受賞事業の展示ブースを設けるほか、個別取材も承ります。） 

 

 

  記 

 

■日 時：平成 30年２月４日（日）13：30～17：00 

■会 場：仙台市中小企業活性化センター 多目的ホール 

      （仙台市青葉区中央 1-3-1 AER5階） 

■参加無料 

■表 彰（プレゼンター 仙台市長） 

グランプリ大賞・優秀賞・各特別賞・奨励賞 

オーディエンス賞 

■ファイナリスト 

かるぺでぃえむフォト  株式会社 GRACIEUX     株式会社 Co-LABO MAKER 

株式会社テセラクト   株式会社ニケ・ウィング  Nozomiプログラミング＆Web株式会社 

株式会社 Piezo Studio  合同会社 fluir      株式会社未来企画 

株式会社ゆらリズム                        （50音順・敬称略） 

ファイナリストの概要は別添「ファイナリスト一覧」をご参照ください 

 

 

参考）SENDAI for Startups! ビジネスグランプリ 2018 について 

１．事業の趣旨 

仙台・宮城での事業化を目指す有望な起業家の優れた事業プランを募集・表彰する事業です。 

本事業を通じ、起業家精神に満ちた活気ある「日本一起業しやすいまち・仙台」の実現を目指します。 

２．応募状況 

応募期間 平成 29 年９月 1 日～10 月 31日  応募件数 33 件 

３．審査選考 

 応募プランは、学識経験者・民間企業経営者・経営コンサルタント等の”ビジネスのプロ“で構成

される審査委員会において書面及び面接により審査しました。 

記者発表資料 
平成 30年１月 30日 
（公財）仙台市産業振興事業団 

仙台市起業支援センター 
担当：阿部 電話 022-724-1124 

仙台市起業支援センター 
 
 
 

昨年度のグランプリ大賞 ㈱セッショナブル 

仙台・宮城の地域経済を牽引する起業家 10名がここに集結！ 

～ 2/4 ビジネスグランプリ 2018 公開プレゼン＆表彰式 ～ 



がんサバイバーの方を対象に、プロのカメラマン、ヘアメイク、スタイリストと提携して写真撮影を行うサービス。お客様の
魅力をプロの手で最大限に引き出すことで、お客様自身が新しい自分に出逢い、続く人生への活力や自信に繋がるような機会
づくりを提供する。自身のがん経験に基づいたきめ細かなサポートや映像編集の技術を活かし、一人でも多くのがんサバイバー
の方が希望を持って社会で活躍できるよう後押しする。

“今を生きる”新しい自分に出逢えるフォトグラフィ

高速道路等における従来のポール型街路灯は、それが倒壊した場合に道路交通に及ぼす被害が甚大であるという課題に対して、
その危険性の少ない低位置道路照明の開発・改良を行い、全国への普及に取り組んでいる。道路上の必要エリアのみを限定的
に照射する独自の技術は、ドライバー等へのまぶしさ対策になり、省エネ効果も向上させる。高速道路設備に関する長年の知
識経験を活かし、安全性向上に貢献する。

道路の危険な状態を宮城県の開発助成金で完成した製品で、安全な環境にして社会貢献に努めます。

倒壊による道路交通への被害を防ぐ！安全な低位置道路照明の製品化

オリジナルブランド「Secrecy」を立上げ、40 色のジョーゼットストールやセミオーダーのバッグ、ファッション小物の製造・
販売事業を、百貨店を中心に全国に展開している。パーソナルカラーの無料診断やアフターサービスとしてのコーディネート
提案など「他にはないサービス」を提供。東北の女性職人が製作を担うなど女性の活躍の場づくりにも取り組み、「女性がイキ
イキと輝けるオリジナルブランド」を世界に発信していく。

「女性がワクワク楽しくなる♪」Made in 仙台「Secrecy」を世界に！

「多くの女性に楽しんでいただける独自性のある商品を作りたい」という想いを一心に頑張ってきました。更なる飛躍を目指します。

「研究開発の民主化」を掲げ、実験機器や技術を使いたい人と、それを提供することで対価を得たい研究機関等とのマッチング
を支援する。実験機器を自分で保有していなくてもやりたい実験や思索ができることで研究開発のハードルが大幅に下がると
ともに、遊休設備の有効活用も可能となる。人・技術の新たなつながりは化学反応を起こし、やがては多くのイノベーション
を生み出すことが期待される。

実験機器・技術のシェアリングプラットフォーム『Co-LABO　MAKER』

実験機器・技術のシェアリングプラットフォームにより、誰もがやりたい実験を行える社会を実現します。

高齢者に特化したアプリのプログラミング教材を開発する。必要最低限のスキルに絞って教えるプログラムにすることで、短
期間での開発および完成後の市場へのリリースを目指す。教材や教育ガイドラインを他者にライセンス提供することにより、
全国展開も視野に入れる。使用したいアプリを高齢者が自ら作ることにより、お年寄りの方が使いやすいアプリ開発の促進、
ひいては高齢者が住みやすい社会の実現に寄与する。

高齢者向けプログラミング教育キット

世界が驚いた最高齢プログラマーの仕掛け人！シニアがプログラミングを学べば高齢化日本が世界に誇るシニア資産に！

小中高生向けのプログラミングの個別指導型スクールを通じて、日本の将来に必要不可欠な IT 人材の育成に貢献する。Web
プログラミング業界で長年培ってきた技術や PC スクール運営のノウハウ等を活かし、独自の学習カリキュラムと指導方法に
より、主体的に考える力・問題解決力・コミュニケーション力を備えた“IT を正しく活用できる人材”を養成・輩出していくことで、
仙台のシリコンバレー化を目指す。

仙台を日本のシリコンバレーに！子供向けプログラミングスクール

優秀な人材を沢山育て上げ「仙台を日本のシリコンバレー」にすることへの本気の想いを是非感じてください！

スマートフォンやパソコン、家電製品、自動車など様々なところで使われている圧電材料を東北大学発のベンチャー企業とし
て市場ニーズと結びつけ、「新しい圧電結晶材料」を用いた材料や部品販売、試作受託等を行う。従来の素材に比べ、この結晶
を使用することで、製品の小型化や低消費電力化、高温の環境でも使えるセンサー等の開発も可能になった。地元企業を中心
とした連携により「日本のものづくり力」の復活を目指す。

圧電材料のイノベーションで「日本のものづくり力」を世界へ発信！

皆さんの生活を影で支える” 新圧電材料” を通じて『日本のものづくり力』を仙台から世界へ発信します！

七ヶ浜町菖蒲田海岸に東北の杉を使用してログハウスを建設しカフェレストラン事業を展開。絶好のロケーションと魚介を中
心とする地域の食材を使用したオリジナルメニューで年間 2 万人を集客し、七ヶ浜の海に再び活気を取り戻している。「全ての
食材・空間に物語を」との経営哲学と地元住民との連携の下、地域の未来コンセプト『仙台圏の週末リゾート』の実現に挑み、
震災からの真の復興を目指す。

新たなビーチタウンへの狼煙～七ヶ浜カフェレストランＳＥＷＳＡＷ

被災した菖蒲田海岸地域で「仙台圏の週末リゾート」という地域コンセプトを実現する為、頑張ります。

仙台市若林区荒井地区に地域包括ケアの拠点となる複合施設を開設・運営する。高齢者住宅や介護施設のみならず、保育所、
飲食店、障害者就労施設、交流スペースなど多様な機能を備え、それらが有機的につながる「場づくり」に取り組む。医食住
における高齢者の心身ともに健康的な生活を創出し、高齢者の QOL 向上に寄与するとともに、地域に生きるさまざまな人・世
代がつながる２１世紀の新しい暮らしを提案し、「地域の縁側」のような役割を担っていく。

医・食・住の複合施設による地域共生型まちづくり～ Project　アンダンチ～

「子どもたち、次世代にどういう未来を残したいか？」今だからこそ多様性を認め合える豊かな地域づくりを。

「音楽で健康も生きがいも」をスローガンに、全国初となる音楽療法に特化した高齢者のデイサービスや障がい児の放課後デイ
サービス事業などを展開。その音楽リハビリは海外からも注目され、研修生の受け入れも行っている。更に、ロボット
(pepper）店長による多世代交流型「子ども食堂」を開催するなど、地域コミュニティのハブ的機能を果たし、バリアフリー
な共生社会の実現を目指す。

共生社会の実現を目指して～地域をつなぐ「音楽」×「食」×「ロボット」の活用

「新しい地域コミュニティのカタチ」を、ここ「仙台」から「全国」そして「世界」に発信していきたいです。

SENDAI for Startups ！ビジネスグランプリ２０１８には、
仙台・宮城の起業家の皆様より独創性あふれる３３件の
ビジネスプランをご応募いただきました。
書類審査、面接審査をくぐり抜けてきたファイナリスト１０名による
熱いプレゼンテーションにご期待ください。

紙ベースでの帳票管理が未だに一般的な介護現場の
IT 化を支援する。前職で培った介護業界特有の用語
や習慣に関する知識を武器に、IT 機器の提案や導入
だけでなく、介護の現場で実際に使いこなせるよう
導入後の調整やフォローといった “定着支援” を行
うことで、介護現場で働く方々の負担軽減と生産性
の向上を目指す。

介護業界への密着支援 ～I T のお困りごと、解決します～

agentlab    代表   浅比  浩史  氏

介護業界が慢性的に抱えている人材不足の問題を IT で解
決します。業界の働き方改革に挑戦します !!

女性向け商品・サービスを提供する東北の企業と地
元女子大生がタイアップし、ターゲットユーザー視
点での商品開発やプロモーションを強みとするコン
サルティングを提供する。提案を行うのは自らプロ
デュースする「東北女子学生コミュニティ epi」に
所属する女子大生。トレンドを踏まえた発想力と高
い発信力を活かし、企業の売上向上に貢献する。

女子大生 × 企業による協働マーケティングサービス

株式会社 epi & company    代表取締役   松橋  穂

「女性が美しく魅力的で生き生きと輝く東北にしたい」
東北で女性が活躍できる場づくりを行っていきます。

フレーバーティー” という日本茶の新たなカタチ

OCHACCO    代表   内海  康生  氏 ,  内海  裕里江  

お茶っこ姉弟です。
本日「日本茶解放宣言」をいたします。
　

通常は多数の機材で構成される DJ 機器をソフト・ハー
ド両面の独自ノウハウにより、1 台に集約した “オー
ルインワンのポータブル DJ システム” を製造する。
内臓スピーカーの追加等により更に進化した第二世代
機 GODJ Plus は被災地石巻の企業が製造。DJ 用途の
みならず、ラジカセやミニコンポに変わるホームオー
ディオとして、さらなる市場の拡大と海外展開を行う。

被災地から世界に発信！ Made in Japan のオーディオ製

株式会社 JDSound    代表取締役   宮崎  晃一郎  氏
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○

被災地女川に継続的産業を興し雇用創出を図るため、
同町内にギター工房を立上げ、エレキギターの製造を
行う。素材・技術・デザインに日本の叡智を結集させ
た圧倒的オリジナルギターを国内外に展開。ギター製
作体験や音楽イベント誘致等で交流人口を増やし観光
資源化を図る一方、ギターを教育に活かすなど町に文
化的豊かさも育む。

女川から世界にとどろく革新的エレキギターを！

株式会社セッショナブル    代表取締役   梶屋  陽介  

新デザイン・新素材・新技術によるエレキギターを世界に
発信して行きます！

電気を通すことで 100℃まで発熱する繊維で織り上
げられた布へ、電極を装着させる特許技術を取得。
この技術によって、広い面積でも均一な温度で、し
かも薄くて軽い発熱体の製造が可能となった。こう
して作られた「ファブリックヒーター」を使用した
製品を複数開発、世界有数の降雪地域である日本の
雪害対策に取り組む。

導電性繊維からできた面状発熱体の製品化

株式会社 Fabtech    代表取締役   鳥居  彰夫  氏

新しい発熱体で雪害対策製品の地産地消事業を目指してお
ります。是非、皆様にご覧頂きたいと思います。

“トイレは白” の既成概念を打ち破る、楽しく美しく
装飾されたデザイン性の高いトイレ環境を提案す
る。内装・リフォーム業務で培った施工技術をベー
スに、斬新なデザインと独自開発の CG 設計・装飾
技術により、子供から大人まで気持ちよく使えるお
もてなしのトイレ空間を演出し、海外への輸出も拡
大する。

レストルームの新しい楽しみ方を提案～ IDEA OF 

有限会社泰光住建    代表取締役   赤間  晃治  氏

仙台市から世界へ Toilet innovation
「人と人とが笑顔で繋がる未来の事業」始めました。
　

東北大学発のベンチャー。特定の遺伝子に反応する
ように製造された紙「C-PAS」を用いることで従来
の方法より安価で確度の高い遺伝子検査法を確立す
ることに成功した。世界の感染症撲滅に貢献したい
という思いの実現のため、日本全国のベンチャー等
と協力しながら、特に需要の大きいアジア新興国で
の輸出・販売を推し進めている。

途 上 国 で 感 染 症 の 簡 易 検 査 を 可 能 に す る 紙

株式会社 TBA   代表取締役   犬飼  忠彦  氏

アジア新興国での感染症対策に少しでも貢献できればとの
思いで、社員皆でがんばっております。

運動訓練・機能訓練に特化した地域密着型デイサー
ビスを運営する。シニアと発達障害児では利用時間
帯が異なる点に着目し、両者を同一の事業所で支援
しシナジー効果を生み出す。運動学やリハビリのノ
ウハウを持つ柔道整復士が中心となり、負荷を電動
制御するトレーニングマシーンを使用することで、
機能回復や身体能力向上を図る。

シニア・発達障害児童の支援を両立する運動型デイサービスの展開

株式会社フェニックスエレメント   代表取締役   貴田  義人  

本事業をより一層成長させ、宮城県が世界一の福祉先進地
域となるように微力ながら貢献していきます！

大学生自らが大学特化の「教科書の仲介アプリ」を
開発・運用。「教科書を安価で入手したい」学生と「教
科書を販売したい・譲渡したい」学生がキャンパス
内で取引可能なシステムを構築する。「経済的格差
による教育の不平等の是正」を使命とし、このアプ
リが全国各大学・地域、果ては海外での「ハブ（＝
中心）」となる更なる展開を模索中。

学生をつなぐ BookHub ～大学特化の中古本仲介事業～

東北大学技術経営研究会 VEX    代表   古本  雄大  

人の役に立ちたい “夢” をカタチにするため、仲間と共に
精一杯最後まで頑張ります！！！

創業 140 余年の仙台箪笥の老舗が取り組む中古住宅
のリフォーム・リノベーション事業。永い歴史の中
で培われた確かな技能と和のセンス、そして、地元
企業としての高い信頼性を活かし、住宅と家具の
トータルプロデュースを新たに展開する。両者を一
体的に設計・提案することで顧客の希望する和モダ
ンな住空間を安心安全な品質と価格で実現する。

老舗仙台箪笥店がご提案、家具 × 住宅まとめてリフォーム

株式会社門間箪笥店    代表取締役専務   門間  一泰  

今回のビジネスプランを通して、仙台の人々に気軽にリ
フォームを検討・相談できる機会を提供します！！

食物繊維やミネラルなど多くの栄養成分を手軽に摂
ることができるグラノーラ。その効能を最大限に引
き出すため、独自製法によるノンオイル・無添加に
こだわり全て手づくりで製造する。20 種類以上の
充実の品揃えを展開し、効果的で美味しい食べ方の
提案も行う。独自製法と高品質を守りながら、食生
活の提案を通じてお客様の健康づくりに貢献する。

東北初！健康づくりをサポートするグラノーラ専門店

RonD Factory    代表   長谷川  一博  氏
当店は「新しい食生活の提供」をコンセプトに東北初のグラノー
ラ専門店を開業いたしました。より多くの方に当店のオリジナ
ルのグラノーラを知っていただきたく出場いたしました。

イベント制作会社に勤める姉 × フランス紅茶
専門店に勤務していた弟の二人がそれぞれの
強みを生かした「日本茶フレーバーティー」
という新しいお茶の楽しみ方を通じて、豊か
なライフスタイルを提案。日本人だからこそ

見落としがちな日本茶の美味しさの可能性を世に広めることをモットー
に、二人が「お茶っこ旋風」を巻き起こす。

かるぺでぃえむフォト　代表　藤原　英理花

株式会社 GRACIEUX　代表取締役　あべ　慧告子　

株式会社 Co-LABO MAKER　代表取締役　古谷　優貴

株式会社テセラクト　代表取締役　小泉　勝志郎

株式会社ニケ・ウィング　代表取締役　小栁　百合子

Nozomi プログラミング＆Web 株式会社　代表取締役　仲沢　浩則

株式会社 Piezo Studio　代表取締役　井上　憲司

合同会社ｆｌｕｉｒ　代表社員　久保田　靖朗

株式会社未来企画　代表取締役　福井　大輔

株式会社ゆらリズム　代表取締役　野崎　健介
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