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「大商大ビジネス・アイディアコンテスト」は、本学の学部学生・大学院生を対象として、2003 年度から毎年実

施しています。学生が広く社会に対する関心を持ち、また日々の学修の成果を活用して新ビジネスの芽を発見し提

案することを通じて、起業につながる新しいビジネスアイディアの発見もさることながら、学生自身「気づき」に

もとづく自律的な成長を促すことを目的としています。 

自分の考案したアイディアが形（商品化）となる喜び、および起業体験を経験することにより、学生の更なる成長

を目指しています。それに伴い、第 12回を迎えた 2014年度も、本学と協働する企業が課題提供をする「課題部門」

設けています。 

募集テーマ 
一般消費者の生活に関連する商品・サービス及びビジネスモデルについて。 

新規性・独自性・市場性および実現可能性の高いビジネスアイディア。 

応募部門 

①自由部門 

 生活をより便利に、快適にする今までにない商品のアイディア 

 新しいサービス及びシステムについての独自のアイディア 

 

②課題部門 企業から提供された課題に応えるアイディア 

  A.課題提供企業：東大阪ラグビーグッズ創生クラブ 

   提 供 課 題 ：「ラグビーグッズ ～東大阪発お土産 NO.1を目指せ！～」 

 

  B.課題提供企業：旭電機化成株式会社 

   提 供 課 題 ：「お年寄りの方の暮らしが楽で安全になる商品のアイディア」 

 

  C.課題提供企業：株式会社カワキタ 

   提 供 課 題 ：「親のコミュニケーショングッズ×育児グッズ 

            －育児・コミュニケーションに関するアイディアグッズー」 

募集対象 大阪商業大学学生および同大学院生 

後援 
大阪府／日本政策金融公庫東大阪支店／東大阪商工会議所／NPO 法人東大阪地域活性化支援

機構 

協力企業 東大阪ラグビーグッズ創生クラブ／旭電機化成株式会社／株式会社カワキタ 

賞・副賞 

●学長賞 1名、副賞 50,000円 ●副学長賞 1名、副賞 40,000円 

●東大阪商工会議所会頭賞 1名、副賞 30,000円（後援金） 

●NPO法人東大阪地域活性化支援機構理事長賞 1名、副賞 30,000円（後援金） 

●審査員特別賞 若干名、副賞 10,000円 ●企業賞（課題部門からの受賞者に授与）若干名、

副賞図書カード 5,000円分 

※上位 4名には副賞として海外ビジネス研修も進呈 

副賞 

アイディアの商品化を目的として、希望者には「大商大アントレ・ラボ」内専用オフィス環

境を無償提供。 

なお、上位 2名が入居を希望した場合は、専用の PCとネットワーク環境を無償貸与。 
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2003年度（第 1回） 

4月／ 

6月／ 

11月／ 

アイディア創出講座「企画塾」実施。 

プレゼンテーション技術を身に付ける「プレゼン道場」を当年から毎年実施。 

初代学長賞、副学長賞、エクステンションセンター長賞、審査員特別賞決定。 

2004年度（第 2回） 

4月／ 

11月／ 

後援組織として東大阪商工会議所および NPO法人東大阪地域活性化支援機構が加わる。 

学長賞、副学長賞、審査員特別賞に加え、東大阪商工会議所会頭賞、NPO法人東 

大阪地域活性化支援機構理事長賞を設ける。 

2010年度（第 8回） 10月／ ファイナルプレゼンテーション・表彰式を学園祭初日に変更して実施。 

2011年度（第 9回） 5月／ 参加啓発イベント「ファイナリストへの道標」を当年から実施。 

2012年度（第10回） 

4月／ 

 

10月／ 

3月／ 

企業からのテーマ提供による「課題部門」を新設。 

同時に課題提供企業から授与される企業賞を設ける。 

上位入賞者へインキュベーション施設「大商大アントレ・ラボ」の無償入居制度を設定。 

コンテストのキャラクターとタイトルロゴを新たに設定。 

「大商大ビジネス・アイディアコンテスト 10年のあゆみ」発行。 

2013年度（第11回） 

4月／ 

4月／ 

6月／ 

7月／ 

 

8月／ 

 

 

12月／ 

2月／ 

 

 

 

前年度 学長賞受賞 田中伸我君が大商大アントレ・ラボに入居。  

アイディア創出から企画書の作成までを案内するガイドブックを当年から配布。 

課題提供企業による課題の説明会を開催 

前年度ファイナリストがコンテストのキャッチコピー「見つけよう!!その一歩から新たな自分を」 

を考案。 

2次審査進出者へのサポートプログラムとして「ブラッシュアップ講座／プレゼン道場（プレゼンテ

ーションスキルアップブラッシュアップ講座）・アイディアブラッシュアップミーティング」を当年

から実施。 

ファイナリストが第 12回全国高等学校ビジネスアイディア甲子園最終審査の運営を実施。 

海外ビジネス研修としてホームビジット体験、JICA と連携しての現地視察、語学学校の学生との交

流を実施。海外ビジネス研修の事前学習として、講座の受講、留学生との交流と語学学習、領事館・

JICA関西訪問。 

2014年度(第12回) 

5月／ 

6月／ 

7月／ 

7月／ 

 

8月／ 

 

10月／ 

12月／ 

2月／ 

 

前年度 東大阪商工会議所会頭賞受賞 田代翔太君が大商大アントレ・ラボに入居。 

課題提供企業による課題の説明会を開催。 

前年度 NPO法人地域活性化支援機構理事長賞受賞 片岡長祥君が大商大アントレ・ラボに入居。 

課題提供企業旭電機化成株式会社と連携し、製品化を進めていた田代翔太君のアイディア「オシャ

レ蛍光ワッペン」が「マグネット反射ワッペン」として楽天市場や Amazonで販売開始。 

2次審査進出者対象のサポートプログラム「ブラッシュアップ講座／アイディアブラッシュアップミ

ーティング、プレゼン道場」開催 

過去のファイナリストが第 12回大商大ビジネス・アイディアコンテスト最終審査の運営を実施。 

過去のファイナリストが第 13回全国高等学校ビジネスアイディア甲子園最終審査の運営を実施。 

海外ビジネス研修としてフィリピン セブ島を訪問。現地語学学校の英会話の授業を受講し、ビジネ

ス講義、日系企業訪問、社会福祉活動を体験。事前学習として、公益財団法人大阪府国際交流財団 

交際交流員のフィリピンについての講義の受講や自己分析・異文化コミュニケーションについて学

んだ。 

 

 

 

応募数の推移 

第 1回(2003年度) 第 2回(2004年度) 第 3回(2005年度) 第 4階(2006年度) 第 5回(2007年度) 第 6回(2008年度) 

358件 549件 763件 870件 581件 445件 

 

第 7回(2009年度) 第 8回(2010年度) 第 9回(2011年度) 第 10回(2012年度) 第 11回(2013年度) 第 12回(2014年度) 

695件 728件 558件 
429件 

自由部門：304件 

課題部門：125件 

688件 
自由部門：435件 

課題部門：253件 

881件 

自由部門：664件 

課題部門：217件 
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応募要項発表＆応募受付開始 

 

課題提供企業「課題説明会」 
■平成 26年 6月 2日（月）  12:15～12:50 

株式会社カワキタ 取締役社長 河北一朗氏、澤千尋氏、川越はるか氏 

「親のコミュニケーショングッズ 

―育児×コミュニケーションに関するアイディアグッズー」 

 

■平成 26年 6月 3日（火）  12:15～12:50 

旭電機化成株式会社 専務取締役 原守男氏 

「お年寄りの方の暮らしが楽で安全になる商品のアイディア」 

 

■平成 26年 6月 5日（木）  12:15～12:50 

東大阪ラグビーグッズ創生クラブ 東大阪商工会議所 

企画調査部課長 森本茂氏、企画調査部課長代理 石井康夫氏 

「ラグビーグッズ ～東大阪発お土産 No.1を目指せ！～」 

 

応募締切 

 

1次審査  881件の応募から書類選考 

 

1次審査通過者発表  39件が通過 

 

ブラッシュアップ講座（アイディアブラッシュアップミーティング） 
講師：旭電機化成株式会社 専務取締役 原守男氏 

 

ブラッシュアップ講座（プレゼン道場）  講師：キャリアアップセミナー講師 勝谷信一郎氏 

8/7(木) 11:00～13:00 【内容】  ①プレゼンテーションについての講義 

②伝えるためのグループワーク 

8/8(金) 11:00～13:00 【内容】 2分間のプレゼンテーション体験とフィードバック 

 
第 2次審査  8名の第 3次ファイナリストと 2名の企業賞決定 

 

ファイナルプレゼンテーション・表彰式 

 

副賞 海外ビジネス研修（フィリピン セブ島） 

（学長賞、副学長賞、東大阪商工会議所会頭賞、NPO 法人東大阪地域活性化支援機構理事

長賞の受賞者 4名） 

2月 10日（火） 

 ～14日（土） 

10月 25日(土) 

大学祭 2日目 

9/12(金) 

8/7(木).8(金) 

11:00～13:00 

8/6(水) 

11:00～13:00 

8/1(金) 

7/14(月)～7/29(火) 

7/8(火) 18:00 

6/2(月) 

6/3(火) 

6/5(木) 

12:15～12:50 

4月 
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学生は、日々の生活および学修を通じてアイディアを発想し、それを練り上げて企画書作成に取り組み、コンテス

トに臨みます。 

その一助となるよう、支援プログラムを設け、多くの学生が参加しています。 

 

対象 大商大学生・大商大大学院生 

場所 4号館 411教室 

開催日 

・平成 26年 6月 2日（月） 12:15～12:50 

 株式会社カワキタ 取締役社長 河北一朗氏、澤千尋氏、川越はるか氏 

  「親のコミュニケーショングッズ×育児グッズ 

   －育児・コミュニケーションに関するアイディアグッズー」 

 

・平成 26年 6月 3日（火） 12:15～12:50 

 旭電機化成株式会社 専務取締役 原守男氏 

  「お年寄りの方の暮らしが楽で安全になる商品のアイディア」 

 

・平成 26年 6月 5日（木） 12:15～12:50 

 東大阪ラグビーグッズ創生クラブ 東大阪商工会議所 

 企画調査部課長   森本茂氏 

 企画調査部課長代理 石井康夫氏 

  「ラグビーグッズ ～東大阪発お土産 NO.1を目指せ！～」 

内容 

1.課題提供企業のご紹介 

2.課題提供企業の事業内容と提供課題の説明 

3.質疑応答 

 

  

 

「ビジネス・アイディアコンテストへの応募に向けて ～企画書の書き方とプレゼンテーションの方法～」 

を学生に配布しています。 
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アイディアブラッシュアップミーティング 

講師 旭電機化成株式会社 専務取締役 原守男氏 

開催日 平成 26年 8月 6日（水） 11:00～13:00 

会場 大阪商業大学 GATEWAY4階 ネットワークレクチャールーム 

対象者 第 1次審査通過者 

内容 

①アイディアについての考え方 

 

②アイディアの膨らませ方 

 

③アイディアのブラッシュアップ方法 

 

④アイディアの事例を交えてのグループワーク 

 

  

プレゼン道場（プレゼンテーションスキルブラッシュアップ講座） 

講師 マイクロワークス株式会社 勝谷信一郎氏 

開催日 
1日目 平成 26年 8月 7日（木） 11:00～13:00 

2日目 平成 26年 8月 8日（金） 11:00～13:00 

会場 大阪商業大学 GATEWAY4階 ネットワークレクチャールーム ／ 蒼天ホール 

対象者 第 1次審査通過者 

内容 

〔1日目〕 

①プレゼンテーションで大切なこと 

 

②1分間自己紹介 

 

③グループワーク 

 

④発表 

 

〔2日目〕 

⑤2分間のプレゼンテーション体験（蒼天ホール） 
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コンテストの副賞として、世界の動向を肌で感じられる海外ビジネス研修を実施しています。この海外ビジネス研修では、国を越え現地の方と心

を通わせることによって、いつまでも色あせることのない思い出と人間関係を構築し、その国の良さを知り、同時に日本の良さにも気づく内容を

目的としています。 

また、今年度は、本学と旅行会社、フィリピン セブ島の英会話語学学校（IDEA Language SVCS.Inc）が連携を図り、英会話に興味を持つきっかけ

づくりと、起業家精神を養い、異国での社会福祉体験型のプログラムを実施しました。 

これまでの海外ビジネス研修 

第 1回(2003年度) 第 2回(2004年度) 第 3回(2005年度) 第 4階(2006年度) 第 5回(2007年度) 第 6回(2008年度) 

中国 韓国 台湾 韓国 中国 フィリピン（セブ） 

第 7回(2009年度) 第 8回(2010年度) 第 9回(2011年度) 第 10回(2012年度) 第 11回(2013年度) 第 12回(2014年度) 

沖縄※ ベトナム（ハノイ） 台湾 マレーシア ベトナム（ホーチミン） フィリピン（セブ） 

 ※新型インフルエンザの世界的な流行により国内旅行を実施 

 

関西国際空港 10:00発／セブマクタン空港 19:50着（香港国際空港経由） 

IDEA校 21:00着 

8:30-12:00 オリエンテーション／Speakingテスト 

13:00-18:00 授業 

20:00-22:00 義務自習時間（授業の宿題等）  

 

7:00 単語テスト 

8:10-12:00 授業 

13:00-18:00 授業 

日系企業代表取締役三名によるビジネス講義受講 

・Asian Global Creation Phils.,Inc 堀松 暁氏 

・Global Standard Communications 津留 貴大氏 

・IDEA LANGUAGE SVCS.,Inc 平田 利行氏 

8:10-12:00 授業 

14:00-15:00 DAREDEMO HERO（国際協力ボランティア団体）訪問 

15:00-16:00 タランバン公立小学校訪問・模擬授業実施 
16:00-16:30 家庭訪問 

16:30-17:30 子供たちと交流 

セブマクタン空港    12:20発 

関西国際空港  21:00着 （香港国際空港 経由） 

19:00 

Asian Global Creation Phils.,Inc 

（コールセンター）訪問 

英会話のマンツーマン授業 

タランバン公立小学校にて 
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海外ビジネス研修（2015.2.10～2.14フィリピン セブ島）の事前学習として、フィリピンの基礎知識を学ぶために、

公益財団法人大阪府国際交流財団 国際交流員 タン アルビン タピア氏による講義を受講し、また、異文化コミュ

ニケーションを理解するためのワークショップを実施しました。 

第 1回 平成 26年 11月 21日（金） 9:00～10:30 

    「フィリピンについて学ぶ」 

     ・公益財団法人大阪府国際交流財団 国際交流員 タン アルビン タピアによる講義 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回 平成 26年 11月 28日（金） 9:00～10:30 

    「自己分析で自分を知る」 

     ・イントロダクション「研修の目的の確認」 

（主体的行動の原則とチームという認識） 

     ・自分ってどんな人（自分について深く考える） 

 

 

 

 

第 3回 平成 26年 12月 5日（金） 9:00～10:30 

    「異文化コミュニケーションを理解する」 

     ・異文化理解とは？ 

     ・世界で生きるってどういうこと？ 

第 1回 平成 26年 11月 4日（火）12:15～12:55 

●海外ビジネス研修について（概要・期間・内容・海外旅行傷害保険等） 

 

第 2回 平成 26年 12月 16日（火）12:15～12:55 

●語学学校、企業視察、ビジネスミッションについての概要説明 

 

第 3回 平成 27年 1月 20日（火）12:15～12:55 

●海外ビジネス研修での行程説明と役割分担●海外ビジネス研修後について 
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   学長賞 経済学科 4年 田代翔太さん 「ラグビーボール型 寄せ書き用ジグソーパズル」 

 

    副学長賞 経営学科 1年 伊集大悟さん 「大型車専用カーナビ」 

 

    東大阪商工会議所会頭賞 商学科 3年 三井紀子さん 「マジカル☆キャリップ～口紅がおちない～」 
 

      NPO法人東大阪地域活性化 

支援機構理事長賞  

商学科 3年 坂本達也さん 「家事っ子～皿洗い編～」 

 

     

審査員 

特別賞 

公共経営学科 3年 大谷知也さん 「ランナー用チャリティー自販機」 

経営学科 4年 田中伸我さん 「ラクラク洗濯バサミ止まる君」 

商学科 1年 渡邉葵さん 「らくらくコーディネートアプリ～天気に合わせた自分だけの着回し術～」 

商学科 3年 吉田沙織さん 「左手よごれーぬ」 

 

企業賞 

経営学科 4年 田中伸我さん 「子育てハンガー～恥ずかしがりやな動物たちに服を!～」 

経済学科 1年 林輝さん 「スクラム咲くらむ～花園の花を咲かせよう～」 

 
 
 
 
 
 

 

学園祭 2日目の 10/25（土）に『第 12回大商大ビジネス・アイディアコンテスト』の最終審査である第 3次審査が開催され、経済学

部経済学科 4年の田代翔太さん「ラグビーボール型 寄せ書き用ジグソーパズル」が、見事栄えある学長賞に輝きました!! 
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学長賞  

経済学科学科 4年 田代翔太さん  「ラグビーボール型 寄せ書き用ジグソーパズル」《課題部門》 

                  （課題提供企業：東大阪ラグビーグッズ創生クラブ） 

【アイディアの概要】 私のアイディアは「ラグビーボール型寄せ書き用ジグソーパズル」 

ラグビーボール型の立体的な３Ｄジグソーパズルです。ただ作って完成のパズルではなく、文字

を書くことができ、寄せ書きをしてプレゼントすることができます。 

 使用方法は、まず、プレゼントする人はパズルを完成させて、みんなで寄せ書きを書きます。

そして、またばらばらにして箱に戻し、プレゼントします。プレゼントしてもらう人は、そのジ

グソーパズルを組み立てながら、寄せ書きがどんどん見られるようになっていき、完成させると、

すべての寄せ書きが見られるということです。 

 ただ単に色紙に書いて渡すのでは面白みがないが、この商品の利点は、プレゼントする人もし

てもらう人も楽しめ、良い思い出作りができる点です。  

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 私は昨年に続き、２回目のファイナル審査で、今

年こそは学長賞を取るつもりでやってきました。昨年は大勢の人前でプレゼンテーションをした

経験もほとんどなく、緊張して原稿を読むので精一杯でした。しかし、今回は昨年の経験もあり、

緊張はしましたが、冷静に客席に目を配り、プレゼンテーションを楽しむことができました。ま

た、内容も聞き手の気持ちを考え、より引き込めるようなものにし、質疑応答も予想し、何パタ

ーンも用意しました。その結果、プレゼンテーションも質疑応答も納得のいくものができ、学長

賞をとることができました。 

 今後はこの結果を誇りに思い、何事に関しても１番を目指していきます。 

 

 

副学長賞  

経営学科 1年 伊集大悟さん  「大型車専用カーナビ」《自由部門》 

【アイディアの概要】 現在市販されているカーナビは普通車、すなわち一般車両向けに作られ

ています。ですので、大型車であるバスやトラックで使用するには不便が伴います。具体的には、

大型車は普通車と比べて車体が大きいので、狭い道や、高さ制限のある場所を大型車は通ることが

できません。ところが、現在のカーナビには大型車が通れる道を案内する機能がありません。一部

のカーナビには自車のデータを入力できるものがありますが、結局は普通車と同じ道を案内してし

まいます。 

 このようなことから考えた私のアイデアは、大型車専用のカーナビアプリを開発・販売するもの

です。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 私は起業家を目指していますが、まだどんなことが

やりたいかなど、具体的なものは決まっていません。ですが、今回参加させていただいたビジネス・

アイデアコンテストで分かったことは、起業家になるためにはいろんなものが必要になることがわ

かりました。 

 アイデアを実現化する上で、たくさんの障害にぶつかります。それを乗り越えるためには、多く

の知識や柔軟な思考が必要で、いろんなことを経験することが大切だと思いました。私は、これか

らできることは何でもチャレンジし、たくさんのことを吸収して自分の成長に繋げていきたいと思

います。このビジネス・アイデアコンテストに参加して本当に良かったです。 
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東大阪商工会議所会頭賞  

商学科 3年 三井紀子さん  「マジカル☆キャリップ ～口紅がおちない～」《自由部門》 

【アイディアの概要】 私が今回提案したマジカルキャリップという商品は、「口紅がつかない・落ちない」付け替え式のペッ

トボトルキャップです。口紅の使用者の約９５％が「塗った口紅が落ちるのが嫌」と感じているという点に着目し、ペットボ

トルを飲む際に口紅が落ちるのを防ぐことができないのだろうかと考え、今回のアイディアにいたりました。マジカルキャリ

ップは、三日月形の飲み口で女性の口にすっぽり収まるサイズ感となっており、女性に優しい仕様となっております。販売先

は、コンビニやスーパーのドリンクコーナーの近くで相乗効果 UPと認知度 UPを狙い、また女性の化粧品購入経路の７割を占

めるドラッグストアを計画しております。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 今回、初めてファイナリストに残ることができ、貴重な経験をさせて頂いた

ことを大変有難く思います。アイディア提出時は、一次審査通過など頭にもなく、まさかまさかの連続でした。そんな私がフ

ァイナリストまで残り、一番感じたことは周囲の人の暖かさです。私を担当して下さった教員の方、サポートして下さる社会

連携の方々、企業様、家族、友人、今回のアンケートに協力して下った６００人の女性の方々。もちろんプレゼン力等も UP し

たとは思いますが、周囲の方々のサポートがなければ私はファイナル審査を終えることはできなかったと思います。そのこと

を絶対に忘れず、今後も自分の能力を最大限に引き出せるよう成長したいと考えております。 

 

NPO法人東大阪地域活性化支援機構理事長賞  

商学科 3年 坂本達也さん  「家事っ子 ～皿洗い編～」《課題部門》（課題提供企業：株式会社カワキタ） 

【アイディアの概要】 この商品は家事を通して親と子のコミュニケーションをとることができます。商品の内容は、子ど

もがすぐに家事ができる用品と食器がセットになっています。共働き世帯の増加など家庭内でのコミュニケーションが減って

います。また、家事は 1人で大変な作業だと思いますが、親子で一緒に家事をすれば家事と子どもの育児を済ますことができ

ます。今回は皿洗い編である一つの家事に特化して商品を提供します。そこには、子どもがやる気を出すために家事の達成度

がわかるチェックシートがあり、親子で確認しながら進めていきます。そして、家事っ子はシリーズ化として様々な家事に対

応していきコミュニケーションの機会を増やすことができます。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 今回のビジネス・アイディアコンテストでファイナリストに残ることがで

き、このチャンスを逃してはならないと思いました。そして、様々な貴重な体験をすることが出来ました。本番を迎えるまで

にいろんな人の力を借りて、以前のアイディアより磨き上げることができました。発表でもどのようにしたら相手に自分の思

いを伝えることができるのか考えたり、試作品を作ることで具体的に提示できるようにしました。人前で話すのは緊張して、

練習通りに話すことができませんでした。今後の目標は、本番で出来なかったことを改善してより良くしたいと思います。ま

た、自分のアイディアを実現できるように努力して、頑張っていきたいと思います。 

 

審査員特別賞  

公共経営学科 3年 大谷知也さん  「ランナー用チャリティー自販機」《自由部門》 

【アイディアの概要】 近年は、大阪マラソンや東京マラソンなどの市民マラソンが増えてきておりマラソンブームとなっ

ています。マラソン人口も増えており、私自身も週末にランニングをするのですが、困るのが水分補給です。ランニング中に

水分補給をしようと思うと、カバン等にドリンクを入れて持っていくか、自動販売機で購入するかですが、前者はゆさゆさと

揺れて邪魔になり、後者はお金をもって走るのでチャラチャラとなって邪魔です。なので、私はＩＣチップの入ったリストバ

ンドで自動販売機のドリンクを購入できるように考えました。このアイディアでランナーは何も持たず走ることができます。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 私は今回のビジネス・アイディアコンテストを通じて、自分がどれだけた

くさんの人に支えられ応援されているのかを改めて感じることができました。また、ビジネス・アイディアコンテストをして

いるという一つの話題を持っていることで、様々な方と会話が出来て親しくなることが出来ました。今回学んだ一番大きなこ

とは、自分から積極的に話しかければ誰とでも仲良くなったりでき、出会いはどこにでもあるということです。これからは、

今回学んだ経験を活かし、自ら積極的に動き影響の輪を広げていきたいと思います。 
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審査員特別賞  

経営学科 4年 田中伸我さん  「ラクラク洗濯バサミ止まるくん」《自由部門》 

【アイディアの概要】 私たちの生活の隣にある洗濯バサミは持ち難く、挟む力が強いなどの欠点があります。そこで、も

っと簡単に少ない力で止められ、連続して使用できる洗濯バサミ専用の補助具を考えました。 

この商品を使うことで洗濯物を干すことを効率化するアイディア商品です。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 一昨年に優勝してプレゼンを越える新しい

自らのプレゼンに力をいれました。誰もが出来る教科書通りのプレゼンなどしても今の私

には何の意味もありません。技術面の見せ方、エンターテイメント性、色彩による文字の強調を加えた驚きと楽しさを与え

ることの出来るプレゼンができたと思います。 

 結果はどうであれ、今まで大商大ビジネス・アイディアコンテストを切欠に出会った企業の方や先輩や後輩との関係を大

切にし、卒業後も協力し合える仲間でいたいと考えています。 

 

 

審査員特別賞  

商学科 1年 渡邉葵さん  「らくらくコーディネートアプリ ～天気に合わせた自分だけの着回し術～」《自由部門》 

【アイディアの概要】 私の考えたアイディアは、天気予報の情報を元に、気温に合わせて毎日の洋服をコーディネート

してくれるというアプリです。このアイディアの最大の特徴は、自分の手持ちの洋服でコーディネートしてくれる、という

ところです。よって、洋服選びに悩む必要がなくなり、忙しい朝にはとても嬉しいアプリです。また、このアプリを通して

新たな着こなしを発見することができるかもしれません。ファッション雑誌のような感覚で使用でき、おしゃれになること

ができるアプリです。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 今回初めてビジネス・アイディアコンテストのファイナリストに残ること

ができ、貴重ないい経験をしたと思います。今まで人前で発表する機会は無かったので、発表の時はとても緊張しましたが、

楽しむことができました。今回ビジネス・アイディアコンテストに出場して良かったなと思ったことは、先輩方の発表を聞

いて、自分の発表の未熟さに改めて気づけたことです。どのようにしたらより分かりやすく人に伝えることができるのか、

を考えて、次の機会に生かしていきたいと思います。 

 

 

審査員特別賞  

商学科 3年 吉田沙織さん  「左手よごれーぬ」《自由部門》 

【アイディアの概要】 私が考えた「左手汚れーぬ」は文章を書くときに左手が汚れないようにするものです。左利きの人

は文字を書く時に手が書いた文字に当たり手が汚れてしまうためそれを防ぎます。手袋のような形のものを装着し何度も繰り

返し使用することができます。年代や性別を問わず左利きの人をターゲットにし、色々なカラーバリエーション、サイズを作

り誰でも使用できるようにします。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 ビジネス・アイディアコンテストのファイ

ナリストに残り大変貴重な体験ができました。パワーポイントを使ってのプレゼンテーションは高校のとき以来で、また人前

で話すことが得意でないのでとても緊張しましたがすべて出し切ることができました。この経験を生かし、これからも頑張っ

ていきたいと思います。 

 



12 

 

 

 

 

企業賞  

経営学科 4年 田中伸我さん  「子育てハンガー ～恥ずかしがりやな動物たちに服を～」《課題部門》（課題提供企業：株式会社カワキタ） 

【アイディアの概要】 多くの主婦が子どもの衣服の整理整頓幼い悩みを抱えています。本アイディアはそんな子供に幼い

頃からハンガーに服をかけることを習慣付けると、成長したとき当たり前のように服をかけれるようになると考えました。

そこで子供が思わずかけたくなるような、動物を可愛くデザインし、恥ずかしそうなポーズをしたハンガーのアイディアで

す。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 一昨年に優勝してプレゼンを越える新しい自らのプレゼンに力をいれました。

誰もが出来る教科書通りのプレゼンなどしても今の私には何の意味もありません。技術面の見せ方、エンターテイメント性、

色彩による文字の強調を加えた驚きと楽しさを与えることの出来るプレゼンができたと思います 

 結果はどうであれ、今まで大商大ビジネス・アイディアコンテストを切欠に出会った企業の方や先輩や後輩との関係を大切

にし、卒業後も協力し合える仲間でいたいと考えています。 

 

 

企業賞  

経済学科 1年 林輝さん  「スクラム咲くらむ ～花園の花を咲かせよう～」《課題部門》（課題提供企業：東大阪ラグビーグッズ創生クラブ）  

【アイディアの概要】 「スクラム咲くらむ～花園の花を咲かせよう～」は、ラグビーボール型の植木鉢です。ラグビーボ

ールから花が咲いているように見せかけることで、世間のラグビーに対する「いかつい、恐い」などの先入観を無くし、華や

かな印象や興味を与えて、ラグビー人気低下を防ぐことが狙いです。花とラグビーで花園を連想させる効果は、お土産として

も最適であり、栽培による長期間の使用量が、消費者とラグビーをより近い存在にさせ、消費者の花園ラグビー認知度低下を

防ぐと同時に、いつまでも花園の思い出話にも花を咲かすことができる効果もあります。 

 また、花園ラグビー場や東大阪の公共施設にこの商品を並べることで、全国高等ラグビー大会などで花園にいらっしゃった

方々に「ラグビーのまち、東大阪」を強くアピールすることができます。 

 

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】 壇上に上がって話すだけでなく、いかに自分が考えたものを上手くアピ

ールするか、聞く側に興味を持たせる雰囲気を作れるか、などのプレゼンの難しさを、今回のビジネス・アイディアコンテ

ストで経験することができました。初めてこのコンテストに応募し、ファイナリストのみなさんと同じ舞台で企業賞として

出場できたことは、商大生として誇りであります。と同時に、ファイナリストの方々のプレゼンと比較して、自分には足り

なかったものが次々に浮かび、次回のコンテストへの課題が生まれました。 

 今回このコンテストを通じて蓄えた経験を糧にして、次回からはファイナリストを目標に日々努力を積んでいきます。 

 

 

課題提供企業 

 

課題提供企業名：東大阪ラグビーグッズ創生クラブ（写真／中西英二氏） 

提供課題：「ラグビーグッズ ～東大阪発お土産 NO.1を目指せ！～」 

HPアドレス：http://www.hocci.or.jp/shoumei_etc/rugby_goods/index.html 

 

課題提供企業名：旭電機化成株式会社（写真／専務取締役 原守男氏） 

提供課題：「お年寄りの方の暮らしが楽で安全になる商品のアイディア」 

HPアドレス：http://www.smile-asahi.co.jp   

 

 

課題提供企業名：株式会社カワキタ（写真／取締役社長 河北一朗氏） 

提供課題：「親のコミュニケーショングッズ×育児グッズ ―育児・コミュニケーションに関するアイディアグッズー」 

HPアドレス：http:// http://www.k-kawakita.com 
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【アイディア誕生から商品化までの経過】 

平成 25年 10月 26日 
第 11回大商大ビジネス・アイディアコンテスト 

ファイナルプレゼンテーション 東大阪商工会議所会頭賞受賞 

平成 25年 11月 27日 第 1回旭電機化成株式会社と打合せ 

平成 25年 12月 9日 布施警察署での調査 

平成 26年 2月 5日～7日 東京インターナショナルギフトショーでのマーケティング調査 

平成 26年 3月 28日 旭電機化成株式会社と連携し商品化の方針が決定 

平成 26年 4月 26日・28日 学生・教職員、サークルセンター役員会でのアンケート調査実施 

平成 26年 5月 1日 大商大アントレ・ラボにブースを設け活動を実施 

平成 26年 5月 9日 
第 10回旭電機化成株式会社 商品承認会議でのプレゼンテーション 

商品名「マグネット反射ワッペン」に決定 

平成 26年 5月 17日 最終試作品とパッケージデザイン完成 

平成 26年 7月 
商品販売開始（楽天市場、Amazon） 

デザインは「招き猫」「クローバー」「肉球」の 3タイプ 

【あらゆるところで紹介されました】 

◇テレビ・ラジオ◇ 

平成 26年 6月 21日 NHK総合テレビ「あほやねん！すきやねん！ブラボー～キャンパス」 

平成 26年 10月 6日 ラジオ大阪「NEWS TONIGHTいいおとな」 

平成 26年 11月 28日 ジェイコムウエスト「おちゃのこ SaiSai」おちゃのわコーナー 

◇新聞◇ 

平成 26年 11月 12日 大阪日日新聞「大阪人模様」 

◇情報誌◇ 

平成 26年 8月 東大阪商工月報「クローズアップ in東大阪」No.752（東大阪商工会議所） 

平成 27年 1月 高石市広報 1月号 

平成 27年 1月 ザッツ・ニュービジネス NO.212（関西ニュービジネス協議会） 

 

 

 

 

【旭電機化成株式会社】 
（代表：代表取締役 原直宏氏 〒537－0003 大阪府大阪市東成区神路 4丁目 3番 18号 ＴＥＬ06-6976-1371） 

 創業以来 50年、プラスチックの成型を中心に最近ではプラスチックを有効に利用したオリジナル商品を開発。自社製品開発に企画提案制度を導入し、 

自社はもちろんのこと、一般の方からのアイディアも商品化している企業。 

 

 

 

 

大阪商業大学の特色教育である起業教育の一環として行っている「大商大ビジネス・アイディアコンテスト」において、経済学部 4 年

田代翔太さんが東大阪商工会議所会頭賞を受賞、課題提供企業の旭電機化成㈱と連携し商品化にむけ打合せ、アンケート調査、商

品承認会議を経て、「マグネット反射ワッペン」として商品化が実現しました。 

『マグネット反射ワッペン』とは、車のライトなどの光が当たることで、自分の存在を知らせることができる高輝度反射ワッペンです。歩

行者の服やカバン、帽子など自分の思いのところに取り付けることができる、オシャレな交通安全対策商品です。 
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第
１
回
（
２
０
０
３
年
度
） 

学長賞 

●流通学科 1年生 木村大樹  「イヤホンのコードがからまない商品」 
主にウォークマンに使われるイヤホンの長いコードを絡むことなく収納し、手軽に携帯、取り出せること

ができる。絡むことをなくすことで、コードの切断等の故障も防ぐことができる。 

副学長賞 ●流通学科 2年生 下前正樹  「健康測定機能付き携帯電話」 

エクステンション

センター長賞 

●経営学科 3年生 竹田英司  「駅前コミュニケーションショップ」 

●経営学科 2年生 竹田英之  「電車事故配信システム」 

審査員特別賞 

●流通学科 4年生 橋本寛之  「ファッションクリエイト」 

●流通学科 2年生 木野将喜  「漢字請負サービス～一心屋」 

●経営学科 1年生 永野晶子  「大商大『新・学生レストラン』」 

●経営学科 1年生 山倉正稔  「スポーツ用品のお試しサービス」 

 

 

第
２
回
（
２
０
０
４
年
度
） 

学長賞 

●経営学科 4年生 竹田英司  「コミュニティ・ビジネス 和履 時代屋」 
実家が祖父の代から始まる「和装履き」の生産者であることから、この地域の衰退を少しでも改善しよう

と考えた。和履教室を開き、顧客自ら作った「和装履き」を歩いて地元の観光地・信貴山を歩く他、陶芸

教室も開き地域の特徴を活かしたコミュニティ・ビジネスを提案したい。 

副学長賞 ●流通学科 3年生 下前正樹  「芸術品レンタルサービス『アートネット』」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●経営学科 3年生 赤田健   「ちょいベル」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●流通学科 2年生 松田拓朗  「『レンタル状況』インフォメーション」 

審査員特別賞 

●経済学科 2年生 田中敬一郎 「Monkey Mammy（モンキー・マミー）」 

●経営学科 3年生 大築渉   「訪問セールスお断り!! 

通過人数指定オートロックセキュリティーシステム」 

●流通学科 1年生 前田浩太郎 「CD検索・視聴サービス～ミュージック・チェッカー～」 

●流通学科 1年生 川本大智  「カード式レシート」 

●経済学科 3年生 林保明   「シートベルト着用ランプ」 

●経営学科 1年生 野嶋将光  「柄を付けるスポンジ」 

 

 

第
３
回
（
２
０
０
５
年
度
） 

学長賞 

●経済学科 1年生 山内優美  「病院待合呼び出しサポート! 

～ワイヤレス骨伝導スピーカー～」 
病院での待合呼び出しは聞きとれなかったり、聞き逃してしまったりすることが往々にしてある。本企画

は、高齢者を中心に小型のワイヤレス式骨伝導スピーカーを、「呼び出しベル」として配布するというもの。

骨伝導スピーカーは耳に引っ掛けるタイプとすることで、呼び出し音の伝達を確実にする。高齢化社会に

おける必要性が、高く評価された。 

副学長賞 
●流通学科 3年生 島田久   「シミュレーション型インターネット販売 

～シミュレーション・クリック～」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●経営学科 2年生 戸村純子  「ちょっとしたプライベート企画サービス“Dayプラン”」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●経営学科 3年生 桶本泰寛  「暇つぶしナビゲーション」 

審査員特別賞 

●経営学科 3年生 赤佐謙一  「CAOCA（買おかっ）」 

●流通学科 3年生 安崎優   「健康器具の配送レンタルサービス～お手軽健康.com～」 

●経営学科 1年生 浦上康弘  「THE訪問革靴磨き」 

●経営学科 3年生 吉永秀男  「位置けんさくん」 

●経済学科 3年生 川上滋   「e-Fashion-Check」 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

第
４
回
（
２
０
０
６
年
度
） 

学長賞 

●経済学科 4年生 川上滋   「『楽旅』 

～“パズル”方式によるオリジナル旅行プランの作成～」 
インターネットのサイト上で、旅行先の観光名所などを「パズル」方式で選択設定し、オリジナル旅行プ

ランを作成するという企画。旅行当日は、携帯電話の WEB 上で行き先案内や時刻表などをリアルタイムで

確認できる。 

副学長賞 ●経営学科 3年生 戸村純子  「頭と体の健康は食生活から!『BIOレシピ』」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●商学科 2年生  内藤久稔  「新しいファッション通販～サイズ適合と仮想試着～」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●商学科 2年生  永井春香  「動画とリンクするカタログ販売～ネット融合カタログ～」 

審査員特別賞 

●経営学科 3年生 的場尚也  「犬と一緒にきびだんご～ペットとの一体感を演出します～」 

●経済学科 3年生 寺脇千紗  「ペットと一緒にエステ～飼い主もペットと癒されよう～」 

●経営学科 3年生 渕之上和良 「地域密着型アフィリエイトサービス Pステーション」 

 

 

第
５
回
（
２
０
０
７
年
度
） 

学長賞 

●商学科 2年   阿部紫野  「コンビニ～る傘レンタルサービス」 
ファミリーマートの発行するファミマカード会員限定で「傘」レンタルするサービス。カード会員は、保

証金として 100円を払うだけで傘を貸し出し OK!傘を返却することでファミマポイント 100pt（1pt=1円）

が戻ってきます。しかも、全国いつでもどこでも貸出返却可能。このサービスを取り入れることでファミ

マカード会員の増加が期待できるだけでなく、地球環境問題への対応も行えます。サービスを通して、顧

客との関係性を深められるというメリットも。 

副学長賞 ●商学科 3年   数田綾乃  「プチデザイナーSHOP」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●商学科 3年   酒井久実  「デートプランブック～シークレット ラブ ストーリー～」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 

●商学科 3年   内藤久稔  「Driving lesson for women 

～試乗車利用ペーパードライバー教室～」 

審査員特別賞 

●公共経営学 2科年 枝澤由利 「携帯で『なりたい自分』になるメイク」 

●経営学科 4年  渕之上和良 「呼び出し音を広告に『CMコール』」 

●経済学科 3年  椋木崇光  「ブログ留学」 

●経営学科 1年  礒田徹   「バーチャル・クローゼット」 

 

 

第
６
回
（
２
０
０
８
年
度
） 

学長賞 

●商学科 3年   阿部紫野  「QRコードで誰でもやさしいショッピング【UNIQRO】 

～UNIVERSAL×Quick Response×CLOTHING～」 
洋服ショッピングでわからないことがあったら、タグについている QRコードをピピッ！商品情報＋αをか

んたん確認！携帯電話が自分専用のスタッフとなって、障がいのある人にもない人にも快適なショッピン

グを提供♪ 

副学長賞 ●商学科 3年   桑原弘宗  「書けルンです！」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 

●経営学科 1年  菊池宏弥  「プロデビュー.com 

～アマチュアからプロアーティストへの登竜門～」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●商学科 3年   出海朱絵  「ENJOY!!通販 Life!!～通販オリジナル商品試着サービス～」 

審査員特別賞 

●経済学科 3年  伊藤光平  「サンタで GO!!」 

●経営学科 2年  土居脩司  「広告記載で無料配布ノート」 

●商学科 2年   花輪有一  「楽しめ～る切符」 
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第
７
回
（
２
０
０
９
年
度
） 

学長賞 

●経済学科 2年 間中貴史  「不合格グッズシリーズ 

～本気の人以外はゼッタイに使用しないで下さい！～」 
常々思っていた、受験シーズンに流行る多数の「合格グッズ」。いずれも神頼みなど他力本願的なもので、

本当に効果のある物かどうか疑わしい。そこで「合格グッズ」に異を唱える形で生み出したのが「不合格

グッズ」だった。本当に合格するための物で、中途半端な気持ちで買うのは難しいだろう。 

副学長賞 ●経済学科 1年 平田拓嗣  「～きちんと捨てて学校を美しく～『ポイント BOX』」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 

●商学科 4年  出海朱絵  「CSR（小さなキャップで！スマイル増やしてリサイクル!!） 

～エコキャップアーティストが地球を笑顔にする～」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●商学科 2年  清家槙   「プリントらくらく めくれーる」 

審査員特別賞 

●経済学科 3年 串田達哉  「～アンテナショップで地方活性化～『田舎屋』」 

●経営学科 3年 岡本良介  「2段階飲料水」 

●経営学科 3年 山本竜太  「二度寝防止クン」 

 

 

第
８
回
（
２
０
１
０
年
度
） 

学長賞 

●商学科 2年  松村真生  「この傘かったって～」 
傘の内側にある開閉時にスライドさせる部分（＝下ろくろ）に付けた 2 つの突起を、人差し指と中指で引

っ掛け、柄の部分を身体に当てて引っ張ります。その結果、片手で閉じられるようになります。また、製

作については「平らな面と突起のある型に変えるだけ」＋「機械にたよらない手動」のためのコストが大

幅に抑えられます。 

副学長賞 ●商学科 4年  村上公規  「Twitter×Waiter」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●経済学科 2年 中西明   「なんでもやるゾー!!小さな仕事 OK!」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●経営学科 3年 杉山祐脩  「スタンバー!?～何所でも楽々、装着式傘立て～」 

審査員特別賞 

●商学科 1年  中郷裕祟  「『もう捨てさせません!!』コンビニ弁当 

～ピピッ!とメールで売れ残りゼロへ～」 

●経済学科 3年 阿部竜作  「Akiyado～空き家を利用した会員制別荘サービスの提案～」 

●経営学科 1年 白瀬幹雄  「ケータイで簡単！野球場でグルメ注文システム」 

 

 

第
９
回
（
２
０
１
１
年
度
） 

学長賞 

●経営学科 2年 岸畑雅美  「パフォーマンスバー」 
このアイディアは、披露する場がないアマチュアパフォーマーをターゲットにしたビジネスです。客はバ

ーの食事代金 500 円につき 1 枚オリジナルコインがもらえ、そのコインをパフォーマーにチップとして好

きなだけ渡します。パフォーマーはもらったコイン 1枚につき 50円が食事代から割り引かれます。パフォ

ーマーには技術相応のチップが支払われ、向上心の向上になります。 

副学長賞 ●経営学科 3年 遠藤元大  「旅行なう」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●経済学科 3年 和田悠   「eye棒」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●商学科 2年  岡本梨沙  「100kcalお惣菜屋さん」 

審査員特別賞 

●経営学科 2年 吹上文音  「訳あり食材を創作料理に～どんな訳も素敵に変身～」 

●経営学科 4年 杉山祐脩  「府りかけ“隠れ名産見ぃ～つけた”」 

●経済学科 4年 桂木聡   「～人・企業・地球、みんながよろこぶ～ 

『フリーレンタルサイクル』」 

●経営学科 2年 中村建太  「タイムロック～誘惑にロックを時間で開く錠～」 

 

 



17 

 

 

第
１０
回
（
２
０
１
２
年
度
） 

学長賞 

●経営学科 2年   田中伸我  「着火線香」 
着火線香とは、現在ある線香をより強固するため、圧縮加工・調合段階で固くする薬品を使うことで固く

した線香に、マッチの火薬の含まれた赤い部分を線香の片側先端に付け火がつけやすく、危険も少ない、

さらに使用しやすくした新しい線香です。 

副学長賞 ●経営学科 3年   岸畑雅美  「ポップコーンブーケ～大切な人の大切な記念日に～」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●商学科 2年    林亜祐美  「いいとこいっぱい いしきりん かるた」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●経営学科 4年   大西七瀬  「イヤホール ジャんクしょん」 

審査員特別賞 

●商学科 4年    寺西和也  「Remains遊園地潜入ツアー」 

●商学科 3年    水原春佳  「絶景!!夕焼けガイドブック」 

●経営学科 2年   長﨑悠   「ドアノブカラーアート」 

企業賞 

●商学科 2年    金田諒平  「なくしても 見つかる 双子ストラップ」 

●経済学科 2年   八木有人  「ふんわりと匂いのする携帯カバー」 

●公共経営学科 2年 松井歩美  「Thank you mama!キット」 

●公共経営学科 2年 山﨑大   「ワイヤークラフト組立キット～楽しくリハビリ～」 

 

 

第
１１
回
（
２
０
１
３
年
度
） 

学長賞 

●商学科 3年    岡本梨沙  「脂肪もコストも燃焼!!フィットネスクラブ」 
これは利用者の運動量に比例して割引額が増えるシステムを導入したフィットネスクラブです。利用者の

努力次第で月会費額を減らすことができるため、フィットネスクラブの主な退会理由である「お金がかか

る」「モチベーションが続かない」等の不便・不満点を解消することができます。そして発電型フィットネ

スマシンや太陽光発電の利用によって、電気代の削減だけでなく売電収益を得られ、経営可能とさせるこ

とができます。 

副学長賞 ●経済学科 4年   桂玲央奈  「ハンズフリー買い物カゴ」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●経済学科 4年   田代翔太  「オシャレ蛍光ワッペン」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●経済学科 2年   片岡長祥  「広告パーキング」 

審査員特別賞 

●経営学科 2年   蔵下真美  「ロケット綿棒」 

●経済学科 4年   野田将   「～World Chips～」 

●商学科 1年    山口綾乃  「トライくんとプリクラ撮ろう！」 

●経営学科 3年   中西健朗  「ふれあい・ペット広場」 

企業賞 
●公共経営学科 2年 中本良輝  「ザグザグシアター」 

●経営学科 3年   石田幸多  「ラクラクプラグ～テラシー君～」 
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第
12
回
（
２
０
１
４
年
度
） 

学長賞 

●経済学科 4年   田代翔太  「ラグビーボール型寄せ書きジグソーパズル」 
ラグビーボール型の立体的な３Ｄジグソーパズルです。ただ作って完成のパズルではなく、文字を書くことがで

き、寄せ書きをしてプレゼントすることができます。 

 使用方法は、まず、プレゼントする人はパズルを完成させて、みんなで寄せ書きを書きます。そして、またばらば

らにして箱に戻し、プレゼントします。プレゼントしてもらう人は、そのジグソーパズルを組み立てながら、寄せ書き

がどんどん見られるようになっていき、完成させると、すべての寄せ書きが見られるということです。 

 ただ単に色紙に書いて渡すのでは面白みがないが、この商品の利点は、プレゼントする人もしてもらう人も楽し

め、良い思い出作りができる点です。 

副学長賞 ●経営学科 1年   伊集大悟  「大型車専用カーナビ」 

東大阪商工会議所 

会頭賞 
●商学科 3年    三井紀子  「マジカル☆キャリップ～口紅がおちない～」 

特定非営利活動法人

東大阪地域活性化 

支援機構 理事長賞 
●商学科 3年    坂本達也  「家事っ子～皿洗い編～」 

審査員特別賞 

●公共経営学科 3年 大谷知也  「ランナー用チャリティー自販機」 

●経営学科 4年   田中伸我  「ラクラク洗濯バサミ止まる君」 

●商学科 1年    渡邉葵   「らくらくコーディネートアプリ 

～天気に合わせた自分だけの着回し術～」 

●商学科 3年    吉田沙織  「左手よごれーぬ」 

企業賞 
●経営学科 4年   田中伸我  「子育てハンガー～恥ずかしがりやな動物たちに服を！～」 

●経済学科 1年   林輝    「スクラム咲くらむ～花園の花を咲かせよう～」 
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