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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：「シニアの方の暮らしが便利になる商品のアイデア」
（旭電機化成株式会社）

課題B：「段ボールで作る！他じゃないようなアイデア」
（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、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
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

4

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延期。
（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。）

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)

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



事業スケジュール
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4/2（火）～ 応募受付開始！

5/7(火)
5/9(木)

5/15(水)

【自由部門(全体）説明会】
・2019年5月15日(水） 12：20～12：50
【課題部門説明会】
・2019年5月7日（火） 12：20～12：50
マツダ紙工業株式会社 代表取締役 松田氏・古井氏
「段ボールで作る！他じゃないようなアイデア」

・2019年5月9日（木） 12：20～12：50
旭電機化成株式会社 専務取締役 原氏
「シニアの方の暮らしが便利になる商品のアイデア」

7/5(金) 応募締切 1,023件の応募がありました!!

応募締切後～7/19(金) 第1次審査（応募書類に基づく書類審査）

7/24(水)～ 第1次審査通過者発表 42件が通過しました!!

9/12(木)
9/13(金)
9/14(土)

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
方法等を学ぶ講座を3日間開催しました。

講師：エクスキャリア株式会社 勝谷 信一郎 氏
各日10：00～13：30

9/17(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!!

11/9(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。

2/3(月)～2/7(金)

副賞 海外ビジネス研修（シンガポール）
を予定していたが新型コロナウイルスの流行により延期。

(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)



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

定員 なし（予約・申し込み不要 誰でも参加ＯＫ）

場所 4号館 421・422教室 ※開催日により異なります。

開催日

【自由部門(全体）説明会】
・2019年5月15日（水）12:20～12:50 【421教室】

【課題部門説明会】
・2019年5月7日（火） 12:20～12:50 【422教室】
マツダ紙工業株式会社 代表取締役 松田氏・古井氏
「段ボールで作る！他じゃないようなアイデア」

・2019年5月9日（木） 12:20～12:50 【422教室】
旭電機化成株式会社 専務取締役 原氏
「シニアの方の暮らしが便利になる商品のアイデア」

内容
〇募集内容、応募・審査スケジュールの説明 【自由部門(全体）説明会】
〇課題提供企業の事業内容と提供課題の説明 【課題部門説明会】
〇質疑応答

②「自由部門」「課題部門」の説明会
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対象 大商大学生・大商大大学院生（大商大ビジネス・アイディアコンテスト応募者）

開催日
1日目 2019年5月29日（水） 16:30～18:00
2日目 2019年6月12日（水） 16:30～18:00
3日目 2019年6月26日（水） 16:30～18:00

会場 大阪商業大学 リアクト南館2階 大阪商業大学 アントレラボ

内容

○応募書類（企画書）の書き方についてのアドバイス
○過去の入賞作品展示
※アイディアの内容についての講評は行っていません。

③相談会



④ブラッシュアップ講座

8

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 2019年9月12日（木） 10:00～13:30
2日目 2019年9月13日（金） 10:00～13:30
3日目 2019年9月14日（土） 10:00～13:30

会場
大阪商業大学 ユニバーシティホール蒼天（2日目）
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・3日目）

対象者 第1次審査通過者

内容

〈講座の目的〉
プレゼンテーションとは何かを知り、技術を身につけ
第2次審査の会場を使って本番に向けて練習を行います。
〔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
④2分間のプレゼンテーションに向けての準備
〔2日目・3日目〕
⑤2分間のプレゼンテーション体験
〔3日目〕
⑥就活への活かし方（先輩の事例を踏まえて）

プレゼン道場の様子
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受賞作品紹介

学長賞

学長賞経営学科3年 宮下颯一朗さん ゆでたこ足コンセント《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
今回の取り組みで自分が成長できた点は、相手に自分のアイデアや思

いを伝える力です。私のアイデアは一言で言うであれば、色が変わる電
源タップというシンプルなアイデアです。これをただ普通に言うとファ
イナリストたちのアイデアの中でも見劣りします。このアイデアの素晴
らしさを伝えるために配線器具による火災の危険性を動画による五感で
示したり、消費者の火災予防の意識の低さを実際に挙手してもらうこと
で伝えたりしました。今後の目標としましては、来年も本学のアイデア
コンテストに参加するのはもちろんのことを外部のアイデアコンテスト
に挑戦していきたいと考えます。

【アイディアの概要】
私のアイデアはゆでたこ足コンセントです。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

学長賞経済学科1年 亀野空さん 飲食店の長居を防止するシステム「あいてんで!!」”AITENDE!!”《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
私はビジコンを通して非常に大きく成長することが出来ました。応募

した時はまさかファイナルプレゼンテーションまで進めるなんて思って
いませんでした。私はPowerPointの使い方が一切分からなかったので、
担当の先生や友人等に協力していただきました。２次審査から本番まで、
ほぼ毎日のように大学に居残り、準備や練習を積み重ねてきました。そ
の結果、副学長賞を受賞することが出来ました。今後はアイディアの実
現化へ向けて動きたいです。来年こそは学長賞を取るべく、新たなアイ
ディアを考えたいと思います。

【アイディアの概要】
「あいてんで！」は主にセルフサービス式のカフェやレストランに

設置されている呼び出しボタンのような形をしている装置です。主な
機能は、お客様の滞在時間を記録、管理する機能や座席を確保する機
能です。私はカフェが好きでよく利用しますが、週末のカフェはいつ
も満席です。そこで混雑する時間帯には時間制限を設け、座席を管理
する事が可能となるシステムを発案しました。
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受賞作品紹介

東大阪商工会議所会頭賞

学長賞経営学科2年 垣本楓香さん おしぼりセルフＱＲシステム《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
今回の取り組みでは、ただ単にパワーポイントや原稿を作るだけではなく、聞いてくれている方にどう

したら全部伝わるかを常に考えながら作っていました。しかし、その考えからか情報量が多く、まわりく
どい文章になっていまい苦戦しました。でも、担当の先生の添削やアドバイスを受け、相手にわかりやす
くシンプルな文章作りができるようになりました。現在ラボの活動で、外部のコンテストにも何作か出し
ているのですが、今後は入賞できるように今回学んだことを活かしていきたいです。また、日中企業教育
シンポジウムなど、大商大で開催されているものにも積極的にビジネスアイデアを提案していきたいです。

【アイディアの概要】
コンビニエンスストアの従業員の仕事量削減とお弁当を買った際のお箸やおしぼりの入れ忘れをなくすた

めに、このシステムを考えました。使い方は、レジで渡されるレシートにＱＲコードが印字されており、そ
れを店内にある固定式ＱＲスキャンで読み取ります。すると、食べたり飲んだりするのに必要な分のおしぼ
り、お箸、スプーン、フォーク、ストローなどの種類と本数が選択できるようになり、選択した分だけ自動
販売機のように出てくるシステムです。

ＮＰＯ法人東大阪地域活性化支援機構理事長賞

学長賞経営学科2年 内藤咲蘭さん メジャー型ベルトケース《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
最もこだわったところは、試作品を作成したことです。わかりやすい試作品を作るために、何度も試行

錯誤しました。その結果、とても私のアイデア商品が伝わりやすいパワーポイントを仕上げることができ
ました。今回最もうれしかったことは、やはり入賞することができたことです。私は昨年同じ学年であっ
た1年生の学生が学長賞を受賞したことにとても影響づけられました。昨年はスタッフでの参加だったため、
彼女のプレゼンを間近で聞いていましたが、とても力強く堂々としていてとても魅了させられました。そ
して、来年こそは私があの舞台に立つと決心しました。その夢を本当に実現することができてとてもうれ
しく思っています。しかし、私は当日とても緊張していて堂々とは話すことができませんでした。だから
こそ、来年も同じ舞台に立ち、さらに上位を目指してリベンジしたいと思っています。本当に今回のこの
経験はこれから役立つであろう経験でした。私の今回のアイデアは企業さんに声をかけてもらったため、
まだ終わっていないので、さらに引き続き頑張っていこうと思いました。

【アイディアの概要】
今回の私のアイデアは「メジャー型ベルトケース」です。毎日ベルトを使用するのに、簡単に収納するこ

とができないのかと疑問に思ったことが発端です。たくさんあるベルトをコンパクトに小さいスペースでき
れいに収納したいと思い、物を測る際に使用するメジャーの形をモチーフとしたこのメジャー型ベルトケー
スを考案しました。特徴は“早く・楽に・たくさん”ベルトを収納することができることで、時間がかかる
ことやめんどうくさいといった不満や不便を解決します。

審査員特別賞

学長賞経営学科3年 橋本奈那美さん ブラインドシェルフ《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】
今回ビジネス・アイディアコンテストに参加して、自分が頭で考えていることを、人にわかるように説

明することがこんなにも難しいことだと思いませんでした。しかし、発表を終えて、考えをまとめて伝え
るという力をつけることができたと感じました。他のファイナリストとも交流することができ、また企業
の方ともお話する機会が頂けて、とても貴重な体験をすることができました。

【アイディアの概要】
私が考えたアイデア名は「ブラインドシェルフ」です。この商品はブラインドカーテンと同じ仕組みを使

用したもので、カーテンではなく、棚を取り付けます。棚を胸のあたりまで降ろすことができ、楽にものを
収納することが出来ます。高齢者の一人暮らしをサポートするために考えたアイディアですが、小さなお子
様がいる家庭でも使用することが可能で、余った空間を有効活用することが出来ます。
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受賞作品紹介

審査員特別賞

学長賞商学科4年 古川晴加さん 「クリップなのに!!? 4Wayスタンドクリップ」《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
4年間ビジネスアイディアコンテストを通し、貴重な経験、たくさんの学びがありました。上位入賞はで

きませんでしたが、全力を出したので、後悔はありません。このコンテストで、1年生の時と比較すると
「伝え方」という部分が成長できたのではないかと思います。来年は社会人となります。この経験を活か
し、頑張りたいです。そして、ビジネスアイディアコンテストに「課題だから参加する」のではなく、
「自分の意志で参加する」学生が増え、もっと盛り上げてほしいなと思います。ありがとうございました。

【アイディアの概要】
この商品は、しょうゆ、ワサビ、ケチャップなどの小袋調味料を保存するためのスタンドです。「小袋調

味料は一度開封すると、自立できず、保存ができない」という問題を解決し、この商品を使うと小袋調味料
を使い切ることができます。4つの機能があり、クリップ、磁石、複数連結させることで小物置き、小袋調
味料のスタンドとして使うことができます。また、スマホスタンドとしても使うことができ、4つだけでな
く様々な使い方ができます。

審査員特別賞

学長賞商学科4年 高野有梨さん 猫よけシートカバー《自由部門》

【今回の取組での自分の成長と今後の目標】
高校生の頃からビジネス・アイデアコンテストに出場したいと考えていました。4年目にして初めてで最

後の経験となりました。緊張はしましたが、観客の顔をしっかりとみて自分自身楽しみながら発表するこ
とができました。OBPコースの授業で人前に立って話す機会が多くあったので4年間かけて人前に立って話
すということが上達したと実感しました。今後は学生ではなく、社会人として見やすいPowerPointを作成
することにこだわっていきたいと思います。

【アイディアの概要】
バイクに乗っていない間に猫がバイクのシートにのぼってしまい、足跡がついてしまい、不衛生で困って

いました。そこで猫が物理的にシートにのぼれないようにするために考えたのが、この猫よけシートカバー
です。形状は既存のシートカバーにとげを付けたものです。取り外しが可能で、バイクに乗らない間に取り
付け、バイクに乗るときに取り外します。

審査員特別賞

学長賞経営学科3年 岩渕朱莉さん 棚変え本棚《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】
２次審査、ファイナルと初めてだらけのビジネス・アイディアコンテストでした。特に深く考えずにア

イディアを提出していたため、ファイナルでの試作品づくりには苦労しました。棚板のはめ方や強度の問
題など、次々でてくる問題を解決していくのが大変でした。担当の先生や友人の協力もあって試作品が完
成した時の喜びはすごかったです。今回の経験でアイディアを形にしていくことの楽しさと、自分の考え
を相手に伝えることの難しさを知ることができました。そしてそれが課題でもあるので、直していきたい
です。

【アイディアの概要】
棚変え本棚は、ダンボールで作る自分の好きな高さで棚を設置できる本棚です。棚板に特徴があり、揺れ

による本の落下を防ぐことができます。ダンボール製の為、処分時の粗大ごみ費用を抑えることができます。
気に入っているなら、畳んで引っ越し先に持っていくことも可能です。また、本体の側面に小さなお子様な
らお絵かきをしたり、テープやシールを貼ることも可能です。これによって自分だけの本棚を作ることがで
きます。
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受賞作品紹介

企業賞

学長賞公共経営学科4年 市田卓海さん 最強！座ったままで何でもとれーる棒！《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】
今回のビジネスアイデアコンテストを通して今後の自分の課題を得ることができました。

それは自分の考えをまとめ、伝える力です。この様な舞台での発表は初めてで準備も手探り状態で進めて
いく中で、それが一番難しく感じました。発表本番も自分の納得いくものではありませんでしたが、この
コンテストで自分の足りないものに気づけただけでも私にとってはとてもプラスになりました。四月から
社会人という事もあり、学生のうちにこの課題に気づけたのはとても大きいと考えています。今後、社会
に出て発表の機会も増えてくると思うので、この経験を活かしさらに成長していきたいと思います。

【アイディアの概要】
私が考えたアイデアはのびーる棒です。これは立ち座りのしんどいお年寄りをターゲットにした商品で

座ったままでも身の回りの物が取れるマジックハンドの改良版の様なもので、先端にセンサーを取り付け自
動で物を掴んでくれるようにし、棒は伸び縮みを可能にする事で握力の低下した高齢者が使いやすいものに
なっています。その他にも先端にフック状の物を取り付ける事によって掴むだけでなく引き寄せる事も可能
になっています。

オーディエンス賞

学長賞経営学科3年 宮下颯一朗さん ゆでたこ足コンセント《自由部門》

審査員の選考とは別に、来場者の投票によって決まる賞です！

企業賞

学長賞経営学科3年 宮下颯一朗さん 変形！段ボールから椅子に《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】
今回の取り組みでの自分の成長は時間のない中でアイデアを完成させることです。私はこの度２つのア

イデアがファイナリストと企業賞に選ばれました。これにより、２つのアイデアを発表に向けてブラッ
シュアップしなければならず、全然時間が足りませんでした。しかし、せっかく選ばれたアイデアなのだ
から、やり遂げたいと思い、努力しました。その時に私は、日常生活のふとした瞬間に良いプレゼンテー
ション方法が浮かんだ時にメモをとるという方法を行いました。これにより、普段の時間も効率よく利用
することができ、何とか期限内に完成させることができました。

【アイディアの概要】
私のアイデアは「変形！段ボールから椅子に」です。このアイデアは段ボールで作る災害時の避難所での

簡易的な椅子です。このアイデアの特徴は段ボールを加工するのに、ハサミやガムテープなどが一切必要な
く、素手のみで作ることができることです。事前に段ボールに切れ目入れておき、接着部分には両面テープ
を付けておきます。この商品の販売先は飲料水などを販売するメーカーとします。災害時用に備蓄しておく、
飲料水を入れる段ボールを私のアイデアにすることで段ボール容器さえも有効活用することができます。
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ファイナリストアイディアパネル

当日展示されていた
ファイナリストの
作品紹介パネルです！

No.1 No.2 No.3

No.4 No.5 No.6

No.7 No.8
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ビジネス海外研修

出発 市内観光（香港）

現地視察（深圳） B&Sプログラム（香港）

18

企業賞

課
題
提
供
企
業

旭電機化成株式会社 最強！座ったままで何でもとれーる棒！

市田卓海さん
（公共経営学科4年）

マツダ紙工業株式会社 変形！段ボールから椅子に

宮下颯一朗さん
（経営学科3年）

昨年度コンテストを開催して以降の事業として、「海外ビジネス研修」について
11月9日のファイナルプレゼンテーション＆表彰式で報告しました。

事業報告

本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研修を
実施しています。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築き、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。昨年度は、「中国のシリコンバレー」と呼ばれる深
圳を訪問し、最先端の電子決済システムを導入しているコンビニやスーパーの見学、ドローンの操縦体験、スター
トアップ企業やベンチャー企業の集積地の視察などを行いました。また、香港では現地学生と交流するなど起業
家精神を養う機会を得るプログラムを実施しました。



19

第17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 千種水澪さん（経営学科2年）有冨純菜さん（商学科2年）大沼 光さん（経営学科3年）

桑島早彩さん（経営学科2年）北野菜穂さん（商学科2年）高田夢海さん（経営学科3年）

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。

（2019年11月9日開催）
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（2019年12月14日開催）

第18回 全国高等学校ビジネスアイディア甲子園

学生スタッフの紹介

左から 千種水澪さん（経営学科2年）橋本奈那美さん（経営学科3年） 内藤咲蘭さん（経営学科2年）

森岡大成さん（経済学科2年） 大沼 光さん（経営学科3年） 高田夢海さん（経営学科3年）

樋口琉海さん（経営学科1年） 尾﨑朱香さん（経営学科1年）

全国の高校生を対象に新しい商品やサービスに関するアイディアを募集するコンテストです。学
内コンテストや授業での自分自身の経験を活かして、高校生の最終審査のサポートを務めました。
司会・ステージマネジメント等の運営に携わることで、新たな発見や自分自身の成長につながる
貴重な機会となりました。

コンテストのファイナリスト全員（最終審査進出者）及び企業賞受賞者には

「大阪商業大学アントレラボ」利用の権利が与えられます。

コンテストのファイナリスト全員（最終審査進出者）及び企業賞受
賞者には、ユニバーシティ・コモンズリアクト内にあるインキュベー

ション施設「大阪商業大学アントレラボ」利用の権利が与えられます。
起業をめざす学生や自分の能力を磨きたい学生など、大学の学びに加え、
将来の目標の実現に向けて主体的に取り組む勉強・研究の場所として活
用できます。また、毎週水曜日の昼休みにはラボカフェ（学生勉強会）
を開催し、担当教員と食事を取りながら各自が取り組む外部コンテスト
応募案の発表や入居企業の事業報告会での質疑応答等を行っています。
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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」
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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」
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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」
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