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大商大ビジネスアイディア・コンテスト



目的

課題部門について

募集要項

「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。

第10回大会から「自由部門」に加え、本学と協働する企業からの課題に取組む「課題部門」を設立しま
した。「課題部門」では、自分の考案したアイディアが「かたち」となる喜び、およびビジネスインターン
シップ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。

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

課題A：「2つ、3つ、複数のものを1つにしたアイディアグッズ！」
（旭電機化成株式会社）

課題B：「段ボールで作れる！他じゃないようなアイデア[カレッジバッグ]」
（マツダ紙工業株式会社）

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 旭電機化成株式会社／マツダ紙工業株式会社

賞・副賞

●学長賞1名、賞金70,000円 ●副学長賞1名、賞金60,000円
●東大阪商工会議所会頭賞1名、賞金50,000円（一部後援金）
●NPO法人東大阪地域活性化支援機構理事長賞1名、賞金50,000円（一部後援金）
●審査員特別賞 若干名、賞金10,000円
●企業賞（課題部門からの受賞者に授与）若干名、図書カード5,000円分
※上位4名には副賞として図書カード50,000円分を進呈。（新型コロナウイルスの影響に
より、海外ビジネス研修の実施を中止し、賞金の増額と図書カードに変更しました。）

副賞
ファイナリスト・企業賞受賞者の内、アイディアの商品化や起業準備等を目的として、「大
阪商業大学アントレラボ」の入居（利用）権利を進呈。

コンテストの概要
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コンテストのあゆみ
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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。
第1回学長賞、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。

2008年度
（第6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／

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／

8月／

10月／

12月／

2月／

過去のファイナリストが中心になり、株式会社カワキタ（代表取締役社長 河北一朗氏）
と協同で「第4回カワキタわくわく祭」を開催。
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。



コンテストのあゆみ
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2015年度
(第13回)

5月／

7月／

8月／

10月／

12月／

1月／

2月／

過去のファイナリストが中心になり、株式会社カワキタ（代表取締役社長 河北一朗氏）
と協同で「第5回カワキタわくわく祭」を開催。
課題提供企業による課題の説明会を開催。
前年度副学長賞 伊集大悟君、NPO法人地域活性化支援機構理事長賞受賞 坂本達也君が
大商大アントレ・ラボに入居。
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／プレゼン道場、アイ
ディアブラッシュアップミーティング」開催。
過去のファイナリストが中心になり、第13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＆表彰式の運営を実施。
過去のファイナリストが中心になり、第14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。
今年度東大阪商工会議所会頭賞 平峠佑望さん、NPO法人地域活性化支援機構理事長賞受
賞 藤川巧基君、審査員特別賞 稲岡保准君が大商大アントレ・ラボに入居。
海外ビジネス研修としてマレーシア クアラルンプールを訪問。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、起
業家によるビジネス講義やマレーシア政府観光局を通じて紹介いただいた講師によるマ
レーシアの言語・風習・習慣等の講話を受講。

2016年度
(第14回)

1月／
2月／
4月／
5月／

8・9月／
10月／

12月／

2月／

第14回 課題部門「課題」（タイトル）発表。
第14回 課題部門「課題」（詳細）発表。
自由部門・課題部門説明会を開催。
過去のファイナリストが中心になり、株式会社カワキタ（代表取締役社長 河北一朗氏）
と協同で「第6回カワキタわくわく祭」を開催。
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／プレゼン道場」開催。
審査員の選考とは別に、会場内及び学園祭来場者の投票による賞「オーディエンス賞」を
新たに設定。休憩時間中に投票を行い、ホワイエでのポスターセッション（アイディアの
概要やPPT情報を掲示）を実施。
過去のファイナリストが中心になり、第14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＆表彰式の運営を実施。
過去のファイナリストが中心になり、第15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中国 香港を訪問。パソナエデュケーションでの英会話の授業、
代表者によるビジネス講義の受講や現地のホテルや企業を視察。事前学習として、異文化
理解のための自己分析やディベートを行い、現地の企業・ホテル視察に備え、事前に自分
達で調べ、考えるワークショップを実施。

2017年度
(第15回)

1月／
2月／
4月／
9月／
10月／

12月／

2月／

第15回 課題部門「課題」（タイトル）発表。
第15回 課題部門「課題」（詳細）発表。
自由部門・課題部門説明会を開催。
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／プレゼン道場」開催。
過去のファイナリストが中心になり、第15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＆表彰式の運営を実施。
過去のファイナリストが中心になり、第16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ベトナムを訪問。旅行というコンテンツで日越の橋渡しをされて
いる日本人起業家へのインタビューや現地の日系企業工場を視察。事前学習として、主体
性・関係性・多様性を考えるワークショップを行い、現地の企業視察に備え、事前に自分
達で考える準備を行った。

2018年度
(第16回)

5月／
5・6月／
9月／
10月／

12月／

2月／

自由部門・課題部門説明会を開催。
ビジネス・アイディアコンテストの相談会を開催。
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／プレゼン道場」開催。
本コンテストの応募者が中心になり、第16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＆表彰式の運営を実施。
過去のファイナリスト・応募者が中心になり、第17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深圳と香港を訪問。最先端の電子決済システムを導入しているコ
ンビニ・スーパーの見学、スタートアップ企業やベンチャー企業の集積地を視察。研修に
向けて、現地の基本情報を知り、視察のポイントについて考える事前学習を実施した。



コンテストのあゆみ
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2019年度
(第17回)

4月／
5月／
5・6月／
7月／
9月／

11月／
12月／

2月／

応募受付開始。プレ説明会を開催。
自由部門・課題部門説明会を開催。
ビジネス・アイディアコンテストの相談会を開催。
応募締め切り、1次審査。2次審査進出者確定。
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／プレゼン道場」開催。
2次審査。8名のファイナリストが決定。
ファイナルプレゼンテーション＆表彰式。
過去のファイナリスト・応募者が中心になり、第18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。
新型コロナウイルスの流行により、海外ビジネス研修を中止。
（海外ビジネス研修地としてシンガポールを選定。研修に向けて、現地の基本情報を知
り、視察のポイントについて考える事前学習を実施した。）

2020年度
（第18回）

4・5月／

6月／

7月／
9月／

9・10月／

10月／

新型コロナウイルスの流行により、開催予定だったすべての説明会を中止。
※前期オンライン授業

manabaでの応募受付開始。（応募用紙は使用せず、manabaの応募フォームに提出。）
manabaのコンテンツ機能を使って、コンテスト概要や課題説明の資料を配信。
応募締め切り、1次審査。2次審査進出者確定。
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／プレゼン道場」開催。
2次審査。8名のファイナリストが決定。
最終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／プレゼン資料作成
講座」開催。
ファイナルプレゼンテーション＆表彰式。
※コロナ禍のため、無観客で開催

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

第13回(2015年度) 第14回(2016年度) 第15回(2017年度) 第16回(2018年度) 第17回(2019年度) 第18回(2020年度)

869件
自由部門：537件
課題部門：332件

1,004件
自由部門：686件
課題部門：318件

971件
自由部門：756件
課題部門：215件

1,181件
自由部門：856件
課題部門：325件

1,023件
自由部門：661件
課題部門：362件

626件
自由部門：454件
課題部門：172件
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事業スケジュール

NEW

6月1日(月)～ manabaでの応募受付開始！

7月3日(金) 応募締切 626件の応募がありました！

応募締切後～
7月17日(金)

第１次審査（応募書類に基づく書類審査）

7月22日(水) 第１次審査通過者発表 46件が通過しました！

9月3日(木)
9月4日(金)

ブラッシュアップ講座（プレゼン道場）
第１次審査通過者を対象に第２次審査に向けてプレゼンテーションの
方法を学ぶ講座を開催しました。

■講師： 勝谷 信一郎 氏 （エクスキャリア株式会社）

9月15日(火)
第２次審査（２分間の口頭発表審査）
８名のファイナリスト（最終審査進出者）が決定！

9月29日(火)
10月8日(木)

ブラッシュアップ講座（プレゼン資料作成講座）
ファイナリストと企業賞受賞者を対象にPowerPointでプレゼン資料を
作成する講座を開催しました。

■講師： 勝谷 信一郎 氏 （エクスキャリア株式会社）

10月31日(土)
ファイナルプレゼンテーション＆表彰式
７分間のプレゼンテーションを実施。



①アイディアの創出から企画書の作成までのガイドブック配布

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。

サポートプログラム
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「ビジコン応募への道～企画書の書き方」を学生に配布しています。



対象 大商大学生・大商大大学院生

方法 manaba「全学年（共通）コース」

期間 2020年6月8日(月)～2020年7月3日(金)

内容

manabaのコンテンツ機能より、コンテストの概要説明資料、課題提供企業からの説明動画
やスライド資料を配信。

②「自由部門」「課題部門」の説明会
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③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ブラッシュアップ講座）

講師 エクスキャリア株式会社 勝谷信一郎氏

開催日
1日目 2020年9月3日(木) 10:00～12:00
2日目 2020年9月4日(金) 10:00～12:30

会場
大阪商業大学 リアクト北館1階 プレゼンテーションエリア（1日目）

ユニバーシティホール 蒼天（2日目）

対象者 第1次審査通過者

目的

・プレゼンテーションとは何かを知る。
・プレゼンテーション技術を身につける。
・２分間のプレゼンテーションを経験する。
・参加者からのフィードバックと自身の気付きにより本番までのブラッシュアップの
ポイントを明確にする。

内容
〔1日目〕プレゼンテーションの基本と技術について学ぶ。
〔2日目〕第2次審査会場を使用して2分間のプレゼンテーションを体験する。

※前期オンライン授業のため、対面での説明会、相談会は開催しませんでした。

プレゼン資料作成講座 NEW

講師 エクスキャリア株式会社 勝谷信一郎氏

開催日
1日目 2020年9月29日(火) 14:40～16:10
2日目 2020年10月8日(木) 16:20～17:50

会場
大阪商業大学 リアクト北館1階 プレゼンテーションエリア
※当日参加できない学生や自分で復習するための教材の配信。

対象者 ファイナリスト及び企業賞受賞者

目的 PowerPoint資料作成のテクニックを学びラフ案を作成する。

内容

〔1日目〕
・プレゼンテーションの組み立て方。
・プレゼン資料の構成の基本形。
・プレゼンテーションへ向けての準備。

〔2日目〕
・コンテンツのブラッシュアップ。
・ネタの膨らませ方、削り方。
・7分間のトークスクリプト作成。



第18回大商大ビジネス・アイディアコンテストに応募されたアイディア総数626件のうち、第1
次審査を通過したアイディアに対し、第2次審査が開催されました（2020年9月15日）。
学生たちはこの第2次審査のために、2日間のブラッシュアップ講座を受講し、発表の練習を重
ね、この審査に臨みました。最終審査にはこの中から8名が進むことになります。
第2次審査に挑んだアイディアと学生たちを紹介します。

第2次審査（口頭発表審査）に27名が挑戦！

自由部門 21名

宮﨑龍斗さん
（経営学科1年）

らくらくスタンド Full Automatic スーパー スクールタクシー
パソコンでも押せる！

デジタル印鑑ケース“Osuka”
先を変えるだけ

いろんな魚が釣れる万能釣竿

大村真平さん
（経営学科1年）

田上聖史さん
（経営学科1年）

亀野空さん
（経済学科2年）

樋口貴也さん
（経済学科2年）

木下七美さん
（経営学科2年）

新石梨々花さん
（経営学科2年）

徳田裕二郎さん
（商学科2年）

日鷹絵里さん
（商学科2年）

赤間唯真さん
（公共学科2年）

阪本崚太さん
（経済学科3年）

森田舞香さん
（経済学科3年）

川端貫太郎さん
（経営学科3年）

西谷美紅さん
（経営学科3年）

馬場真一さん
（商学科3年）

赤ペンでも消えるシート GOW ネズミ型振動ブザーマウス ポータブル傘立て「雨の花」
綺麗にしよう！絵で変える、
ポイ捨てダメキャンペーン！

タオルイヤホン
省スペースで！

力持ちバレリーナ型ハンガー マウスピーススピーカー 『農クション nou-ction』 Myインソール

8
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課題部門 6名

吉村拓真さん
（公共学科3年）

地域課題を学生が解決
～地域と学生をつなぐ
ビジネスの提案～

スマートバッグ
一般マスクが

オシャレなマスクに変身 タッチペン付きカードケース 時間が分かるメガネケース

山本裕貴さん
（公共経営学科4年）

下田侑平さん
（商学科2年）

立木達志さん
（経済学科2年）

スーツお預かりさん
～勤め先のオフィスにスーツを
預ける福利厚生サービス～

料理動画
撮影・編集代行サービス
～家庭の味を映像に～

今城友寿さん
（経済学科4年）

平井慶悟さん
（経営学科2年）

※1 今年度は、コロナ禍の特別対応として当日体調不良により審査に参加出来なかった場合、 （希望者のみ）事前に提出した発表 原稿を代読
する形で審査を行いました。

※ マスク着用で発表を行いました。

佐藤杏威さん
（経営学科3年）

レジ袋ホルダー
掃き掃除ならこれ一本！

マルチほうき！
マスク忘れを解消
万能エコバック

Cardboard Bag
学校も仕事も

これを持てばみんなオシャレ！

西口太誠さん
（経済学科4年）

滑川雄基さん
（公共学科1年）

木原あゆみさん
（商学科2年）

桑島早彩さん
（経営学科3年）

秋田蓮音さん
（商学科2年）

※1

パンチファイル

関西の庭園完全ガイドブック

※1
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佐藤杏威さん（経営学科3年） 滑川雄基さん（公共学科1年）

農クション nou-ction

西谷美紅さん
（経営学科3年）

馬場真一さん
（商学科3年）

山本裕貴さん
（公共経営学科4年）

西口太誠さん
（経済学科4年）

スマートリュック

桑島早彩さん（経営学科3年） 徳田裕二郎さん（商学科2年） 森田舞香さん（経済学科3年）

Myインソール

学校も仕事もこれを持てば
みんなオシャレ！

スーツお預かりさん
～勤め先のオフィスにスーツを預ける

福利厚生サービス～
ネズミ型振動ブザーマウス

今城友寿さん（経済学科4年）

省スペースで！
力持ちバレリーナ型ハンガー

※ 撮影時のみマスクを外しています。

掃き掃除ならこれ一本！
マルチほうき！

マスク忘れを解消
万能エコバック

携帯型レジ袋ちゃん

旭電機化成株式会社 マツダ紙工業株式会社

10/31（土）に『第18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が開催され、経営学科3年の西谷美紅さん
の「農クション nou-ction」が見事栄えある学長賞に輝きました！
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学長賞

学長賞経営学科3年 西谷美紅さん 「農クション nou-ction」《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
今回の経験で、私が成長したと思う点は３つあります。一つ目は、プレ

ゼン力です。あまり経験のできない蒼天でのプレゼンとプレゼン道場に
よって成長出来ました。二つ目は、挑戦することを恐れなくなりました。
挑戦することでいい結果に繋がれば最高ですが、結果に繋がらなくてもそ
の過程で自分のスキルアップに繋がります。この経験をしたことによって、
これからは積極的にチャレンジしてみようと思えるようになりました。三
つめは、以前より自分に自信が持てるようになった事です。ビジコンをや
り遂げたことで思えるようになりました。今後は、この経験を活かして
様々なことにチャレンジして自分を成長させていきたいと思います。

【アイディアの概要】
農クションは、「農作物に付けられている価格が労働と見合ってい

ない」という考えから生まれました。そこで、生産プロセスも開示す
れば生産者の顔が見える販売だけでは伝わらない作業やこだわり、自
然からの影響などが消費者にもわかってもらえると思いました。アプ
リ上に生産者が生産プロセスや販売商品のデータをアップロードし、
消費者に閲覧してもらい購入を促します。流通経費や価格決定権、
チップ形式で支援出来たりと工夫しました。

副学長賞

学長賞商学科3年 馬場真一さん 「Myインソール」《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
私は、今回の取り組みで最後まで全力でやりきることの大切さを改めて

学ぶことができたと思います。最後までやりきることで、堂々と発表をす
ることができるうえに発言に自信を持つことができたと思います。今後の
目標としまして、来年も積極的にビジネス・アイデアコンテストに参加し
ようと考えています。理由としまして、私はバレーボール部に所属してい
ます。部活に取り組みながらでも学問に励む事の大切さ、やる気次第で両
立出来ることをキャプテンとして後輩達に伝え、学校行事や授業や部活に
率先して最後まで本気で取り組める部活動にしたいと考えております。そ
のため、今後も目標達成の為率先して行動したいと思います。

【アイディアの概要】
私のアイデア「Myインソール」は、アスリートのみならず幅広い年

代に利用していただける商品です。裏面のゲルを着脱できる仕組みが
あり、その仕組みこそが既存の商品にはない「Myインソール」の強み
です。研究を重ね、怪我の予防になるゲルの位置をある程度、商品の
箱の裏に記載することで、簡単にインソールをカスタマイズすること
ができ怪我を予防できる仕組みです。劣化状態に合わせての購入にな
るため、学生にも優しく環境にも優しい商品となっております。

受賞作品紹介
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東大阪商工会議所会頭賞

学長賞経済学科4年 西口太誠さん 「掃き掃除ならこれ一本！マルチほうき！」《課題部門》(課題提供企業：旭電機化成株式会社)

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
今回私は、ビジネス・アイディアコンテストの課題部門に応募しました。企業との商品開発に1年間

参加して、ターゲット・ニーズ・市場性を考えることが大切ということを学んだことから、アイディ
ア出しの時点で、ある程度のターゲット、ニーズ、市場性を考えることをしました。
今後の目標として、今回も旭電機化成株式会社様から商品化のお話をいただいたため、卒業するまで
の短い期間になりますが、できるところまで取り組んでいきたいと考えています。そのためにヒヤリ
ング調査やアンケート調査等をしていき、より消費者となる方の声を取り込んでいけたらと考えてい
ます。

【アイディアの概要】
マルチほうきとは様々な掃除環境、掃除場所にこのほうき一本で掃き掃除が可能となるアイディア

商品となっています。従来のほうきとシリコンほうきというヘッド部分がシリコン製のほうきを組み合
わせた商品となっており、従来のほうきとシリコンほうきのメリットを組み合わせることで様々な環境、
場所にマルチに対応することができます。

ＮＰＯ法人東大阪地域活性化支援機構理事長賞

学長賞公共経営学科4年 山本裕貴さん 「スマートリュック」《自由部門》

【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に取り組んで自分自身で一番身についたと思う部分は「プ

レゼン力」だと感じております。今まで、壇上に上がって話をしたりした経験が全く無かったのでと
ても不安でした。ですが、コンテストまでの「プレゼン道場」などの講師の方によるアドバイスなど
によって少しずつ自信が付いていき、どうすれば理解して納得して頂くことが出来るか、理解するだ
けでなく興味を持って頂くことが出来るかなどを考える事がとても楽しくなり、最終審査当日では楽
しんでプレゼンをする事が出来ました。今後もいろいろなことに挑戦して社会で活躍できる様に頑張
りたいと考えております。

【アイディアの概要】
地元の広告をしたい県や自治体と副業をしたい都市生活者をマッチングし、アプリとバッグを連動

させたアナログとデジタルの融合で地域活性化を図る「スマートリュック」というサービスです。
仕組みは、地方自治体が地方の旅館・企業の広告を運営会社に依頼し、運営会社が地方ごとに広告を作
成し、アプリ上にユーザーへの広告活動の選択肢としてアップロードをします。その地方の広告をユー
ザーが選択し、その広告がリュックの背中部分に搭載されている液晶パネルに表示され、いつも通りの
通勤時間や移動時間を過ごすだけで広告活動が出来、その広告活動費が支払われます。付属のソーラー
パネルでのソーラー充電で環境活動も行う事が出来ます。

審査員特別賞

学長賞経営学科3年 桑島早彩さん 「学校も仕事もこれを持てばみんなオシャレ！」《課題部門》(課題提供企業：マツダ紙工業株式会社)

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
私は、パワーポイントの作り方とプレゼンテーションの相手に伝わる話し方に関して大きく成長で

きたのではないかと感じます。ファイナリストに選ばれたからには悔いのないものにしたいと考えて
いました。ゼミでは、これらを使うことが多くあるので未経験というわけではありませんでしたが、
不安はありました。パワーポイントの色の上手い使い方を調べたり友人に聞いたり、プレゼンテー
ションを先生に指導していただいたりと自分では分からないことを指摘されることで改善することが
できました。今後はこれらの腕をもっと上げ、ゼミ活動、就職活動などに活かし、来年のビジコンも
挑戦したいと思います。

【アイディアの概要】
私のアイディアは、段ボールで作る「クラッチバッグ」です。形状としては、ボタン式とファス

ナー式の2種類があり、サイズはA４です。色は茶色、白、黒の３色展開です。仕切りを自由に動かせ、
インデックスが備え付いていて、ペンを差し込むことができ、撥水加工を施して雨の日でも使えるとい
う４つのポイントがあるというものです。自分の好みでカスタマイズでき、段ボールの良さを最大限に
生かして、地球にも優しいクラッチバッグです。

受賞作品紹介
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審査員特別賞

学長賞経済学科4年 今城友寿さん 「スーツお預かりさん～勤め先のオフィスにスーツを預ける福利厚生サービス～」《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
今回のプレゼンは、日中起業教育国際シンポジウムをはじめ学内外のコンテストで経験したことの

集大成となりました。ターゲットの選定理由、サービスの流れを分かり易く表現すること、パワーポ
イントのデザインについて学ぶことができ成長できました。
今後は『スーツお預かりさん～勤め先のオフィスにスーツを預ける福利厚生サービス～』を更に研究
し、新たな価値を世の中に提供できる人になりたいと考えています。

【アイディアの概要】
私のアイデアは、スーツをオフィスビルで預かり簡単なお手入れまで行うサービスです。オフィスビ

ルのデットスペースにホームクリーニング機を設置して運営します。ターゲットはスーツにお金を掛け
ている企業の管理職です。このサービスが普及することによって、自転車通勤や仕事前後のジム通いが
気軽にできるようになります。仕事終わりに焼肉に行っても臭いを気にせず楽しめるようになります。
仕事前後の活動を気にすることなく清潔なスーツを着ることができるのがこのサービスの強みです。

審査員特別賞

学長賞商学科2年 徳田裕二郎さん 「ネズミ型振動ブザーマウス」《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
上位入賞はできませんでしたが、 ファイナリストになれただけでも、今回の経験はとても大きなも

のだったと思います。初めての大舞台であったので、資料や台本を作成する過程で躓くことは何度も
あり、完成までに長い苦労がありました。プレゼンをする上で第一に考えていたのは、どうすればそ
の人の記憶に残るようなインパクトのある資料が作れるのかです。一度見たら忘れられないプレゼン
をしたいと言う目標を立てて、挿絵やアニメーションなどを使って何回も試行錯誤を重ねていくうち
に徐々に自分の満足するプレゼンになっていく事に成長を感じました。今回の経験を次に繋げるため、
日々研鑽を怠らないように頑張って行きます。

【アイディアの概要】
この「ネズミ型振動ブザーマウス」についてですが、居眠りをして長時間マウスを動かさない人をそ

の名の通り、振動とブザーで起こします。形がネズミに似せているので、目には本当にネズミが動いて
いるように見えて、寝ぼけていても、振動とブザーの音に驚き目を覚まさせることができます。振動と
ブザーはスイッチで個別に設定が可能であり、両方を使用してみて、ブザーがうるさいと思ったなら、
振動だけにしたり、逆に振動を止めて、ブザーだけにしたりと、状況によって使い分けることが可能と
なっています。また、マウスには時間設定がつけられており、最短で５分、間で１０分、最長で２０分
の、３つで、振動とブザーの設定が可能となっており、自分の好みで調整することができます。

審査員特別賞

学長賞経済学科3年 森田舞香さん 「省スペースで！力持ちバレリーナ型ハンガー」《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
今まで、プレゼン経験もなければ、なにかコンテストに出場するといった経験もありませんでした。

そんな中、第一次審査を通過し、二次審査へ進んでいくとともに自分のアイデアの良いところをもっ
と伝えたいという気持ちが段々と深まっていきました。更にアイデアを考えること、それを誰かに伝
えて知ってもらうといったことに楽しさを感じることができました。改善点を探して最後まで根気強
く取り組めたので自分の中でビジネス・アイデアコンテストに応募したことは素晴らしい経験となり
ました。今後も積極的に様々なことに目を向け、新しいものを考える力を培っていきたいです。

【アイディアの概要】
バレリーナの形のような多機能ハンガーで、洗濯物が多いご家庭や、一人暮らしの広くないベランダ

スペースなどで省スペースで洗濯物を干すことができるハンガーです。上部分にはハンカチ、下着、靴
下などを干すことができ、下部分にはトップス、スカート、ズボンを干すことが可能です。更に上の両
端にはひっかけがついているので帽子や巾着を干すことができます。その他にもフード付きのパーカー
を干す時にも便利なハンガーです。

受賞作品紹介
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企業賞

学長賞公共学科1年 滑川雄基さん 「マスク忘れを解消万能エコバック」《課題部門》(課題提供企業：マツダ紙工業株式会社)

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
私がこのコンテストに応募した経緯は、履修している授業の課題だったからでした。はじめは面倒

くさい、やりたくないと思っていましたが、審査を通過していく中で徐々に気持ちが入っていきやる
気が起きました。このコンテストでは自分の意見を相手に伝える伝達力が身についたと感じています。
またパソコンを使用しての資料も作れるようになりました。今後の目標はこの経験を様々な場面で活
用し、更にプレゼン力を磨いていきたいと思います。そしてまた来年のコンテストに応募して今度は
ファイナリストとなり、学長賞を頂けるように頑張りたいです。

【アイディアの概要】
コロナウイルスが蔓延した現代社会で必要になったマスクとレジ袋有料化よって需要が拡大したエ

コバッグその二つを合わせたのが万能エコバッグ。前後にポケットを装着し、その中の一つのポケット
にマスクを使用中と未使用の物を分けて収納できる。それ以外のポケットには財布などが収納できる。
そしてそのケースの大きさにまでバックを折り畳んで持ち運びが可能。大きさは大と小の2種類があり、
デザインは4種類。

企業賞

学長賞経営学科3年 佐藤杏威さん 「携帯型レジ袋ちゃん」《課題部門》(課題提供企業：旭電機化成株式会社)

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
パワーポイントの資料を作成することに苦労しました。

授業では、何人かのグループに分かれてパワーポイントを作成することがほとんどだったため、一人
で作るという経験がありませんでした。自分の言葉だけで、分かりやすく説明することの難しさを知
ることが出来ました。また、他の発表者の方が堂々としているのを見て、プレゼンとはこういうもの
なのだと感じました。自分は練習する時間がなく、ただただすごいと思うばかりでした。
今後は他の発表者の方のようなプレゼンができるよう、本番をイメージしながら資料の作成や練習を
していかなければと強く感じました。

【アイディアの概要】
このアイデアは、エコバッグやレジ袋を小さくまとめて、キーホルダーとして使ってもらうという

ものです。袋を入れるケースはシリコン製となっており、今までのエコバッグに多かった、入れ物の
チャックや、折りたたんで収納するといったことをせずに、より簡単に出し入れできるものになってい
ます。また、ケースにカラビナを付けることで、カバンの持ち手などにも付けられるようになっており、
すぐに取り出すことができます。

受賞作品紹介



課題部門

課題提供企業・課題紹介
企業名 旭電機化成株式会社

HP
アドレス

http://www.smile-asahi.co.jp

課題 ２つ、３つ、複数のものを１つにしたアイデアグッズ！

複数の商品を組み合わせることによって、より便利な機能の商品が生まれます。
当社にもいくつかそんな商品があります。今回は学生の皆さんに1つ、2つ複数の商品を組み合わ
せてより便利な機能を兼ね備えた商品の提案を募集します。
価格は、 お店での販売価格が2000円～3000円ぐらいのものを考えてください。

身近にあるものを複数組み合わせて、1つにしてください。
物の足し算で、新しい商品を開発してください。きっといい商品が出来ますよ！

企業名 マツダ紙工業株式会社

HP
アドレス

http://matsuda-siko.com/

課題 段ボールで作る！他じゃないようなアイデア［カレッジバッグ］

弊社では、段ボールを使用したエコな商品開発を行っています。
それを踏まえアイディアも段ボールで作れる提案となります。大阪らしいアイディアやツッコミたく
なる様なアイディアでもかまいません。機能性、面白さ、斬新さ様々な方向で考えて下さい。

今回は、「カレッジバッグ」（機能性・利便性）を題材にアイディアを募集します。
リュック、トート、クラッチ、ショルダー、サコッシュ、ボストン、ポーチ…
見たことのない様なかばんを段ボールで作れないか？を募集します。
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第18回 大商大ビジネス・アイディアコンテスト

学生スタッフの紹介

左から 北野 菜穂さん（商学科3年） 内藤 咲蘭さん（経営学科3年） 大沼 光さん（経営学科4年）

千種 水澪さん（経営学科3年）尾﨑 朱香さん（経営学科2年）

（2020年10月31日開催）

最終審査でのファイナリストのサポータ
ーとして、司会・ステージマネジメント
・表彰式の運営に携わりました。
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第
１
回
（
２
０
０
３
年
度
）

学長賞
●流通学科1年 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 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2年 竹田英之 「電車事故配信システム」
●経営学科3年 竹田英司 「駅前コミュニケーションショップ」

審査員特別賞

●経営学科1年 永野晶子 「大商大『新・学生レストラン』」
●経営学科1年 山倉正稔 「スポーツ用品のお試しサービス」
●流通学科2年 木野将喜 「漢字請負サービス～一心屋」
●流通学科4年 橋本寛之 「ファッションクリエイト」

第
２
回
（
２
０
０
４
年
度
）

学長賞

●経営学科4年 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 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 赤田健 「ちょいベル」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●流通学科2年 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

●流通学科1年 川本大智 「カード式レシート」
●経営学科1年 野嶋将光 「柄を付けるスポンジ」
●流通学科1年 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～」
●経済学科2年 田中敬一郎 「Monkey Mammy（モンキー・マミー）」
●経営学科3年 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」
●経済学科3年 林保明 「シートベルト着用ランプ」

第
３
回
（
２
０
０
５
年
度
）

学長賞

●経済学科1年 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・ﾌ伝達を確実にする。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 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 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”」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●経営学科3年 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1年 浦上康弘 「THE訪問革靴磨き」
●経営学科3年 赤佐謙一 「CAOCA（買おかっ）」
●経済学科3年 川上滋 「e-Fashion-Check」
●流通学科3年 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3年 吉永秀男 「位置けんさくん」



19

第
４
回
（
２
０
０
６
年
度
）

学長賞
●経済学科4年 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 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 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～」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●商学科2年 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
●経済学科3年 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 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」
●経営学科3年 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～」

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～」

ＮＰＯ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

●経営学科1年 礒田徹 「バーチャル・クローゼット」
●公共経営学2年 枝澤由利 「携帯で『なりたい自分』になるメイク」
●経済学科3年 椋木崇光 「ブログ留学」
●経営学科4年 渕之上和良 「呼び出し音を広告に『CMコール』」

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～」

ＮＰＯ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」
●経済学科3年 伊藤光平 「サンタでGO!!」
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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～」

ＮＰＯ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
●経営学科3年 岡本良介 「2段階飲料水」
●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 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!」

ＮＰＯ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

●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」
●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～」

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」

ＮＰＯ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お総菜屋さん」

審査員特別賞

●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～」
●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』」
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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」

ＮＰＯ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
●経営学科2年 長﨑悠 「ドアノブカラーアート」
●商学科3年 水原春佳 「絶景!!夕焼けガイドブック」
●商学科4年 寺西和也 「Remains遊園地潜入ツアー」

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

ＮＰＯ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

●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2年 蔵下真美 「ロケット綿棒」
●経営学科3年 中西健朗 「ふれあい・ペット広場」
●経済学科4年 野田将 「～World Chips～」

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。

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～」

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 「家事っ子～皿洗い編～」

審査員特別賞

●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～」

●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」
●商学科3年 吉田沙織 「左手よごれーぬ」
●経営学科4年 田中伸我 「ラクラク洗濯バサミ止まる君」

企業賞
●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～」
●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！～」

第
13
回
（
２
０
１
５
年
度
）

学長賞

●商学科2年 隠樹真由子 「するっと」
私がこのアイディアを思いついたのは、保育園のボランティアをしたときです。自分で靴を履きたいけどまだ手が小さく
て履けない、履けたけど左右を逆に履いているというところに着目しました。子どもの上靴についているタグに「するっ
と」をつけるだけで誰でも簡単に靴を履くことができます。ひっぱる部分には、今人気のキャラクター、無地の物、色で
分かれている物など使う人によって使い分けできるようにしたいです。この商品の一番の目的は子どもの自立性を高める
ことです。この商品が商品化され多くの人に広まってくれることを期待しています。

副学長賞 ●商学科4年 水原春佳 「目標達成カウンター21」

東大阪商工会議所
会頭賞

●商学科3年 平峠佑望 「らくらくプラグ ～横並びコンセント対応型～」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●経営学科1年 藤川功基 「達成帳(お手伝い帳、自習帳、ダイエット帳など)」

審査員特別賞

●経営学科1年 長谷川雄基 「Advertiseカフェ 」
●商学科1年 稲岡保准 「目覚まし腹巻き 」
●経済学科2年 久保利勇太 「『パパの休憩所』 ～退屈から家族で楽しくショッピングへ～」
●経営学科2年 清水千歳 「温故知新 文化情報発信型ホームページ 」

企業賞
●経営学科1年 高畑圭大 「フタがパズルになってる 弁当箱」
●経営学科2年 樋口静音 「音量調節インターフォン」



23

第
14
回
（
２
０
１
６
年
度
）

学長賞

●商学科1年 古川晴加 「ごみもはいるやん」
たくさんの人が、外出先で飴を食べた時、ごみを捨てるためにごみ箱を探したり、カバンのポケットにしまうと思います。
それでは、ごみ箱を探すのが面倒、ポケット内でごみが散らばるという問題があります。それらを解決するのが「ごみも
はいるやん」です。大きい飴の袋を中央で縦に仕切り、２つポケットを作ったものです。片側には飴を入れ、もう片側に
は食べた後のごみを入れることができるという商品です。

副学長賞 ●経済学科1年 木村有希 「ぽちっとな～不審者侵入禁止ボタン～」

東大阪商工会議所
会頭賞

●経済学科2年 中岡智哉 「歯ブラシちゃかちゃか」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●経営学科2年 眞鍋梨乃 「ポケット布団カバー」

審査員特別賞

●経営学科1年 黒田尚希 「エコパッキン「ストッパーくん」」
●経済学科1年 長濱理子 「～ついたてスタンド～」
●経営学科2年 藤川功基 「Ｍade in Japan paper

～紙の可能性で暮らしを豊かに（東南アジア編）～」
●公共経営学科4年 野田健人 「洗うこといらない10回使える箸」

オーディエンス賞 ●経営学科2年 眞鍋梨乃 「ポケット布団カバー」

第
15
回
（
２
０
１
７
年
度
）

学長賞

●経営学科3年 藤川功基 「場所を取らない瞬間組み立て子ども椅子」
瞬間組み立て子ども椅子とは、平らな段ボールを組み立てて子ども用の椅子を作るというアイディアです。また、このア
イディアの最大の魅力は組み立てた椅子を平らな段ボールに戻すことができるため、場所をとらないということです。
瞬間で組み立てることができ、仕組みもかなりこだわったことで私も立てるほどの強度にすることができました。また、
段ボールなので子どもたちが自由にお絵かきできるなど、独創性を伸ばすことができます。

副学長賞 ●商学科2年 古川晴加 「缶たん水分カッター」

東大阪商工会議所
会頭賞

●公共経営学科2年 足立芽生 「バンデライズスカラシップ～”生涯金融教育型奨学金”～」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●商学科2年 仲谷さくら 「マトリョーシカドアストッパー」

審査員特別賞

●商学科2年 青野英世 「ありがとう葉書（贈り物の受領者の便利アイテム）」
●経営学科1年 阪口輝虎 「ラクラクＣｕｔ」
●商学科2年 杉浦正弥 「断線しにくい君」
●経済学科1年 平田敦揮 「残りがわかるアルミホイル」

企業賞
●商学科2年 内尾啓汰 「レンチ式ドライバー」
●経営学科3年 横井咲樹子 「プラゴミポイ」
●経営学科2年 角田陸太朗 「段ボール猫ジム」

オーディエンス賞 ●経営学科3年 藤川功基 「場所を取らない瞬間組み立て子ども椅子」

※企業賞該当アイディア無し。
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第
16
回
（
２
０
１
８
年
度
）

学長賞

●公共学科1年 澤村知紗 「Return of the Licenseカード（RLカード）」
RLカードは、高齢者が運転免許を自主返納した際にもらえるICカードです。多くの機能を持ち、高齢運転者による交通事
故数を減らし、さらに、高齢者の社会的孤立といった２つの大きな社会問題を解決に導きます。地域通貨がポイントにな
り、地域のコミュニティ限定で使えるようにすることで、地域活性化に貢献します。自然とコミュニティ参加を促し、高
齢者は地域社会との繋がりを持つことができ、心身の健康をもたらすことで、将来的には、医療介護費用など国の費用を
抑え、現代世代の健康保険の保険料が減るといった三方よしのサービスです。

副学長賞 ●経営学科2年 高田夢海 「『マンスリー・デイBox』 Monthly Day Box」

東大阪商工会議所
会頭賞

●経営学科3年 松浦怜未 「めくるクルン」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●経営学科4年 藤川功基 「LCCや海外の飛行機でも退屈しないムービー見放題貸出タブレット」

審査員特別賞

●経済学科2年 西口太誠 「綺麗な仏具に…万能ロウ、線香取り」
●経営学科2年 宮下颯一朗 「段ボール着火剤」
●商学科2年 富士本隼己 「おかえりチャイム」
●商学科3年 古川晴加 「液体香りま専用ごみ袋」

企業賞
●商学科1年 堀之内恵璃 「取り付けガーメントバッグ」
●商学科3年 杉浦正弥 「いつでも分かる水量メーター」
●経営学科4年 畦地 亮 「動物の納棺オーダメイド」

オーディエンス賞
●公共学科1年 澤村知紗 「Return of the Licenseカード（RLカード）」
●経営学科2年 宮下颯一朗 「段ボール着火剤」

第
17
回
（
２
０
１
９
年
度
）

学長賞

●経営学科3年 宮下颯一朗 「ゆでたこ足コンセント」
ゆでたこ足コンセントの目的は、色によって危険度を可視化することで配線器具による火災を予防する意識を向上させる
ことです。この商品の特徴は２つあります。１つ目は火災の危険度に合わせて色が変化することです。通常は白色ですが、
４０℃に達すると黄色に、火災の危険が非常に高くなる５０℃に達すると赤色に変色します。２つ目は、シールタイプを
採用することです。シールタイプを採用することにより、既存の電源タップにも使用可能であり、安価で提供することが
可能です。

副学長賞 ●経済学科1年 亀野空 「飲食店の長居を防止するシステム「あいてんで!!」”AITENDE!!“」

東大阪商工会議所
会頭賞

●経営学科2年 垣本楓香 「おしぼりセルフQRシステム」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●経営学科2年 内藤咲蘭 「メジャー型ベルトケース」

審査員特別賞

●経営学科3年 橋本奈那美 「ブラインドシェルフ」
●商学科4年 古川晴加 「クリップなのに!!? 4Wayスタンドクリップ」
●商学科4年 高野有梨 「猫よけシートカバー」
●経営学科3年 岩渕朱莉 「棚変え本棚」

企業賞
●公共経営学科4年 市田卓海 「最強！座ったままで何でもとれーる棒！」
●経営学科3年 宮下颯一朗 「変形！段ボールから椅子に」

オーディエンス賞 ●経営学科3年 宮下颯一朗 「ゆでたこ足コンセント」



25

第
18
回
（
２
０
２
０
年
度
）

学長賞

●経営学科3年 西谷美紅 「農クション nou-ction」
農クションは、「農作物に付けられている価格が労働と見合っていない」という考えから生まれました。そこで、生産プ
ロセスも開示すれば生産者の顔が見える販売だけでは伝わらない作業やこだわり、自然からの影響などが消費者にもわ
かってもらえると思いました。アプリ上に生産者が生産プロセスや販売商品のデータをアップロードし、消費者に閲覧し
てもらい購入を促します。流通経費や価格決定権、チップ形式で支援出来たりと工夫しました。

副学長賞 ●商学科3年 馬場真一 「Myインソール」

東大阪商工会議所
会頭賞

●経済学科4年 西口太誠 「掃き掃除ならこれ一本！マルチほうき！」

ＮＰＯ法人
東大阪地域活性化
支援機構理事長賞

●公共経営学科4年 山本裕貴 「スマートリュック」

審査員特別賞

●経営学科3年 桑島早彩 「学校も仕事もこれを持てばみんなオシャレ！」
●経済学科4年 今城友寿 「スーツお預かりさん～勤め先のオフィスにスーツを預ける福利厚生サービス～」
●商学科2年 徳田裕二郎 「ネズミ型振動ブザーマウス」
●経済学科3年 森田舞香 「省スペースで！力持ちバレリーナ型ハンガー」

企業賞
●経営学科3年 佐藤杏威 「携帯型レジ袋ちゃん」
●公共学科1年 滑川雄基 「マスク忘れを解消万能エコバック」

※コロナウイルスの影響により無観客で開催した為、オーディエンス賞の選出はありませんでした。
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