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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

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）

14：35 ̶  休　憩（10 分）

14：45 ̶  ファイナリスト４チームの発表

16：05 ̶  休　憩（15分）審査

16：20 ̶ 審査発表・表彰式

16：50 ̶  閉会挨拶

17：00 ̶  終　了

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 （副賞30万円）

準優勝 ( 副賞10万円 )

協賛企業各賞

主　　催 国立大学法人 九州大学

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 TVQ 九州放送 ／ 

株式会社 AGS コンサルティング ／ SMBC 日興証券株式会社 ／ 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5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

主　　催

審査員

Koki OGINO

荻野 浩輝
農林中央金庫　デジタルイノベーション推進部 特別参与
一般社団法人 AgVenture Lab　代表理事 理事長

1965 年愛知県生まれ。1990 年 4月 農林中央金庫入庫。
2000 年に UC-Berkeley に留学しインターネットビジネスを学ぶ。帰国後、IT リスク管理、
データマネジメント関連の要職を経て、2017 年 7 月のデジタルイノベーション推進部新設と
ともに執行役員同部長就任。2019 年 5 月に設立した AgVenture Lab の代表理事理事長を
務める。2021年 4月から農林中央金庫特別参与に就任。

Yoshitaka IKEMOTO

池本 佳隆
株式会社ＴＶＱ九州放送
新規事業本部課長　兼　編成局デジタル編成部

2020 年に新設された新規事業本部で、放送エリアの生活者に喜ばれるサービス提供、地元企
業の課題解決に繋がる事業創出を目的とし、出資、資本業務提携、自社開発等による新規事業を
担当。
2021 年からはデジタル編成部兼務。放送と配信が融合した「これからも地域に愛されるテレ
ビ局」の実現を目指す。

Takuya URAGUCHI

浦口 拓也
株式会社 QTnet
経営戦略本部 YOKA プロ部 副長

長崎県出身。2008 年九州大学理学部卒業後、株式会社 QTnet に入社。
技術系部門にて自社システム構築や自治体向け IaaS などのプロジェクトを経験後、都内の暗
号資産を扱う金融ベンチャーに3 年間出向し、事業立ち上げに携わる。
2021年4月より現部署にて、出資・M&Aを含めた新規事業開発を担当。自社オープンイノベー
ションプログラムの運営なども行っている。

Naoaki UENO

植野 直亮
トヨタ自動車九州株式会社 Garraway F　次世代事業室 主幹
GarrawayF ビジネスプロデューサー

2004 年トヨタ自動車九州入社、経営管理部に配属。経理畑プロ人材としてのキャリアを積み
2018 年次世代事業室を立上げ。「もっと笑顔になれる未来づくり九州創生」を目指し、多様な
バックグラウンドを持った方々とオープン＆スピーディにアイデアをカタチにする仲間づくりの
拠点として2019 年コワーキングスペース「Garraway F」を開設 ( 現在は天神 VIORO7 階 )。
「協働協創の現場」のビジネスプロデューサーとして様々な方々と「幸せの量産」に挑戦中。

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。

Yasuaki OBARA

小原 靖明
株式会社 AGSコンサルティング
エグゼクティブ・パートナー

明治大学大学院法学研究科修了。㈱ＡＧＳコンサルティング入社、2021年専務取締役退任、エ
グゼクティブ就任。
これまで35 年間にわたり教科書や書籍には書かれていない経営（実務）のノウハウを提供。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。
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我々は、国内りんご農家の「労働時間が長く、収入が低い」という

課題を、ローテクで手頃な価格の農業機器（便利道具）の提供に

より解決します。手間がかかり心理的にしんどい作業である摘

花・袋掛け作業を大幅に効率化することで過酷な労働を軽減し、

りんご農家自身がより儲かるりんごビジネスを考案するための

時間を創出していきます。

りんご農家向け便利道具

脳波を用いて利用者のパーソナリティや認知機能の推定・分析

によって、自分自身で強みや弱み・能力を認知することを苦手と

感じる人が、自分の強みや弱みを知りキャリア等に活かしたいと

いう欲求を満たすサービスを提供する。遺伝子検査の脳波版の

ようなサービスである。上記に挙げた個人への欲求への対応と

共に、企業の採用時・入社時のパーソナル分析への活用も目指す。

脳波を用いたパーソナル分析

私たちが開発するサービス「じぶん農場」では、●作付け野菜を

選び、レイアウトする●運営からの細かな成長レポート●収穫体

験など、オンラインとオフラインをおりまぜた新しい農業体験を

提供します。お客様を農業と農場がある土地の「ファン」にする

と共に、農業の「安定した収入が得られない」という課題の解決

を図ります。じぶん農場は九州大学からほど近い、糸島の地でス

タート！全国に展開できるサービスです。

どこからでも自分だけの農場のオーナーに
なれる「じぶん農場」サービス開発

私たちのサービス「kakeTell」は、災害などの緊急時に、家族がそ

ばにいなくても障がいのある人や高齢者が周囲の人のサポート

を適切に受けられるようにするものです。QR コードを用いて、

周囲にいる人から障がいのある人・高齢者の家族へスムーズに

連絡すること、そして緊急時に備えて服薬中の薬や様々な手帳

の番号といった大切な情報を電子データとして家族が携帯する

ことを可能にします。

緊急時における障がい者・高齢者の
見守りサービス

飼い主にとって、ペットであり、家族の一員でもある「動物たち」。

そんな動物たちの身体が老化や事故等により不自由になった際、

既存の「ペット用の車椅子」は選択肢が少なく、高価であり、身体

に適切かどうかの不安が拭えず、利用のハードルがかなり高い。

この現状を「ペット用車椅子自作のための安価な接合部システ

ム」の開発、提供により解決し、多くの飼い主、動物たちが気軽に

快適な歩行生活を送れる世界を実現させる。

体が不自由な動物たちの生活を
豊かにする事業

本ビジネスでは、内燃機関に代わるモビリティ用のパワートレイ

ンとして小型燃料電池スタックの開発と販売を行うことで、小型

モビリティのカーボンニュートラル化を促進させる。これにより

日本市場の小型モビリティの脱炭素、電動化の促進を促すとと

もに水素、燃料電池の一般ユーザの認知度の向上に寄与する。

小型燃料電池
ハイブリッドシステムの開発・販売

ニーズの急増している SpaceTech 分野の科学技術計算と、そ

れに関連して科学系のソフトウェアを作っています。これによっ

て、これから衛星を持ちたいクライアントもですが、教育現場に

もアプローチしており、現場教員の負荷軽減や、学習効率の良い

新しいコンテンツの提供を行っています。

宇宙環境ソフトウェアと
科学教育ツールの開発

英語を必死に頑張ったけど、いきなり知らない外国人と話すのは

気が引ける、といった理由で気軽にそれを試す場がないと感じ

ている人に向けて、同じアニメが好きな人と好きなアニメの推し

ているキャラや個人的に好きなシーンなどを語り合いながら楽

しくお互いの語学力を向上させるサービス。

アニメという共通のテーマを持って言語交換
学習をして、語学力の向上を促進させる事業

CORiGO 代表者　山内 龍次

Joint with Ryuden GOSMIC Vinks （ヴィンクス）

Actra もろきち りゅっけ

FinalistsFinalistsFinalistsファイナリスト

代表者　竹内 啓人

代表者　山岸 将大 代表者　サディク ウメル

代表者　川岸 勇介

代表者　元谷 臣吾

代表者　波田 光咲

代表者　荻田 翔太
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小型燃料電池
ハイブリッドシステムの開発・販売

ニーズの急増している SpaceTech 分野の科学技術計算と、そ

れに関連して科学系のソフトウェアを作っています。これによっ

て、これから衛星を持ちたいクライアントもですが、教育現場に

もアプローチしており、現場教員の負荷軽減や、学習効率の良い

新しいコンテンツの提供を行っています。

宇宙環境ソフトウェアと
科学教育ツールの開発

英語を必死に頑張ったけど、いきなり知らない外国人と話すのは

気が引ける、といった理由で気軽にそれを試す場がないと感じ

ている人に向けて、同じアニメが好きな人と好きなアニメの推し

ているキャラや個人的に好きなシーンなどを語り合いながら楽

しくお互いの語学力を向上させるサービス。

アニメという共通のテーマを持って言語交換
学習をして、語学力の向上を促進させる事業

CORiGO 代表者　山内 龍次

Joint with Ryuden GOSMIC Vinks （ヴィンクス）

Actra もろきち りゅっけ

ファイナリスト

代表者　竹内 啓人

代表者　山岸 将大 代表者　サディク ウメル

代表者　川岸 勇介

代表者　元谷 臣吾

代表者　波田 光咲

代表者　荻田 翔太
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