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本コンテストは、九州大学の大学生（院生含む）を対象としたビ

ジネスプランコンテストです。

未来の起業家である学生が考えた独自のビジネスアイデアを

事業計画書に落とし込み、プランの実現と起業を目指します。

13：00 ̶  開会挨拶
  九州大学 ロバート・ファン / アントレプレナーシップ・センター センター長

  九州大学 経済学研究院 産業マネジメント部門 教授

  高田 仁

13：05 ̶  審査員紹介・審査基準発表

13：15 ̶  ファイナリスト４チームの発表
  （プレゼン5分、質疑応答10分、起業への思い1分）

14：25 ̶  休　憩（15分）

14：40 ̶  ファイナリスト４チームの発表

15：55 ̶  休　憩（15分）審査

16：10 ̶  審査発表・表彰式

16：50 ̶  閉会挨拶

KYUSHU UNIVERSITY BUSINESS PLAN CONTEST

九州大学
ビジネスプランコンテストについて

プログラム

賞

優　勝

準優勝

NEDO賞

協賛企業各賞
主　　催 国立大学法人 九州大学

協　　力 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

協　　賛 農林中央金庫／ RKB 毎日放送株式会社／株式会社 QTnet ／株式会社 J&J 事業創造／弁護士法人内田・鮫島法律事務所／

 株式会社 AGS コンサルティング／SMBC 日興証券株式会社／公益財団法人 九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）／株式会社TVQ 九州放送／

 トヨタ自動車九州株式会社 Garraway F

事 務 局 九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター

問い合わせ先 九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター

 客員教授 熊野正樹

 kumano@airimaq.kyushu-u.ac.jp

http://qrec.kyushu-u.ac.jp/

第4回 九州大学ビジネスプランコンテスト

The 4th KYUSHU UNIVERSITY
BUSINESS PLAN CONTEST

協　　賛

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

協　　力主　　催

審査員

Koki OGINO

荻野 浩輝
農林中央金庫 執行役員デジタルイノベーション推進部長
一般社団法人 AgVenture Lab 代表理事

1990 年 4 月 農林中央金庫入庫。 2000 年にカリフォルニア大学バークレー校でインターネッ
トビジネスを学ぶ。システム企画部・リスク管理業務・データマネジメントの責任者を経て、
2017 年 7 月のデジタルイノベーション推進部新設とともに現職。併せて農業や社会の課題を解
決するイノベーションの創発のため 2019 年 5 月に設立された JA グル ープのオープンイノベー
ションラボ「AgVenture Lab」の代表理事を務める。

Tsuyoshi SAKAMOTO

坂本　剛
QBキャピタル合同会社
代表パートナー

1989 年九州大学工学部卒。2008 年九州大学ビジネススクール修了（MBA)。大手・ベンチャー
企業を経験し、2004 年から九大知的財産本部において大学発ベンチャー支援を行う。2010 年
に産学連携機構九州代表取締役に就任。2015 年に QB キャピタルを設立し QB ファンド ( 約
31億円）を運営。九州地域の大学発ベンチャーに投資を行う。北九州市立大学大学院マネジメン
ト研究科特任教授、事業構想大学院大学福岡キャンパス特任教授等を務める。

Yosuke NISHIHAMA

西濱 洋介
株式会社 J&J 事業創造
取締役 開発本部副本部長

1995 年慶應義塾大学文学部卒、同年ジェーシービー (JCB) へ入社。同社営業推進部、市場開発
部、業務本部、システム本部を経て、2015 年システム企画部部長に就任。2016 年総合企画部部
長を務めた後、2018 年 3月に JCB と JTB の合弁会社である (株 ) J&J 事業創造へ出向。同年 
4 月より現職。

Takahiro HAYASHI

林　賢宏
株式会社 QTnet
ＹＯＫＡプロ部 副長

福岡県出身。2001年にQTnet に入社し、法人営業部の営業担当として、民間企業や自治体向
けのネットワークやソリューションサービスなどの営業に従事。その後、経営企画部にて経営基
本方針や中期事業計画の策定に携わり、2020 年 4月から現部署にて、出資・M&A を含めた
新規事業開発を担当。現在は特に「スタートアップ企業との協業」を通じた新規事業の創出に注
力している。

Takashi YASUMASU

安増 高志
ＲＫＢ毎日放送株式会社
メディアイノベーションセンター 副部長 クロスメディアプロデューサー

1998 年入社。技術局に配属後、数々の技術開発において多数の受賞歴を持つ。その後、番組制
作やビジネス開発に携わり、技術者出身プロデューサーの強みを生かしながら様々なスタート
アップ企業とのコラボを実現。現在は「エンタテ！区～テレビが知らないe 世界～」のプロデュー
サーとして、テクノロジーが切り開く未来を描く。

Itsumi SUGIYAMA

杉山 五美
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
イノベーション推進部 専門調査員

2019 年より、NEDO イノベーション推進部にてスタートアップ支援事業に従事し、TCP
(NEDO Technology Commercialization Program)、NEP(NEDO Entrepreneurs 
Program)、シード期の研究開発型スタートアップ（Seed-stage Technology-based 
Startups:STS）に対する事業化支援、大学との起業家育成に関する協定締結や起業支援人材
育成などを担当しています。

公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構

国立研究開発法人  新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO)
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ファストファッションの台頭による地球環境悪化の解決策として、

個人間で高級ブランド服のレンタルを可能にするオンラインプ

ラットフォームを提案する。クリーニング店をハブとする地域型

の物流システムを構築することで即日レンタルすることが可能で

あり、また、人の繋がりに着目することで、単純に高級ブランド服

を比較的安価にレンタルできるだけではなく、憧れの人々の洋服

を身に纏う事ができるサービスになっている。

個人間のファッションレンタルサービス

Spich（スピッチ）はストレス測定技術と解析技術を用い、人とス

トレスの関係をアップデートする事業を展開しています。ストレス

を可視化することで、ストレスの要因を特定し、また、ストレスか

ら引き起こされる現象を予測します。例えば、体調不良の原因追

求、病気予防、非言語コミュニケーション、感情の共有などを可能

にし、ひとびとを笑顔にする事業を目指しています。

ひとびとの笑顔をまもるために、
人のストレスとの向き合い方を考える事業

Gber は大学生を中心とした若年者と農業に従事する主に高齢者

を結び付けるマッチングサービスである。若年者が農作業の一部

を代行することで高齢者の身体的負担を減らすとともに、若年者

と高齢者の間でコミュニケーションが生まれ、特に独居高齢者が

抱えがちな精神的負担を減らすことが期待できる。

超高齢化社会で覇権を握る
マッチングサービス

病院に長期入院している小児患者は、病院から出られないため、

病室の景色しか見られず退屈で、かつ少年期に体験する体験の数

が圧倒的に少ないという課題がある。VR 旅行体験を提供するこ

とにより、入院中のQOL が向上し、また体験を通して得た経験

により退院後の人生が豊かになることを目指す。

小児患者の病院内QOL向上のための
VR旅行体験

子供たちが、自分の好きな事は何かを深く考えたり、体験したりせ

ずに、本当は好きでないことを勉強して仕事にして、後悔してしま

うであろうという課題を、若いうちから、好きなことを発見して体

験でき、好きなことを仕事にできるような、今までにない教育オ

ンラインコンテンツを作って解決します。

子供たちが好きなことを発見して体験できる、
教育オンラインコンテンツの販売

花農家さんの、規格外の花が大量に出てしまうという課題を、小

ロットの to B の顧客に対して規格外の花を低価格で提供するこ

とで解決するサービスです。規格外の花の販売により、花の廃棄

による利益損失を防ぎます。さらに、規格外の花を利用すること

で農家さんと顧客をつなぐサービスです。

規格外の花を直売する事業

現在、民間による宇宙ビジネスが加速しており、市場も着実に成長

してきています。これと同時に、宇宙空間の宇宙ゴミによる汚染も

進んでいて、両者のバランスを取りつつ宇宙開発を進めていかな

ければなりません。我々はこの問題に対し、宇宙ゴミにさせないよ

うな新型衛星の挙動にも対応させたシミュレーターを用いること

により解決を目指しています。さらにこの技術を使い宇宙教育や

理科離れにも貢献する事業となっております。

宇宙ビジネスをサポートし、
宇宙環境を守るためのソフトウェア開発

私達は、注意・集中の低下によって仕事が捗らず困っているデス

クワーカーに、脳波計を用いた注意・集中のトレーニングを提供

する。ニューロフィードバックと呼ばれる技術を用いて、注意・集

中に関連する脳波の成分を動画や音などでフィードバックし、注

意・集中が高い状態を条件付けすることで、改善を促す。このト

レーニングをテレワーク用個室やコワーキングスペース、オフィ

ス等を通して提供する。

脳波を用いた
注意・集中のトレーニングの提供

collEco

Let's Do リミフラ GOSMIC Actra

Spich rad Cafle

FinalistsFinalistsFinalistsFinalistsファイナリスト
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ンラインコンテンツを作って解決します。

子供たちが好きなことを発見して体験できる、
教育オンラインコンテンツの販売

花農家さんの、規格外の花が大量に出てしまうという課題を、小

ロットの to B の顧客に対して規格外の花を低価格で提供するこ

とで解決するサービスです。規格外の花の販売により、花の廃棄

による利益損失を防ぎます。さらに、規格外の花を利用すること

で農家さんと顧客をつなぐサービスです。

規格外の花を直売する事業

現在、民間による宇宙ビジネスが加速しており、市場も着実に成長

してきています。これと同時に、宇宙空間の宇宙ゴミによる汚染も

進んでいて、両者のバランスを取りつつ宇宙開発を進めていかな

ければなりません。我々はこの問題に対し、宇宙ゴミにさせないよ

うな新型衛星の挙動にも対応させたシミュレーターを用いること

により解決を目指しています。さらにこの技術を使い宇宙教育や

理科離れにも貢献する事業となっております。

宇宙ビジネスをサポートし、
宇宙環境を守るためのソフトウェア開発

私達は、注意・集中の低下によって仕事が捗らず困っているデス

クワーカーに、脳波計を用いた注意・集中のトレーニングを提供

する。ニューロフィードバックと呼ばれる技術を用いて、注意・集

中に関連する脳波の成分を動画や音などでフィードバックし、注

意・集中が高い状態を条件付けすることで、改善を促す。このト

レーニングをテレワーク用個室やコワーキングスペース、オフィ

ス等を通して提供する。

脳波を用いた
注意・集中のトレーニングの提供

collEco

Let's Do リミフラ GOSMIC Actra

Spich rad Cafle

ファイナリスト
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