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大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト実行委員会 

報 告 書
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【古賀碧さんと山本道雄さんのプレゼンの様子】

（9）全国大会（キャンパスベンチャーグランプリ全国大会）の報告

「 大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」は、翌年３月に東京で開催される「キャンパスベンチャーグランプリ全国大会（主催：

日刊工業新聞社）」の九州大会（予選）を担っております。

「第１３回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会」は、平成２９年３月１６日(木) 、霞山会館（東京都千代田区）で開催され、各地

区を勝ち抜いた現役学生たちが、さらにブラッシュアップされたビジネスプランをプレゼンテーションで競い合いました。

九州を代表して参加した古賀 碧さん（崇城大/グランプリ）が文部科学大臣賞（テクノロジー部門大賞）、山本 道雄さん（鹿児島大/九
州経済産業局長賞）が日刊工業新聞社賞を受賞しました。以下結果をお知らせします。

第16回大学発ベンチャー・

ビジネスブランコンテスト

（H28.12.16）

キャンパスベンチャーグランプリ

中国大会（H29.1.24）

キャンパスベンチャーグランプリ

大阪大会（H29.１.13）

キャンパスベンチャーグランプリ

中部大会（H29.1.31）

キャンパスベンチャーグランプリ

東京大会（H28.11.29）

キャンパスベンチャーグランプリ

東北大会（H29.2.３）

キャンパスベンチャーグランプリ

北海道大会（H29.2.13）

キャンパスベンチャーグランプリ

四国大会（H29.2.6）

【キャンパスベンチャーグランプリ全国大会】

日時：平成２９年３月１６日(木) １２:３０ ～

場所：霞山会館（東京都千代田区）

主催：日刊工業新聞社

後援：内閣府、文部科学省、経済産業省、(一社)日本経済団体連合会、日本商工会議所

協賛：日本MITベンチャーフォーラム、トーマツベンチャーサポート
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【表彰式の様子】

順番 代表者名 学校名 結果

1 仁井　滉允
大阪大学
大学院

ＭＩＴ賞

2 鈴木　雄也 名古屋大学

3 名越　安優未
香川高等
専門学校

4 古賀　碧 崇城大学
文部科学大臣賞

（テクノロジー部門大賞）

5 伊勢　麻奈美
松江工業

高等専門学校

6 片野　航太 早稲田大学

7 永井　智大
公立はこだて

未来大学

8 山本　道雄 鹿児島大学 日刊工業新聞社賞

9 金子　優花
米沢工業

高等学校専攻科

10 北村　拓也
広島大学
大学院

 審査委員会特別賞

11 高林　稜 慶應義塾大学
経済産業大臣賞

（ビジネス部門大賞）

12 林　千晴
北陸先端科学技術

大学院大学

13
フェラン ガリシア

 サンティアゴ
神戸大学
大学院

審査委員会
特別賞

音楽教筆♪

Ciamo　焼酎粕を利用した光合成細菌の培養キットの
開発・販売事業

超音波技術を用いた新薬開発ビジネス

学生とアカデミアが出会う、
日本の研究室まとめサービス

プラン名

病気の子ども達に「健康な子どもと同じ体験」
を届ける！

一枚の板で世の中を照らす
 楽しむLED照明 

水産業の持続可能性と地方創生
 水産物のブランディング戦略 

 新人看護師の看護記録記述を支援
するシステム-NIAS(ニアス)

手書き文字の矯正・誤字防止デバイス
「誰でも美文字アシスト」

Omiai就活
 企業と留学生が本音で向き合う就活 

超近代型低コストハウスとマイクロバブル栽培装置の
レンタル販売

介護福祉施設向けレクリエーション
『ジオラマすごろく回想法』

小中高生対象のプログラミングスクール
Tech Chance!

大賞を受賞した２チーム（右より崇城大、慶應義塾大） 日刊工業新聞社賞を受賞した

鹿児島大 山本さん
出場者全員での記念撮影
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  ５.全応募プランの概要（受付順）

【状況】１：机上で考えた段階の事業計画である、2：起業の為に既に企業・団体にアプローチしている段階である、３：既に起業・事業済の段階である、４：その他

二次審査 コンテスト

受付No 状況
状況

その他
学校名 学部・学科 学年 代表者名 事業名 プランの概要 進出 進出

1 1 長崎大学 経済学部 冨工　元晴
性格分析プログラム活用
型恋愛コンサルティング
サービス

このビジネスモデルは、晩婚化、未婚率の上昇、人口の減少化という
問題にフォーカスし、異性との交流機会を提供する事で、それらの問
題を解決する事を目的としている。交流会を開催するにあたっては、
人間心理学的な観点に基づいたプログラムを活用したいと考えてい
る。収益獲得の方法としては、参加者の交流会への参加費及び、企
業のスポンサー料、性格分析プログラムの提供を構想している。

2 2
九州大学
大学院

経済学府産業 1 小山　 昭則
ビジネスマン応援
歯の汚れ数値化

①　企業の健康保険組合に、歯の汚れ(歯垢)を数値化できる製品
を、健康保険組合をかえして提供する
②　10年後に83.7兆円(1.5倍)に膨れ上がる医療費を抑制する
③　医療費の負担の痛みを伴う、企業の健康保険組合への販売で
利益を生む

〇
〇

優秀賞

3 1 熊本高等専門学校 髙木 遼太
一体型モジュール式防災
グッズセット

このビジネスプランは、防災グッズをまだ用意していない人々に一体
セットの防災グッズとそのメンテナンスを提供するビジネスです。防災
グッズセットとセットの各モジュールの販売、また定期メンテナンスの
ための月額制支払いによって収益を得ます。また、この月額制の有
料コースでは月一での防災関連の情報発信も行う予定です。

4 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

1 大久保 達矢
 歩きスマホ事故防止アプ
リ「ヨケフォン」

近年，スマートフォンの普及に伴って，歩きスマホによる事故が社会問題の
一つに上げられるようになった． そのため，歩きスマホを防止する対策が講
じられてきたが，いずれも，歩きスマホを強制的に止めさせる内容であった．
そこで，私たちは歩きスマホを止めさせるのではなく，歩きスマホをしながら
も事故を防止できるシステムをスマートフォン用のアプリとして提供すること
を考えた．このアプリの利用者が増加するほど，事故の発生確率を下げるこ
とができ，広告によって収益を得るため，収益も見込めるビジネスプランで
ある．また，本アプリ名は，歩きながらのスマートフォン操作による事故を避
けるというコンセプトからスマートフォンの「フォン」と事故を避けるの「避け」
より「ヨケフォン」とする。

5 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

1 中道 泰輔
肢体不自由者向けの障害
者スポーツ用補助具の電
動化

近年、障害者スポーツ「ボッチャ」が注目を集めている。ボッチャには
ボールを投げる動作が含まれるため、ボールを投げられない障害者
は「ランプ」と呼ばれる補助具を使っている。現状、ランプの操作は補
助員が行っている。そこで、障害者が補助員なしでランプを動かせる
「電動ランプ」を開発し、安価に提供することで収益を得ると共に、より
多くの人がボッチャに親しめる機会を増やし、ボッチャの更なる普及
を目指す。

6 2 北九州市立大学
外国語学部
英米学科

4 中野　大河
LTH-links(エルティーエイ
チリンクス)

全国のホステル・ゲストハウスに外国人がいつ、どこに滞在するのか
をオンライン上で確認できるウェブ上のシステムを作ります。そして世
界中の言語学習者（英語や中国語などを学ぶ人）が自分の都合のつ
く時に自分の好みの外国人から言語を教わることができる仕組みを
作ります。日本のホステル・ゲストハウスの約半数は宿泊者同士が
交流できるコミュニティースペースがあります。そこで宿泊者が学習
者に言語を教えます。また学習者が支払う代金と外国人が受け取る
代金の差額を受け取るサービスです。

〇

7 1 熊本県立大学
総合管理学部
総合管理学科

永渕　友慈
ストレス解消
Refrise（リフライズ）

ストレスに悩む20代から30代の働く人達に10分から20分程度で普段
行えないようなストレス解消ができるカフェを運営する。このカフェで
は、実際にストレス解消のためにやりたいと思っても会社や自宅では
なかなかできないストレス解消法ができる場を提供する

8 1 長崎県立大学
経済学部
流通経営学科

3 髙橋　耕一
一億総活躍社会にむけて
～アクティブシニアの力を
かりて～

私たちのビジネスプランは、20～30代の共働き世代をターゲットとし
た保育園事業です。資格を持った保育士と定年退職後も意欲的で元
気なアクティブシニアの方に保育園における育児の補助をしていただ
き保育を行っていきます。この事業では、待機児童の解消、女性の職
場復帰を目的にしています。また、保育の不安に対する取り組みも
行っていきたいと考えています。このビジネスプランで果たす役割
は、待機児童数の増加、保育士の人手不足といった日本社会の課題
の解決です。また定年退職後もまだまだ元気で働く意欲の高いアク
ティブシニアに働く場を提供できることです。収益は月々の保育料で
賄っていこうと考えています。

〇

9 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

1 酒井　雄野
Doijin.com (Webサービス
による同人クリエイター支
援とダウンロード販売)

近年，オタクは受け身なだけでなく，本やゲームなどの同人作品を自
ら生み出すといったクリエイティブなオタクが増加し，同人市場は著し
い成長を見せている．しかし同人作品製作には多様な人材が必要で
あり，ハードルが高い趣味だと思われている．そこで彼らをWebによる
マッチングから制作までサポートするサービスを考案した．

10 1 長崎大学 経済学部 山本　拓哉  Courier　Service

本サービスは他の宅配会社によって、サービスが提供されていない
時間帯を中心にサービスを行う宅配事業である。宅配を受けられる
有効時間を延ばし、利用者の希望日/時間に確実な宅配を行うことを
目標とする。また、単にサービスを提供するだけでなく、過酷な業務を
強いられている宅配員をサポートする事業を展開する。

11 1 長崎大学 経済学部 3 松下　和樹  老後の生活支援

①定年退職後、もしくは介護を受けていない高齢者を対象に、田舎（今回は長崎県
島原市）での暮らしをサポートするビジネスである。内容としては、田舎の使用してい
ない一軒家やアパート、或いは寮・下宿などを買い上げ、地域との交流・通院・買い
物・旅行・終活プランナーによる助言（エンディングノートや介護が必要となった時の
対応を考える）等の生活全般の支援サービスを行う。②私たちの役割としては、高
齢者の方々が「田舎暮らしをしたい」「地域との関わりを持ちたい」と言う希望と「今後
の生活を送る中で身体が不自由に（要介護状態）なった時」「元気なうちに（死ぬまで
に）やっておきたい事」に寄り添い、それを実現させる為の計画作成と支援を行う事
である。③収入源（収益）は、引っ越し・家賃収入（家賃＋α）・プラン作成・外出時の
車の使用費・運転代行（距離換算）・その他プランに必要な費用を収入源とする。
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【状況】１：机上で考えた段階の事業計画である、2：起業の為に既に企業・団体にアプローチしている段階である、３：既に起業・事業済の段階である、４：その他

二次審査 コンテスト

受付No 状況
状況

その他
学校名 学部・学科 学年 代表者名 事業名 プランの概要 進出 進出

12 1 九州工業大学
工学部
総合システム工学科

4 古川　健士郎
ガーデニング家電「Garden
Conditioner」の開発、販売

画像認識技術を利用した新たな家電開発。最終目標として自動で庭
の草刈りを行うロボの開発を目指す。初期段階では知名度の拡大の
ため自動でゴミの検出、移動、回収を行う自動清掃ロボとして海岸で
運用し海の清掃を行う。海水浴客へ綺麗な海、ロボの存在など視覚
的な印象を与えることができ、屋外ロボットの知名度を上げる。その
後草刈りロボとして売り出す。

13 1 崇城大学
情報学部
情報学科

1 荒木　雅樹
人工知能を主体とした革
新的デバイス「Emma」の
開発

タブレット等を手で操作していたことを「音声認識操作」へと変え「人工知能
による対話型」を重点においた、コンピュータをより人間に近づけた新たなデ
バイスです。両手がふさがる料理中や運転中でもオールハンズフリーにより
問題解決し、主婦をはじめ、あらゆる分野の人に対応していくことが可能で
す。
Emmaは人間のための優秀なアシスタントデバイスで、順次機能のアップ
デートを行うことにより全世界、全年代の人々の日常をサポートしていきま
す。
収益モデルとしてはBtoCを予定しており、クラウドファンディングからECサイ
ト、自社直販といったように段階的に販路の拡大を図ります。

14 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

1 樋口　佳奈
声でかんたん操作，癒さ
れる家庭用プラネタリウム
キット

近年，宇宙ブームにも関わらず，プラネタリウムの利用者は年々減少
している．また，家庭用プラネタリウムの現在の普及率はわずか数
パーセントであり，30代の男性が主な購入者である．そこで，音声で
操作ができ，BGMによる癒し効果が得られる，新たな家庭用プラネタ
リウムキットを開発し販売する．自分で手軽に組み立てられ，音声に
よる簡単な操作やBGMによる癒し効果を得られるようにすることで，
ターゲット層を子どもや女性に広げ，天文だけでなく工学にも興味を
持ってもらう機会を増やす．

15 1 熊本県立大学
総合管理学部
総合管理学科

3
木村　春慶

ワンコイン・ベジ・食べる

農家がどうしても出荷できない野菜を利用したおかずを、お昼休みの
大学生に昼食として、移動販売車で提供する。私たちは、そういった
規格外品にもならない野菜（食用には問題ない）の廃棄ロス減少に貢
献する。そして、雇用機会を求める高齢者の料理の腕を活用すること
で雇用を促進する。

〇

16 2
北九州工業
高等専門学校

生産デザイン工学
専攻

2 三浦　優希子 　New Partner’s Robot

本事業で提供するサービスは、ロボット・ウエラブル端末・アプリケー
ションで構成される。医師、看護師・患者に向けたサービスである。本
サービスが看護師の簡易作業を代わりに行うことで、医師、看護師に
とって働きやすい環境・患者も利用しやすい環境を提供する。

〇

17 2 熊本大学 法学部 渡邉　健太
マーケティング及びコンサ
ルタント　政策を利益に

社会の諸問題に困っている地域住民及び行政機関の関係者に対し
て、それらのニーズを解決するサービスを提供するビジネスです。こ
の事業を通して、従来行政機関が行ってきたサービスを、収益のある
民間企業として独立して行い、行政機関の負担軽減、企業としての
利益享受と同時に社会問題を解決する役割を果たします。

〇

18 1 長崎県立大学
経済学部
流通経営学科

3 阿南　裕大
南海トラフが来ても大丈夫
な防災事業の提案――想
定外から想定内へ

①利用者に減災・防災器具の販売、備蓄の確認・点検や災害時の避
難経路の情報提供などのサービスを行う。
②　災害が起きた際に、被害を最小限にし、このサービスの利用者に
安心を提供する。
③　主に、商品の販売で得る利益によって収益を得ようと考えてい
る。その他の利益獲得手段としては、情報提供サービスによる収益
を獲得しようと考えている。

19 1 長崎大学 経済学部 3 出口　伸子 商店街活性化プロジェクト

私たちが住む長崎県では、年々人口が減少傾向にあります。特に郊
外や離島では過疎化が急激に進んでいます。そこで私たちは、地元
の人が生涯住み続けたいと思えるような、活気のある街づくりをプロ
デュースする事業を提案します。地元の特産品を生かした新たな商
品を開発し、その収入を元にカフェやイベント等を展開、徐々に商店
街全体を盛り上げ、地方創生に貢献したいと考えます。

〇

20 1 熊本高等専門学校
電子情報
システム
工学専攻

1 上田　倫也
バンパー自動展開式ス
マートフォン保護ケース

提案する事業は，スマートフォンユーザを対象として，スマートフォン
の落下時に自動でバンパーが展開し
て本体を保護するケースの特許を売却することで利益を上げる．本
発明により，全てのスマートフォンユーザ へ，落下に対するスマート
フォンの強固な保護を提供することができる．

21 4
企業と共同
開発中

北九州工業
高等専門学校

生産工学専攻 1 穴井　達
医療材料自動読み取り装
置
―Qums（カムズ）－

  看護師や薬剤師は在庫管理等の煩雑業務により患者と向き合う対
人対応時間が奪われている。本事業では、医療材料自動読み取り装
置を開発し、煩雑業務の自動化による業務内容改善と手術コストの
見える化により医療スタッフの負担軽減を図る。本事業は病院経営
の健全化に大きく寄与し、ひいては国民医療費の削減にも貢献す
る。年間手術数 2000 件以上の中大規模病院を主なターゲットとし販
売を行う。

〇
〇

優秀賞

22 1
鹿児島大学
大学院

理工学研究科 1 水間　大資 ユーチューバー育成塾
①小中学生にユーチューバーになるための技術や知識を伝える授業
を行うビジネスを行う。②授業を通し技術の発展、マナー・法律の知
識の普及に貢献する。③収益は月謝で得る。
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【状況】１：机上で考えた段階の事業計画である、2：起業の為に既に企業・団体にアプローチしている段階である、３：既に起業・事業済の段階である、４：その他

二次審査 コンテスト

受付No 状況
状況

その他
学校名 学部・学科 学年 代表者名 事業名 プランの概要 進出 進出

23 1 長崎県立大学
経済学部
流通経営学科

3 中村　優井

一人暮らしでも大丈夫！
これからの時代に向こう
三軒両どなり型の地域密
着見守りサービス

① 　70歳以上の高齢者を対象として自宅を巡回・訪問・生活援助す
るサービスである。サービス内容は、基本的に１日に12人の会員宅を
訪問し、買い物や電球の交換などの生活の手助けを行う。
② 　巡回スタッフとして地域に暮らす退職後の人を雇うことで地域の
コミュニティを強化できる。また独居老人の地域からの孤立、孤独死
を防止する。
③　　会員から毎月3万円の会費で収益を得る。

24 1 福岡工業大学 情報工学部 1 大園　裕矢
様々なホテルの個性に対
応できる受付ロボレンタル
事業

私たちはコミュニケーションロボットを扱う事業プランを提案します。具
体的にはホテルのフロントなどで仕事のサポートをするロボットのビ
ジネスです。フロントでロボットに会えるという話題性、万が一問題点
があればすぐに修正し、同じミスを二度としないことが強みです。
ロボットはレンタルとし、企業との契約で収益を出そうと考えていま
す。

25 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

田中　陽平 出張レストラン

このビジネスプランは、海や山で釣り、山菜採りをしている人をター
ゲットとしていて、採れたての食材を頂き、その場で調理し提供すると
いったサービスである。このビジネスより、最近減少傾向のある釣り
や山菜採りを行う人の増加が期待できる。このビジネスでは、食材の
調理代や調理器具の貸し出しなどで収益を得る。

26 1 熊本高等専門学校
電子情報
システム
工学専攻

福本　裕和
衝撃波食品加工業務用機
のビジネス

衝撃波食品加工業務用機を使って、果物の皮や種、植物の根などか
らその成分を抽出することが可能になり、果実の栄養素を最大限に
活かしたジュースを作り出すことや、柑橘類の皮からアロマオイルを
抽出することが可能になった。この装置を使うことでより健康で、素早
く、誰でも簡単に衝撃波を用いた健康食を提供することができる。今
回は業務用として老人ホームや祭り、飲食店などにこの装置を開発、
提供、販売する。

27 2 長崎県立大学
経済学部
流通経営学科

3 白須　究
世界遺産登録を目指す佐
世保市黒島でのレンタル
セグウェイ・ビジネス

長崎県佐世保市に所在する黒島には、世界遺産登録も期待されてい
る黒島天主堂がある。その天主堂や、豊かな自然を観光客にセグ
ウェイで巡ってもらう。収益は、セグウェイを貸し出したレンタル料金
から得る。黒島でビジネスを行うことにより、黒島や佐世保市の地域
発展に貢献することができる。

28 1 西南学院大学
商学部
経営学科

3 松尾　優香 広告入りプリント傘

傘を持ち歩くのが面倒な人と広告を多くの消費者に見てもらいたいと
いう企業を掛け合わせビジネスです。広告代理の報酬として広告が
プリントされた傘を無料で貸し出す。このビジネスは企業と消費者と
いう立場を近いものにして、企業の活性化と消費者の負担を減らす
目的があり、収益は広告依頼主から得る。

29 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

前園　崇徳 国内旅行活性化サービス

本サービスは、旅行を趣味とする人、興味のある人に対し、その交流
を行う場と旅行を補助する機能を提供することで、旅行希望者を支援
するビジネスである。私達は、サービスとなるアプリケーション・サイト
の製作と運営を行う。収益は、広告収入と、特定のサービスを有料と
することで得ることとする。

30 2 近畿大学
産業理工学部
経営ビジネス学科

3 中定　星菜
水耕栽培野菜を利用した
廃校カフェ事業

地域に居住する高齢者を主たる対象に、廃校となった小学校の施設
を利用し、廃校カフェを中心とした地域高齢者支援サービスのビジネ
ス・パッケージを開発し、フランチャイズ方式で販売する。廃校の教室
では水耕栽培を行って園芸療法の場にするとともに、収穫した野菜な
どはカフェで提供する。カフェでは、飲食だけでなくカウンセリングや
ICTを使った高度遠隔医療の機会も提供する。

〇

31 1
北九州工業
高等専門学校

生産デザイン
工学専攻

2 池田　顕喜
快適なカーブを実現する
自動車用特殊システム -
sctal- （スチール）

自動車の走行における一つの問題点は、カーブ時の遠心力による不
快感である。我々が考案した遠心力を軽減する機構により、既存の
自動車と比べスムーズなカーブ走行が可能となる。自動車会社は、
この機構を導入することにより販売競争で優位に立てる。我々の主な
収益はシステム提案によるロイヤリティである。

〇
〇

優秀賞

32 1 長崎大学
経済学部
総合経済学科

3 安藤　昂志朗 スクーターシェアリング

市民や観光者に原付バイクを共有してもらうサービス。観光都市であ
り坂の多い長崎ならではの移動手段 としての提供。現在観光地間の
移動で利用されている観光バス、路面電車、バスに代わる移動手段
として原 付きバイクを提案し快適かつ柔軟な観光地巡りを実現し提
供する。また長崎市在住の原付バイクを所有しな い市民もサービス
提供の対象とし、長崎市の移動を快適にする。収益として使用料と契
約金によって確保す る

33 1 熊本高等専門学校
電子情報
システム
工学専攻

1 津々浦 雄貴 自己加熱式お弁当箱

自己加熱式お弁当箱は，日頃お弁当を使用しており，食する際，身
近に電子レンジがなく温められない人に向けて提供する．私たちは，
開発設計を担当する．このお弁当箱を委託会社に作製販売してもら
い，その売上の一部を収益として得る．

5
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【状況】１：机上で考えた段階の事業計画である、2：起業の為に既に企業・団体にアプローチしている段階である、３：既に起業・事業済の段階である、４：その他

二次審査 コンテスト

受付No 状況
状況

その他
学校名 学部・学科 学年 代表者名 事業名 プランの概要 進出 進出

34 1 佐賀大学
理工学部
知能情報
システム学科

4 塚本 安記規
ドローンによる自動撮影
サービス ～SORADORI

ドローンを操縦できないユーザが，ボタン１つでドローンから撮影して
もらうサービスをするための，スマートフォンアプリ（撮影用アプリ／操
縦用アプリ）を提供する．代表者らは，スマートフォンアプリの開発／
改良，およびメンテナンスを担当する．撮影用アプリは，すべて無料
提供して広告収入を期待する．操縦用アプリは，高機能版／カスタマ
イズ版を有料で提供する．

〇

35 1 崇城大学
工学部
宇宙航空
システム工学科

3 高玉　大希
VRに現実での動きを取り
入れ地球にいながら宇宙
旅行を提供する事業

このビジネスは宇宙が好きな人、もしくは宇宙を目指す人にVRとク
レーンやプールや回転機械などを使い、無重力空間を意図的に生み
出し宇宙旅行の体験を提供するビジネスです。このビジネスでは宇
宙を身近に感じてもらい、宇宙が好きな人や宇宙を目指す人を増や
していき、より宇宙開発が発展しやすくなります。販売やレンタルで収
益を得ます。

36 2 宮崎産業経営大学
経営学部
経営学科

2 豊丸　結衣 Ｃｅｄａｒ　Ｌａｂｏ

10代～50代の日本全国の女性に対して、宮崎県の特産品である「飫
肥杉」を加工して作成したヘアブラシ「飫肥の小櫛」を提供する。ネット
販売での受注生産に限定して販売する。地元向けの製品PRを道の
駅等で行うことも予定している。
　飫肥杉の繊細な肌触りと温もりのある色合い、強度を生かした今ま
でにないヘアブラシである。宮崎県で活躍している企業様に協力して
頂いて実現できた新しいビジネスだといえる。

〇

37 4
技術は完
成。販売する
段階。

鹿児島大学
大学院

理工学研究科 1 阿多　優里菜

大学発ベンチャー企業支
援事業その技術届けま
す！～医療を選択すると
いう未来のために～

このビジネスプランは、「インフルエンザの高感度診断キット」をより多
くの患者さんに提供するために先進医療制度を利用して登録の代行
を行い、病院と企業との提携をつくり、より多くの病院で検査キットを
利用できるようにすることで事業規模を拡大する手助けをすることを
目的とする。

〇
〇

優秀賞

38 2 鹿児島大学
医学部
医学科

5 山本　道雄
病気の子ども達に「健康な
子どもと同じ体験」を届け
る！

①白血病などの疾患で長期の入院が必要となった子どもは、その間
自由に外に出ることはできません。このプランはそのような子ども達
に自然体験や集団行動、社会に触れる機会などの「健康な子どもと
同じ体験」を360°映像を通じて届けるというものです。また病院や施
設にいる高齢者に対しても360°映像を通して病室ではできない体験
を届けます。
②私は事業計画の立案、病院・施設等との交渉、小学校や各団体と
の連携などを行います。
③収益は患者の家族、病院や施設等から得たいと思います。

〇

〇
九州経済
産業局長

賞

39 1 崇城大学
生命科学部
応用生命学科

1 佐藤　大誠 BUONA NOTTE

私たちは、”鳴ったら寝る”新しい習慣を提供する目覚ましアプリ、
BUONA NOTTEを製作、配信します。このプランは朝快適に起きられ
ず悩んでいる人にレム・ノンレム睡眠の周期に基づいて、“鳴ったら寝
る”新しい習慣を用いることで、スッキリ起きることができる朝を提供し
ます。また、ユーザーのアプリ内課金アプリの機能で集計したデータ
を研究者に情報を販売することで収益を得ます。

40 1 崇城大学
情報学部
情報学科

1 山内　浩嗣 ANIMALPLANT

植物と相互的コミュニケーションが図れ、まるでペットのように感じる
ことが出来る製品“ANIMALPLANT”の開発・販売によって、人々に癒
しを与えること目的とした事業です。ANIMALPLANTは話し相手になっ
たり、甘えたり、気遣いを見せるので、顧客は愛情を感じることができ
ると考えています。また、この商品は世界中の人々に使っていただき
たいと考えているためECサイトを立ち上げて販売する予定です。

41 1 崇城大学
工学部
ナノサイエンス
学科

2 谷村　祐哉
電子レンジで対象物だけ
を加熱できるような蓋
【caps】の開発、販売

皆さんは、コンビニ弁当など電子レンジで温めたくないものなどまで
温まってしまい嫌な思いをしたことはありませんか？私たちはそのよ
うな悩みを持つ方たちに対象物のみを加熱するシールを提供します。
このシートを使って加熱することによってお弁当を丸ごと美味しく食べ
て頂けます。また、このシールを利用したコンビニ弁当の蓋を開発し、
利用してもらうことで収益を得ていきます。

42 1 長崎大学
経済学部
総合経済学科

3 岩﨑　有基 キャンパー育成事業

アウトドアをしたくても諦めてきた学生に対して、キャンププラン・指導
者・キャンプ用具をセットにしたサービスをインターネットを中心に広
め、販売しようと考えている。このサービスを利用することにより、諦
めてきた学生が行動的な若者へと変化することを目指している。収益
としては、キャンププランの提供による収入を考えている。

43 1 長崎大学 東山　裕紀 自己実現カフェ

本事業は、自分の店を持ちたいと考えている人に対して、店を出す場
と機会を提供することによって、その人の持つ自己実現欲求を満たす
ことを支援するビジネスである。店の売り上げと関係なく、その場を貸
し出すことにより発生するレンタル料を主な収益源として考えている。

44 4 企業と共同
研究中

北九州工業
高等専門学校

生産デザイン
工学専攻

1 藤原　雛子 つくろう空間、まもろう健康

健康志向の人やお年寄り、小さな子供の保護者、ペットの飼い主に
ゲーミフィケーションを含んだ見守りを見える化やフィードバック、ポイ
ント制、プッシュ通信として提供する。我々は健康面を考慮した最適
な空間づくり、されにそれを維持するためのサポートシステムを実現
する。本事業の収益はシステム販売により得る。

〇
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【状況】１：机上で考えた段階の事業計画である、2：起業の為に既に企業・団体にアプローチしている段階である、３：既に起業・事業済の段階である、４：その他

二次審査 コンテスト

受付No 状況
状況

その他
学校名 学部・学科 学年 代表者名 事業名 プランの概要 進出 進出

45 4

長岡技科大
(高専技塾)で
の高専生の
企業をサ
ポートしてい
ただけるプロ
ジェクトで講
習などを受け
ている。

沖縄工業
高等専門学校

メディア情報
工学科

2 真栄田涼介
個人の車を利用したレンタ
カーサービス

① 車が欲しい…だけど、「あまり使わないからもったいない」と思う消
費者へ、車のオーナーになり、使わないときはレンタルして貸し出す
ことをアプリや店舗で仲介するビジネスです。
② 手数料を支払うことによってアプリ利用者と、レンタカー事業者の
間での車の貸し借りを仲介する役割。
③ 振り込み手数料or 売上手数料、レンタカー屋さんからの手数料
(台数、時間により)収益を得ます。

46 4

既に起業した
ベンチャー企
業内で新事
業を立ち上
げる段階で
ある

北九州工業
高等専門学校

機械工学科 5 辻  貴美花
身体障害者向けスポー
ツ・レクリエーション事業
“ring-ring（リンリン）

重度障害者を対象に、リング状のレールを傾けることによって音の鳴
るボールを転がす新しいスポーツ・レクリエーション「ring-ring（リンリ
ン）」を提案します。これは、障害者施設で急務である余暇活動の充
実や健常者と障害者の共同遊戯を実現するものです。障害者支援施
設に「リンリン」を販売・提供することで収益を得ます。

〇

47 2 九州共立大学
経済学部
経営学科

3 北川　本気
Ｗ2（ワクワク）Ｒ2（ルンル
ン）Conditioningサロンの
FC展開

①足の痛みで困っている全ての人（特に高齢者）に対して、フット＆
レッグコンディショニングのノウハウを活用して、その人本来の足の形
に治していく。
②足の悩みを持つ人たちを救いながら、足に対する知識を広げ、足
の重要性を広げる。
③フット＆レッグコンディショニングの施術代と、ノウハウを提供しなが
らのセミナー＆指導等を行いFC加盟料によって収益を得る。

48 1 崇城大学
生物生命学部
応用生命科学科

1 遠山　穣
リノベーションデザイン「ぽ
ぽろん」の研究開発と販
売

① コワーキングスペースの利用者に、より活動を活性化させ、その
活動をより有意義なものにする環境を、コワーキングスペースをリノ
ベーションすることで提供するビジネスです。
②どのような環境にすれば起業家の方々の共同の活動がより有意
義なものになるのかを具体的に提案します。
③まず、コワーキングスペースのデザインを担当する方に売り込むと
同時にSNSやMakuakeによる情報拡散により評判を広め、ゆくゆくは
教育の場である学校にも売り込んでいこうと考えています。

49 1 長崎大学
経済学部
総合経済学科

3 生越　歩 Stay with ICC

本事業は、来る東京オリンピック、進みゆくグローバル化に対応する
ための、いわゆるグローバルマインドをもつ学生の育成とシェアハウ
スの運営を融合させた事業である。シェアハウス運営とグローバルマ
インドに関したレッスンを開講することで事業収益を得る。

50 1
立命館アジア
太平洋大学

梅田　涼平 Uncle Agency

別府に豊富にある温泉にて高齢者が旅行者をもてなす。交流を通し
てローカルな情報を提供するだけでなく、それと同時に高齢者の人材
登用を図る。海外へ別府の魅力のアピールを担ってもらうサービス利
用者からの収入と同時に、別府市内の観光施設や飲食店と広報提
携を結ぶ。それによって利用者に対してそれらを広告することでの収
入も目指す。

51 1 崇城大学
工学部
宇宙航空
システム工学科

1 山脇　正
従来のヘアアイロンには
まだない新技術を搭載し
たアイスヘアアイロン

「Senpu」は従来のヘアアイロンとは違い、髪の毛を冷やすことで、今
までにない髪の毛の美しさを手に入れることができる最先端の
アイスヘアアイロンです。
「Senpu」を使うことにより、今まで髪の毛にコンプレックスを抱いてい
た方に思わず笑顔がこぼれるような感動を提供します。

52 3 九州大学 21世紀プログラム 4 西村　直人
九大ジビエプロジェクト
－糸島ジビエ研究所―

糸島に拠点を置き、農林業被害対策で捕獲されるイノシシなどを食
肉・その他に加工・販売することを通じ、人と生物の良好な関係を築
いていくことを目指す産官学連携事業です。精肉の卸・小売を収益の
軸としつつ、アンテナカフェの運営、皮・毛など副産物からの製品創
出にも注力、鳥獣事業の新モデルを確立し、FCなど他地域での連携
展開を行います。

〇

〇
九州経済
連合会長

賞

53 2 九州大学 21世紀プログラム 2 相良　郁也
地方発スタートアップメ
ディア

福岡を中心とした地方の学生に対して、福岡のスタートアップ企業の
取材記事・動画やインターン情報を、ホームページ上で発信する。独
自コンテンツだけでなく、地方の起業シーンに特化した情報のプラット
フォームを構築する。広告を中心としつつ、一部有料掲載、記事の
SEO対策、オフラインでのイベント開催でも収益をあげる。

〇

54 1 熊本県立大学
総合管理学部
総合管理学科

3 谷川　達哉
天下の回りもので天下を
救う

このビジネスは突然の降雨をお金に換えて地域や世界へ募金をする
活動である。
　具体的には、熊本県立大学に500円を入れると傘が出てくる自動販
売機を設置する。利用者は自動販売機の傘を買い取りかレンタルか
選択できる。傘を破損のない状態で売店に返却した場合は利用者に
対し300円のキャッシュバックを行う。
　また学内に放置されている傘（2本/月）を回収し、当たり傘として自
動販売機に設置する。

55 1 崇城大学
生物生命学部
応用微生物
工学科

安部　光法

Pollena
未来の農業をもっと簡単
にする、人工授粉デバイ
スの開発と販売

私たちは、超音波を使って授粉作物の花粉を振動させることで、受粉
を行う人工授粉デバイスを開発し、ハチなどの昆虫や、人の手に頼ら
ない自動化された受粉の作業を提供します。また、このデバイスを
ヨーロッパのハウスや植物工場の経営者に販売することで収益を得
ます。

〇

5
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【状況】１：机上で考えた段階の事業計画である、2：起業の為に既に企業・団体にアプローチしている段階である、３：既に起業・事業済の段階である、４：その他

二次審査 コンテスト

受付No 状況
状況

その他
学校名 学部・学科 学年 代表者名 事業名 プランの概要 進出 進出

56 1 崇城大学
生物生命学部
応用生命学科

岩井　蘭子
どんな国の人でも楽しめ
るオンライン学習システム

私が提供するのは図鑑とVR（仮想現実）を組み合わせたものです。
VRを使うことによって立体的、かつ、より視覚的に図鑑というものを
体験することができます。様々なテーマ（動物、昆虫、植物etc.）のコ
ンテンツを学生・教育機関を中心に販売します。そして、学びの形を
立体化することによって、興味、関心を具体化します。

57 2 崇城大学
薬学部
薬学科

2 川口　晴香
子供達の絵を使って薬局
で使うお薬の袋を変える
「PILL PACKAGE」

私たちPILLPACKAGEは毎日多くの薬を飲むことを煩わしく思っている
患者さんに、全く新しいデザインの薬袋を提供します。
新しいデザインとは、子供達の絵と薬袋を組み合わせたものです。
多くの人はちょっとした風邪にかかった時に病院に行かないでしょう。
その一因には「何日も薬を飲むのが煩わしい」と。健康な人であれば
それで済みますが、毎日薬を飲む必要のある人はどうでしょう。毎食
必ず待っている大量の薬。もう食事が楽しめなくなりますよね。私たち
はそんな患者さんの心の負担を減らすお手伝いをしたい。そんな想
いからこの「PILLPACKAGE」を発足しました。

58 1 崇城大学
生命生物学部
応用生命学科

平良 花南子
VRを用いた歩行を楽しく
するリハビリデバイスの開
発

近年のリハビリは、ICT化される社会の波に乗り、リハビリ器具や装具も進化を遂げ
ているのではないでしょうか。その結果、以前より手軽に便利なリハビリができ、介
護するスタッフの負担が軽減すると思われます。しかし、それだけでよいのでしょう
か？リハビリに取り組む方の気持ちに寄り添い、自ら高いモチベーションで楽しめる
リハビリもあったらいいなと思い、私たちImAはVRを使ったリハビリデバイスの開発
を行うことにしました。プラン概要としては、「歩行中の風景を無機質で殺風景な部屋
ではなく、生活感があって楽しい雰囲気なるようにVRゴーグルを使って目の前を明
るく変える。」というものです。そこで私たちImAは、VR機器に歩行に合わせて風景が
変わるCGコンテンツを組み込み、それをもとにECサイトを立ち上げ、商品化に向け
て共同開発をしたい、という企業を探します。その後、プラットフォーム事業に展開
し、CG技術者とともにさらなるコンテンツ開発目指します。

59 2 大分大学
経済学部
経営システム学科

4 眞嶋　曜 　UnideaS

①大学生、ビジネスマンに、論文を作るため、またはサービスや商品
をするためのアイディアを募集することができるプラットフォームを、シ
ステム開発してオンライン上で提供する。
②論文や商品企画、または起業する際に、まず必要となるためのそ
れらの種である「アイディア」である。このビジネスはそのアイディアを
効率良く集めることができる。
③アイディアを募集するホストユーザーに対して、アイディアを提供す
るプロアドバイザーからのプラットフォーム利用料（手数料）である。

〇

60 1 宮崎大学
工学部
情報システム工学科

2 保坂　正道
21世紀のプラットフォーム
“アネモネ”の開発、展開

　私たちは「誰でも手軽に利用出来るプラットフォーム“アネモネ”」を
提供することで身の回りに困っている問題をすべて解決します。芝刈
りをしてほしい、引っ越しのお手伝い…そのような身近な問題をもう企
業に委託するのをやめませんか？私たちは若者からインターネットが
使えない高齢者まで、すべての人の身近な問題をインターネットで解
決します。収益は手数料と広告収入です。

〇

61 1 崇城大学
工学部
機械工学科

1 森瀬　太一
テレビ放送でのユー
チューバーの社会進出の
実現化

現在、注目されつつある大手ユーチューバーがテレビ活動できる場を
提供し、企画・コンテンツ紹介を普段のユーチューブ活動と同じ形で
放送します。私たちは、ユーチューバーの活動範囲の拡大と広告や
マスメディアの衰退からの回復、そしてさらなる市場の発展を行いま
す。
 私たち『ユーチュー部』はユーチューバーの未来を明るく照らすビジ
ネスを提供します。

62 1 崇城大学
生物生命学部
応用微生物工学科

2 平田　竜一 Whodo

みなさんはスーパーなどで新鮮な野菜の正しい見分け方がわかりますか？
実は私もよくわかりません...。しかし、新鮮な野菜のおいしさは幼いころからよく知っ
ています。私が生まれ育った人吉球磨地方は熊本県南部にある盆地で、周りの山
から流れるきれいな水で作られたおいしい野菜や米が有名で、なによりも私自身が
農家の息子です。私は新鮮でジューシーな、野菜本来のおいしさを多くの人に知っ
てもらいたいと考えていました。
そこで私は、農家のノウハウを生かした栽培キットで育てた野菜を顧客自ら収穫して
買ってもらうことで、新鮮な野菜のおいしさを知っていただこうと考えています。さらに
自分で収穫していただくことで、すでに収穫されているものに比べて流通の過程がな
いので、その分、野菜をおいしく食べられる期間を数時間～数日延ばすことができま
す。

63 1 崇城大学
生物生命学部
応用微生物工学科

2 池園　友梨 　工（たくみ）

① 日本の伝統工芸を支える職人とデザインを学ぶ学生や若者を対
象に、その双方をマッチングするサービス。また、マッチング後も私た
ちを介して商品を販売することで、販売場所の提供と支援を行ってい
く。
② 衰退している日本の伝統工芸の技術や魅力を発見し、その伝統
工芸の価値や魅力を世の中に広めていく
③ 収益の一つ目に私たちのサイトへの加入料。二つ目に実際に私
たちのサイトを通して商品を販売して　　もらう。そこで得た売り上げ
の3割を私たちの収益とする。

64 2 崇城大学
生物生命学部
応用微生物工学科

3 松田　大輝 　SoyDeli

“豆乳で熊本の地方創生を行うブランディング事業”
SoyDeliはもっと豆乳本来の味を知ってもらいたい。豆乳を使った商品
でたくさんの人を笑顔にしたいという熱い思いのもと始まった、豆乳で
地方創生行う学生ベンチャーです。
私たちは豆乳をと熊本県産の食材を掛け合わせて美味しい新商品を
開発し、大学生らしいアイディアとデザインでブランディングしていきま
す。

〇
〇

優秀賞

65 1 熊本高等専門学校
電子情報システム
工学専攻

1 登田　晃浩 スマホマウス

近年，多くのビジネスマンには欠かせないパソコン．外出先でもノート
PCを持ち歩く姿が多く見受けられる中で，マウスを持ち歩くことでかさ
ばる，内蔵のトラックパッドでの操作が面倒といった不満点が挙げら
れる．このことから現在普及しているスマホにマウス機能をアプリとし
て導入することで前述の問題を解消することができる．これによって
作業効率の向上を図り，さらには有料コンテンツとして販売して収益
を得る．

66 2 崇城大学
生物生命学部
応用微生物工学科

4 古賀　碧 　Ciamo

焼酎粕で培養可能な光合成細菌を、大量に培養するためのキットの
開発・販売を行っていく。
　光合成細菌は、農水産業分野や医薬品、環境問題への解決など
広く注目されているが、光合成細菌は「高価」であるという大きな課題
がある。そこで付加価値の低い「焼酎粕」を使用することで、もっと安
価に販売し、農水畜産業をさらに発展させる。将来のビジョンとして東
南アジアへの世界進出し、世界の産業発展と環境問題の解決と、事
業の拡大を狙っていく。

〇
〇

ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
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６．広告物・募集概要
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私達は、大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテストを応援しています！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜協賛企業 50 音順＞  
㈱池田工業、㈱石村萬盛堂、㈱ＮＴＴドコモ、㈱大分銀行、九州電力㈱、九州旅客鉄道㈱、㈱九電工、㈱九南、くまで会計事務所、 

古賀マネージメント総研㈱、西部瓦斯㈱、三和酒類㈱、白垣木材㈱、㈱筑邦銀行、㈱テノ.コーポレーション、トーマツ・ベンチャー

サポート㈱、㈱西日本シティ銀行、西日本鉄道㈱、日本ゼオライト㈱、㈱はせがわ、㈲馬場製菓、廣田商事㈱、㈱福岡銀行、 

㈱福岡商店、㈱ふくや、㈱フラウ、㈱やずや、レイナ㈱、㈱ワールドホールディングス 

 

＜助成団体＞ (一財)九州地域産業活性化センター [九州・大学発ベンチャー振興会議 事務局] 

＜その他協力（審査員等）50 音順＞ 
㈱イジゲン、エア・ウォーター・マテリアル㈱、㈱オフィス at、九州経済産業局、(一社)九州経済連合会、九州電力㈱、ＱＢキャピタ

ル合同会社、㈱グランドビジョン、グローバルブレインズ㈱、古賀マネージメント総研㈱、㈱センターフォワード、知的財産綜合事務

所 NEXPAT、(公社)日本技術士会、日本政策金融公庫、日本ゼオライト㈱、日本弁理士会九州支部、㈱ボーイ、㈱やずや 

 

大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト実行委員会 

九州経済産業局、福岡市、(一社)九州経済連合会 [九州・大学発ベンチャー振興会議 事務局]、(独)中小企業基盤整備機構九州本部、 

㈱日刊工業新聞社西部支社、(一財)九州地域産業活性化センター [九州・大学発ベンチャー振興会議 事務局] 

事務局：(一社)九州ニュービジネス協議会 

〒810-0001 福岡市中央区天神2-3-36 ibb fukuoka3F 

TEL：092-771-3097 FAX：092-721-6288  E-mail：daigaku-vbpc@qshu-nbc.or.jp 

HP : http://www.qshu-nbc.or.jp/daigaku-vbpc/   
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