第１２回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果 発表
グランプリ ｢ 学びつながるＰ-Ｌ!nks ～おやつ我慢でさらなる学びを！～ ｣
大分大学 医学部 馬場宏、教養学部 井関美風、工学部 小野翔也、中村純人
中央大学 法学部 岡直樹

本コンテストは、九州の大学・高専の技術シーズの発掘と学生の創造能力やチャレンジ精神、自ら考え解決してい
く能力を養う場として、平成 13 年度以降、毎年開催しています。
第１２回目を迎えた今年は、九州内の３０の大学院、大学、高専から応募のあった５５プランの中から、書類選考お
よびプレゼンテーション審査をパスした選りすぐりの ７プランについて、公開プレゼンテーションを行いました。起業家
や企業経営者、公認会計士、技術士等が審査に当たり、グランプリ(１件) 、九州経済産業局長賞(１ 件)、九州経済
連合会長賞（１件）、優秀賞(５件）が決定し ました。グランプリには副賞として２０万円、九州経済産業局長賞・九州経
済連合会長賞には１０万円、優秀賞には５万円をそれぞれ贈呈しました。
【最終コンテスト】
開催日 ： 平成２４年１２月１４日（金）
開催場所： 福岡市役所 講堂
【結果】
グランプリ（１件） 表彰状、副賞 20 万円
「学びつながるＰ-Ｌ!nks ～おやつ我慢でさらなる学びを！～」
大分大学 医学部 馬場宏、教養学部 井関美風、工学部 小野翔也、中村純人
中央大学 法学部 岡直樹
九州経済産業局長賞 （1 件） 表彰状、副賞 10 万円
「後付け式車いす用安全ストッパーによる転倒予防支援ビジネス
～転ばぬ先のストッパー！安価で簡単な後付式車椅子用安全ストッパーによる転倒予防」
大分大学大学院 工学研究科 村田健太 大福哲史
大分大学 工学部 清原健太
九州経済連合会長賞（1 件） 表彰状、副賞 10 万円
「個別学習プラン提示方式による語彙学習アプリの開発・販売事業
～よりよいコミュニケーションのために語彙力 UP！～」
久留米工業大学 工学部 江里口潤信、兼島公平、大石一輝、小川景子、三浦広之
優秀賞（4 件） 表彰状、副賞 5 万円
「光蓄電池を用いたペット用発信器の開発～迷子安心メンテナンスフリー発信器～」
鹿児島大学大学院 理工学研究科 谷口尚仁
「走って見せる、動く広告～広告業界に新たな風を～」
熊本県立大学 総合管理学部 上谷紗貴子、安部夏生、野田真彦
「滞在型の仕事（ワーキングホリデー×ホームステイ）マッチングプラットフォーム
～職人ギルド再復興。旅をしながら働く新しいライフスタイルを～」
九州大学 芸術工学部 堤健太郎
「心臓発作を防ぐ！微発酵オメガ３塩麹
～『うおお！この料理うめえな！』『微発酵塩麹を使っただけよ…（ボソ）』～」
佐賀大学大学院 農学研究科 副島久義
佐賀大学 農学部 泉知輝、中畑絵里子

第 1１回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果 発表
グランプリ ｢子どもすくすくスクール ～お家でうけられる食育・体育・健康教育～ ｣
産業医科大学 医学部医学科 田村拓也

本コンテストは、九州の大学・高専の技術シーズの発掘と学生の創造能力やチャレンジ精神、自ら考え解決してい
く能力を養う場として、平成 13 年以降、毎年開催しています。
第 11 回にあたる今年は、九州内の 22 の大学、高専の学生から 48 のビジネスプランの応募がありました。 第一
次書類審査、第二次プレゼンテーション審査を経た 8 プランが公開 プレゼンテーションを行いました。審査は、起業家
や企業経営者、公認会計士、技術士等が中心に審議を行い、グランプリ(１件)、九州経済産業局長賞(１件)、九州経
済連合会長賞（1 件）、優秀賞(５件)が決定いたしました。
・当日は、大学関係者、企業及び行政機関等から２００名以上が来場者として参加いたしました。

【最終コンテスト】
開催日 ： 平成２３年１２月１６日（ 金）
開催場所 ： 福岡市役所 講堂
『結 果』
■グランプリ (1 件)

賞状、副賞 20 万

産業医科大学 医学部医学科 田村拓也
事業名：「子どもすくすくスクール ～お家でうけられる食育・体育・健康教育」
■九州経済産業局長賞 (1 件)

賞状、副賞 10 万

長崎大学 経済学部総合経済学科 溝部彌希、小橋彩加、寺崎郁美、樋口友梨
事業名:「Nurséleve（ナーゼレーヴ）～応援します、看護師の「産む」という選択を～」
■九州経済連合会長賞 (1 件)

賞状、副賞 10 万

北九州工業高等専門学校 専攻科 小泉壮太、下野俊英
事業名：「TraMS（トラムス） ～医療現場に変革を～」
■優秀賞 (5 件)

賞状、副賞 5 万

九州産業大学 経営学部産業経営学科 武本崚
事業名：「未来防災教育プロジェクト～これからの未来へ 一人でも多くの命が助かるように～」
福岡工業大学短期大学部 情報メディア科 九日裕智、小田一貴、渡邊公敏
事業名： 「Uth（ユース） ～若者に幸せな人生と生きる意味を～」
熊本高等専門学校 専攻科 森 恒成
事業名：「情報管理システムによる教育現場の支援 ～自分たちで管理する、学生たちの情報～」
有明工業高等専門学校 電子情報工学科 井上 陽平、古賀 直樹、杉本 恭佑
事業名：｢技術教育を組み込んだ福祉機器の開発・販売事業
～障害のある方々一人一人が最適な支援装置を所持し、自己表現・実現できる社会を目指して～｣

熊本県立大学 総合管理学部総合管理学科 木村勇貴、高木 智久、汐見 友美、廣川 栞
事業名：「ＳＶＯシステムの社会システム化 食用廃油を用いたニューエネルギー生活をしよう！！」

第 10 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果 発表
グランプリ ｢ Bluetooth ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの商品化と普及による、ものづくり文化と理系教育の活性化｣
九州大学大学院 ｼｽﾃﾑ情報科学府 情報学専攻 木村一郎、中野雅俊

同コンテストは、九州の大学・高専の技術シーズの発掘と学生の創造能力やチャレンジ精神、自ら考え解決していく
能力を養う場として、平成 13 年以降、毎年開催しています。
第 10 回にあたる今年は、九州内の 21 の大学、高専の学生から 47 のビジネスプランの応募がありました。第一次書
類審査、第二次プレゼンテーション審査を経た７プランが、本日公開プレゼンテーションを行 いました。 審査は、起業
家 や企業経営者、公認会計士、技術士等が中心に審議を行い、グランプリ(１本)、九州経済産業局長賞(１本)、九州
経済連合会長賞（1 本）、優秀賞(４本)が決定いたしました。当日は、大学関係者、企業及び行政機関等から １２０名
以上が来場者として参加いたしま した。

発表大会
平成２２年１２月２２日（水）
『結 果』
■グランプリ (1 件)

賞状、副賞 20 万

九州大学大学院 ｼｽﾃﾑ情報科学府 情報学専攻 木村一郎、中野雅俊
事業名：「Bluetooth ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟの商品化と普及による、ものづくり文化と理系教育の活性化」
■九州経済産業局長賞 (1 件)

賞状、副賞 10 万

北九州工業高等専門学校専攻科 真鍋ゆき
■九州経済連合会長賞 (1 件)

賞状、副賞 10 万

事業名：「Coordonnéed(コードニード) 」
※今回から新設した賞です。

九州大学大学院 工学府 水素ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ専攻 木村誠一郎、織田章宏、
九州大学工学部 吉田幸之介
事業名:「EV（電気自動車）充電スポットの稼働率向上ビジネス」
■優秀賞 (4 件)

賞状、副賞 5 万

崇城大学大学院 工学研究科応用生命科学専攻 扇谷昌宏
事業名：「バイオマス有効利用に基づく焼酎粕の機能性食品への応用 焼酎粕タブレッド“際食健美”」
有明工業高等専門学校 生産情報システム工学専攻科 豊福卓哉、野口卓朗、松田倫明、笹尾嘉則
事業名:｢表面筋電位を用いた身体障害者支援システム｣
福岡大学経済学部産業経済学科 田尻将揮、
経済学部経済学科
永田浩平、筒井優、春田哲志、法学部経営法学科 宮田友紀子
事業名:「作家が育つ電子書籍」
長崎大学経済学部総合経済学科 小川恭範、空閑陽一郎、林田圭太
事業名:「人々と共に歩く、地域密着型宅配サービス“アルク”」

第 9 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果 発表

グランプリ ｢ プリマベーラ｣
久留米工業高等専門学校 専攻科

井上麻美、福島由里子

九州内の１５の大学・高専の学生等から応募のあった５０プランの中から、書類選考およびプレゼンテーション審査を
パスした選りすぐりの ６プランについて、公開プレゼンテーションを行いました。企業家、公認会計士、技術士等の「目
利き」審査員と一般の会場審査員が審査に当たり、グランプリ(１本) 、九州経済産業局長賞(１本)、と優秀賞(４本がを
決定し ました。グランプリには副賞として２０万円、九州経済産業局長賞には１０万円、および優秀賞には５万円をそ
れぞれ贈呈しました。
発表大会
平成２１年１２月１１日（金）
『結 果』
グランプリ
「プリマベーラ」
久留米工業高等専門学校 専攻科

井上麻美、福島由里子

九州経済産業局長賞
「携帯電話に特化した理学・作業療法士コミュニティの構築」
有明工業高等専門学校 電子情報工学科 竹上彬、井上優良、立石潤矢、坂田亮介、熊野修平、吉富雄一郎
優秀賞
「ＭＡＧＩＣ☆ＢＯＸ～変身室へようこそ」
熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科 北島拓弥、小山明夏、加納慎佑、紫垣晴香、泊奈緒美、早田琴美
「地域カリスマ発掘大作戦！」
熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科 林田亜希子、佐伯拓也、立山亜紗子、津留亜也佳、藤本真美
「プランター野菜の宅配、および栽培の補助事業」
熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科 奥田あかね、清田和男、倉田敬子、桑原麻衣、古賀久美子、
後藤香央里
「乙女塾」
福岡大学 経済学部 経済学科 千北真里、後藤朋子、秋吉香那、守田絵美、上田奈津美、永里美紗、春田哲志、
祐野敦、大山憲哉、安達恵太、岸川紘士、木原浩平、櫻井幸夫

第８回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果 発表

グランプリ ｢ 廃油リサイクル石鹸を主成分とする環境にやさしい泡消火剤の開発及び販売｣
北九州市立大学大学院 国際環境工学研究科 水城 秀信
☆ ２００８キャンパスベンチャーグランプリで文部科学大臣賞・テクノロジー部門大賞を受賞しました ☆

九州内１１大学の学生等から応募のあった４９プランの中から、書類選考およびプレゼンテーション審査をパスした
選りすぐりの ７プランについて、公開プレゼンテーションを行い、ベンチャーキャピタル、公認会計士、技術士等の
｢目利き｣審査員と一般の会場審査員が審査に当たり、グランプリ(１本) 、九州経済産業局長賞(１本)、と優秀賞(５
本)が決定し、グランプリには副賞として５０万円、九州経済産業局長賞には２０万円、および優秀賞には５万円をそ
れぞれ贈呈した。
発表大会
平成２０年１２月１７日（水）
『結 果』
グランプリ
「廃油リサイクル石鹸を主成分とする環境にやさしい泡消火剤の開発及び販売」
北九州市立大学大学院 国際環境工学研究科 水城 秀信
九州経済産業局長賞
「安価で健康的な食事を提供する食育塾」
福岡大学 経済学部 藤原 一成、島津 健太郎、加納 康弘
優秀賞
「成功報酬型広告モデルを導入した読者参加型フリーペーパー「きみ僕ペーパー」」
福岡大学 法学部 壇 健太郎
経済学部 木野田 哲理、波多江 直樹、武吉 寛子
「中国人観光客受け入れのための戦略サポート事業」
立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋マネジメント学部 河上 朋樹
「あつまれ１０代！ＢＬＵＥ ＳＰＲＩＮＧ」
中村学園大学 流通科学部 二宮 由佳、岡本 紅実
「新たな社会科見学サービス ｋｉｍｉルート」
長崎大学 経済学部 山口 力、田浦 祐輔、上田 美穂
「ペットゲームでダイエット支援「ダイペット」」
九州産業大学 経済学部 村上 陽一

第 7 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果 発表

グランプリ ｢ 離れて暮らすお年寄りの見守りサービス“孫心”（中国名“孫来”）｣
長崎大学 経済学部 総合経済学科 天野 淳一、山本 美智子、張 天目

九州内１１大学の学生等から応募のあった３３プランの中から、書類選考およびプレゼンテーション審査をパスした
選りすぐりの ７プランについて、公開プレゼンテーションを行い、起業家、ベンチャーキャピタル、中小企業診断士等
の｢目利き｣審査員と一般の会場審査員が審査に当たり、グランプリ(１本) 、九州経済産業局長賞(１本)、と優秀賞(５
本)が決定し、グランプリには副賞として５０万円、九州経済産業局長賞には２０万円、および優秀賞には５万円をそれ
ぞれ贈呈した。
発表大会
平成１９年１２月１３日（木）
『結 果』
グランプリ
「離れて暮らすお年寄りの見守りサービス“孫心”（中国名“孫来”）」
長崎大学 経済学部 総合経済学科 天野 淳一、山本 美智子、張 天目
九州経済産業局長賞
「Ｗｅｂ３Ｄコンテンツ制作ツール「Ｗｅｂ－Ｒｉｄｅｒ」の販売事業」
九州大学 大学院 システム情報科学府 宮原 克典、中村 直人、金子 晃介、岡嶋 成司
優秀賞
「欲しい時にその時だけの情報があるＷＥＢサイト「いまきてナビ」」
福岡大学 法学部 法律学科 早田 猛、赤坂 利奈、御手洗 康弘、西尾 健太郎、木野田 哲理、山諸 秀樹
「地図でつながる「ＣＨＩＺＵＲＩＮＧ」」
大分大学 経済学部 経営システム学科 佐田 仁美
「犬の保育園“ｗａｎ－ｐａｒｋ（わんぱく）”」
大分大学 経済学部 経営システム学科 押谷 結香
「移動式 児童心身健康体力支援教室「運動天才塾」」
九州共立大学 経済学部 経営学科 小野寺 京介
「新たな共育コミュニティ『ビストロ・ペアレンド』」
長崎大学 経済学部 総合経済学科 川内 史、三浦 健一、大西 洋輔

第 6 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果
グランプリ ｢料理の家庭教師派遣ビジネス“アシスタ”｣
長崎大学 経済学部 総合経済学科 谷川 寿子、森田 麻紗子、楠 修平
☆第 3 回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会にてビジネス部門大賞及び経済産業大臣賞受賞！！☆

九州内外７県１３大学の学生等から応募のあった５０プランの中から、書類選考およびプレゼンテーション審査をパ
スした選りすぐりの６プランについて、公開プレゼンテーションを行い、起業家、ベンチャーキャピタル、中小企業診断
士等の｢目利き｣審査員と一般の会場審査員が審査に当たり、グランプリ(１本) 、九州経済産業局長賞(１本)、と優秀
賞(４本)が決定し、グランプリには副賞として５０万円、九州経済産業局長賞には２０万円、および優秀賞には５万円を
それぞれ贈呈した。
発表大会
平成１８年１２月１９日（火）
『結 果』
グランプリ
「事業名 料理の家庭教師派遣ビジネス“アシスタ”」
長崎大学 経済学部 総合経済学科 谷川 寿子、森田 麻紗子 楠 修平
九州経済産業局長賞
「事業名 折りたたみバイクを利用した自動車運転代行サービス」
鹿児島大学 大学院 理工学研究科 森 哲也、矢山 正大、王 東揚、泊 伸英
優秀賞
「学生の人材育成・企業への人材紹介事業の展開」
福岡大学 経済学部 産業経済学科 高山 邦広、大塚 沙登美、松居 峻介、店田 直宏、若松 恭一
「教育用ロボットキットの販売と出張事業」
九州工業大学 大学院 生命体工学専攻 金子 哲也
「マイクロバブルを使ったボールタップの研究・販売」
九州工業大学 情報工学部 機械情報工学科 重丸 大地
「中小企業に絞った書類の電子化サービスと電子書類関連ビジネス」
早稲田大学 大学院 情報システム研究科 小澄 祐介

第 5 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果

グランプリ ｢災害支援物資エアブリックの開発・販売｣
鹿児島大学 大学院 理工学研究科 小田切 知真、斎藤 浩文、瀬戸口 宏樹

九州内外７県１９大学の学生等から応募のあった６５プランの中から、書類選考およびプレゼンテーション審査をパス
した選りすぐりの６プランについて、公開プレゼンテーションを行い、起業家、ベンチャーキャピタル、中小企業診断士
等の｢目利き｣審査員と一般の会場審査員が審査に当たり、グランプリ(１本) 、九州経済産業局長賞(１本)、と優秀賞
(４本)が決定し、グランプリには副賞として５０万円、九州経済産業局長賞には２０万円、および優秀賞には５万円をそ
れぞれ贈呈した。
発表大会
平成１７年１２月１６日（金）
『結 果』
グランプリ
「事業名 災害支援物資エアブリックの開発・販売」
鹿児島大学 大学院 理工学研究科 小田切 知真、斎藤 浩文、瀬戸口 宏樹
九州経済産業局長賞
「事業名 デジタルバナナのチャットで競うプライスダウンオークション」
九州産業大学 商学部 高松 康貴、中嶌 桃子、緒方 薫、吉田 奨
優秀賞
「ＭＣＯＳ(エムコス)ネットワーク」
徳山大学 経済学部 経営学科 黎 明（レイメイ）、石 鴻（セキコウ）、山縣 朋弘
「アマチュアバンドの音楽配信を利用した若い世代への広告事業の展開」
早稲田大学 大学院 情報生産システム研究科 陶山 和寛
「プチ・イベントプランニング」
九州工業大学 大学院 生命体工学研究科 小野 方子
「大切な持ち物が離れたら知らせる画期的な防犯グッツカッブル」
立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋マネジメント学部 アジア太平洋マネジメント学科
吉田 奈緒子、松本 玄、小倉 あゆみ、Hong Sae Whoon、Lo Pei Hsin

第 4 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果

グランプリ ｢環境保全型マイクロカプセル化農薬製剤の開発及び販売｣
鹿児島大学大学院 物質生産工学専攻 樋之口大作／大久保一心／柿囿兼一／相良秀一

今年度は、九州内 6 県 16 大学から総数で 32 作品の応募があり、応募作品について、第１次(書類審査)で１８作
品を選定し、ブラッシュアップを行い、第２次審査(プレゼンテーション)を経て最終６作品を選出した後、１６名の審査員
(専門審査員６名、会場審査員１０名)による公開プレゼンテーションを行いグランプリ(１本)、九州経済産業局長賞(１
本)、福岡市長賞(1 本)と奨励賞(３本)が決定し、グランプリには副賞として５０万円、九州経済産業局長賞及び福岡市
長賞各１５万円、奨励賞各５万円をそれぞれ贈呈した。当日は、大学関係者、企業及び行政機関などから１２２名が
参加した。

開催場所 平成 16 年 12 月 16 日(木) 13:00～19:00(交流会 18：00～) 福岡市役所講堂(福岡市中央区)
募集テーマ
（1）日常生活の周りにあるアイデアをヒントにした事業
（2）大学での技術シーズを活用した事業
但し、アイデアのみではなく事業化に向けての計画があるもの。
『結 果』
グランプリ
「環境保全型マイクロカプセル化農薬製剤の開発及び販売」
鹿児島大学大学院 物質生産工学専攻 樋之口大作／大久保一心／柿囿兼一／相良秀一
九州経済産業局長賞
「陶磁器の製品化のコストダウンを目的とした商品の販売」
福岡工業大学大学院 機能材料工学専攻 迫川茂博
福岡市長賞
「環境分析・生態関連試料分析の迅速化のため
大分大学工学部 応用化学科 板井麻紀
奨励賞
「回転寿司の寿司皿を媒体とした広告事業展開」
大分大学 経済学部 新垣 薫
「低環境負荷自動車 コンバートＥＶの販売」
日本文理大学工学部 電気･電子工学科 今井雄太郎／松岡修平／土筆俊幸／廣井公貴
「携帯電話を利用した店舗広告・サービスポイント提供システム『Ｋ－ポイント』事業」
熊本大学大学院 自然科学研究科建築学専攻
岡田真幸／秋山亮

第 3 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト結果

グランプリ ｢神楽｣ 九州大学・北九州市立大学チーム
開催経過：募集期間
平成１５年６月～１０月 (九州内外７県､13 大学 50 ﾌﾟﾗﾝ応募)
※１次審査 平成１５年１１月１０日(月)書類審査にて 16 ﾌﾟﾗﾝを選考
※２次審査 平成１５年１２月６日(土）16 プラン(1 プランは棄権)によるプレゼンテーションを実施､6 プランを選考、6 プ
ランについてブラッシング
発表大会 平成１５年１２月１９日(金) 福岡市役所１５階講堂において６ﾌﾟﾗﾝの発表と審査
審査委員長 (株)ﾄｰﾏﾂ･ﾍﾞﾝﾁｬｰｻﾎﾟｰﾄ社長 古賀光雄氏を含む本審査員７名、会場審査員１０名により選考
『結 果』
グランプリ(副賞５０万円)
「パソコンを楽器に変えるソフト『神楽』」
九州大学大学院・中村 俊介・北九州市立大学・船津 久紗子
九州経済産業局長賞(副賞１５万円)
「タンパク質精製受託業務」
鹿児島大学院・岩切 泰貴 他３名
福岡市長賞
「環境調和型地下水浄水化システムの開発及び販売」
鹿児島大学大学院・松井 務 他 ３名
奨励賞
「SalonＸSalon システム(SSS)による『美し系サロン』の顧客獲得・関係強化サービス」
九州産業大学・近藤 祥子他３名
「子育て総合支援サービス『ｷｯﾊﾟﾗ〔ｷｯｽﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ〕の事業展開』」
精華女子短期大学・小倉 美帆(ﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞ代表)
「知的財産(特許)を基盤とした商品販売」
九州工業大学院・大江 康彦

