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「新しい東北」復興ビジネスコンテスト２０１６ 表彰式 

（2016.11.19＠ビックパレットふくしま） 

 

「新しい東北」官民連携推進協議会・復興金融ネットワーク（投融資促進分科会）事務局

では、「新しい東北」復興ビジネスコンテスト２０１６表彰式を、平成 28年 11月 19日（土）

にビックパレットふくしま（郡山市）にて開催しました。その様子をお伝えします。 

 

(1) 挨拶 

長沢復興副大臣及び福島県企画調整部長伊藤様よりご挨拶がありました。 

長沢復興副大臣 福島県企画調整部長伊藤様 

  

 

(2) 大賞・優秀賞の表彰 

長沢復興副大臣より、大賞・優秀賞受賞者に表彰盾が授与されました。 

【大賞】株式会社 JDSound 
登壇者：株式会社 JDSound 代表取締役 

宮崎晃一郎様 

【優秀賞】株式会社及富 
登壇者：株式会社及富 専務取締役 菊地章様 
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【優秀賞】Cafe&Restaurant HAMAYUI 
登壇者：かまいし水産振興企業組合 代表理事 

三塚浩之様 

【優秀賞（学生分野）】 

福島県立安達東高等学校 
登壇者：福島県立安達東高等学校 ３学年 

安齋美咲様 

  
 

(3) 企業賞の表彰 

協賛企業の方々からの挨拶のち、目録が授与されました。（「損保ジャパン日本興亜

賞」を受賞された株式会社 C-Tech様はご欠席されました。） 

【アイリスオーヤマ賞】 島津麹店 
プレゼンター：アイリスオーヤマ株式会社 社長室マネージャー 大友清之様 

登壇者：島津麹店 6代目 佐藤光弘様 

  

【KDDI総合研究所賞】 株式会社ネッパス 
プレゼンター：株式会社 KDDI総合研究所 取締役 フューチャーデザイン２部門長 守屋直文様 

登壇者：株式会社ネッパス 代表取締役 板橋知春様 
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【JTB賞】 一般社団法人南三陸町観光協会 
プレゼンター：株式会社ジェイティービー グループ本社 国内事業本部 法人事業部 観光戦略チーム 

チームマネージャー 後藤貴康様 

登壇者：一般社団法人南三陸町観光協会 交流促進部門 堀井あかね様 

  

【仙台銀行じもと復興創生応援賞】 株式会社シャークス 
プレゼンター：株式会社仙台銀行 常務取締役地元企業応援部長 佐藤彰様 

登壇者：株式会社シャークス 代表取締役 熊谷牧子様 

  

【大和証券グループ・フェニックス賞】 マクタアメニティ株式会社 
プレゼンター：大和企業投資株式会社 取締役 榎本康喜様 

登壇者：マクタアメニティ株式会社 代表取締役 幕田武広様 

  

【日本総合研究所「未来アワード」】 株式会社ホップジャパン 
プレゼンター：株式会社日本総合研究所 取締役／専務執行役員 小林博司様 

登壇者：株式会社ホップジャパン 代表取締役 本間誠様 
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【野村賞】 白河素形材ヴァレー 
プレゼンター：野村證券株式会社 福島支店 支店長 野原邦亮様 

登壇者：株式会社キャスト 常務取締役 若林誠様 

  

【JR東日本賞】 福島県立安達東高等学校 
プレゼンター：東日本旅客鉄道株式会社 広報部 部長 石田亨様 

登壇者：福島県立安達東高等学校 ３学年 鴫原由香里様 

  

【丸紅賞】 福島県立西会津高等学校 西高魅力発信隊 
プレゼンター：丸紅株式会社 総務部 部長代理 清水達之様 

登壇者：福島県立西会津高等学校西高魅力発信隊メンバー 

  

【LIXIL賞】 株式会社環境システムヤマノ 
プレゼンター：株式会社 LIXILグループ 常務役員 渉外担当 富田健介様 

登壇者：株式会社環境システムヤマノ 代表取締役 板鼻幸作様 
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(4) 受賞者代表による取組紹介 

優秀賞受賞者を代表して福島県立安達東高校様に、取組をご紹介いただきました。

また、大賞を受賞された株式会社 JDSound様には事業のご紹介に加え、大賞を受賞し

たオーディオ製品「GODJ Plus」によるデモ演奏を行っていただきました。 

【優秀賞代表】福島県立安達東高等学校 ３学年 安齋美咲様 

  

【大賞】株式会社 JDSound  代表取締役 宮崎晃一郎様 

  

 

(5) 記念撮影 

復興庁、協賛団体、受賞者による記念撮影を行いました。 
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(6) フォトセッション 

表彰式の終了後、企業ロゴ入りのバックボード前で、復興庁、協賛団体及び受賞者

によるフォトセッションが行われました。 

【大賞】株式会社 JDSound 【優秀賞】株式会社及富 

  

（左から）復興庁 内田参事官、 

株式会社 JDSound 代表取締役 宮崎晃一郎様、

同 吉田絵理様 

（左）復興庁 内田参事官、（右）株式会社及富 専

務取締役 菊地章様 

【優秀賞】Cafe&Restaurant HAMAYUI 
【優秀賞（学生分野）】 

福島県立安達東高等学校 

  

（左）復興庁 内田参事官、（右）かまいし水産振興

企業組合 代表理事 三塚浩之様 
（左から）復興庁 内田参事官、福島県立安達東高

等学校 ３学年 安齋美咲様、同３年 鴫原由香里

様、同校教諭 長南哲也様 

【アイリスオーヤマ賞】島津麹店 【KDDI総合研究所賞】株式会社ネッパス 

  

（左）アイリスオーヤマ株式会社 社長室マネージャ

ー 大友清之様、（右）島津麹店 6 代目 佐藤光弘

様 

（左から）株式会社 KDDI総合研究所 フューチャー

デザイン 2部門４グループ アナリスト 加藤英夫様、

同フューチャーデザイン 2部門４グループ グループ

リーダー阿部 博則様、同取締役 フューチャーデザ

イン２部門長 守屋直文様、株式会社ネッパス 代

表取締役 板橋知春様、同取締役 菊地元太様 
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【JTB賞】一般社団法人南三陸町観光協会 
【仙台銀行じもと復興創生応援賞】 

株式会社シャークス 

  

（左）株式会社ジェイティービー グループ本社 国

内事業本部 法人事業部 観光戦略チーム チーム

マネージャー 後藤貴康様、（右）一般社団法人南

三陸町観光協会 交流促進部門 堀井あかね様 

（左）株式会社仙台銀行 常務取締役地元企業応

援部長 佐藤彰様、（右）株式会社シャークス 代表

取締役 熊谷牧子様 

【大和証券グループ・フェニックス賞】 

マクタアメニティ株式会社 

【日本総合研究所「未来アワード」】 

株式会社ホップジャパン 

  

（左から）大和企業投資株式会社 東北支社長 柴

﨑建輔様、同取締役 榎本康喜様、マクタアメニテ

ィ株式会社 代表取締役 幕田武広様 

（左）株式会社日本総合研究所 取締役／専務執

行役員 小林博司様、（右）株式会社ホップジャパン 

代表取締役 本間誠様 

【野村賞】白河素形材ヴァレー 【JR東日本賞】福島県立安達東高等学校 

  

（左）野村證券株式会社 福島支店 支店長 野原

邦亮様、（右）株式会社キャスト 常務取締役 若林

誠様 

（左から）東日本旅客鉄道株式会社 広報部 部長

石田亨様、福島県立安達東高等学校 ３年 鴫原

由香里様、同３年 安齋美咲様 
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【丸紅賞】 

福島県立西会津高等学校西高魅力発信隊 
【LIXIL賞】株式会社環境システムヤマノ 

  

丸紅株式会社 総務部 部長代理 清水達之様（中

央）と西高魅力発信隊の皆さん 

（左）株式会社 LIXILグループ 常務役員 渉外担当 

富田健介様、（右）株式会社環境システムヤマノ 

代表取締役 板鼻幸作様 

 

(7) ミニブース展示 

表彰式終了後、受賞者によるミニブース展示を実施し、多くの方に訪れていただき

ました。 

  

  

 


