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ビジネスデザイン

発見＆発表会 Ⅵ

日本 全国

稼げるビジネスモデルが

全国から神田明神に集合

ヨーロッパへ 中国台湾へ事業連携へ就職へ

キャンパス部門(学生)
ビジネスを企画/起業

ビジネス部門(一般・個人)
ビジネスを実行・拡大/起業

社会起業家部門
社会課題を事業で解決

6月15日(月) 13:00～18:00 発表会（キャンパス 社会起業家）
6月16日(火) 10:00～16:30 発表会（ビジネス）、ファイトセミナー、祝いの舞

17:00～18:00 審査発表、記念撮影
18:30～20:00 懇親会

申込: http://ict.telesa.or.jp/archives/4868

主催:テレコムサービス協会 ICTビジネス研究会
後援予定:内閣府 総務省 経済産業省 超教育協会 情報サービス産業協会 コンピュータソフトウェア協会他
協賛:ミロク情報サービス、電算、インテック、アイ・オー・データ機器、エネルギア・コミュニケーションズ、電波新聞社

地球ソリューションズ、BCC他
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各地からの発表予定者
部門 受賞 全国 タイトル(仮) チーム(仮) 会社・学校名

北海
道

キャンパス キャンパス賞
北海道総合通信局⾧賞 出場 Costume Act.

（コスチュームアクト）
ちーむがーる 北海道情報専門学校

ビジネス社
会起業家

ビジネス賞 テレコムサービス協会
北海道支部会⾧賞 出場 LPWAを利用したIoTお守り

「健康⾧寿の見守り神」
合同会社Gugenka 合同会社Gugenka

札幌 キャンパス 3/6開催予定 世界を変える!ビジネスアイデアコンテスト

東北

キャンパス キャンパスアイデア賞
ICTビジネス研究会キャンパス賞 出場 えりまっぷ!～地域情報サービス～ 仙台高専 千葉研究室 仙台高専広瀬キャンパス

千葉研究室

キャンパス キャンパス賞
東北総合通信局⾧賞 出場 Qlass     教える教わる 青森公立大学小早川 青森公立大学経営経済

学部

ビジネス ビジネスアクセラレータ賞 テレコム
サービス協会東北支部会⾧賞 出場 空中ドローン活用による土地のIT化! 株式会社エナジーデザイン

Team SENDAI (株)エナジーデザイン

ビジネス ビジネス賞
東北経済産業局⾧賞 出場 ペアコネクト 東京コンピュータサービス

株式会社 仙台支店
東京コンピュータサービス
(株)仙台支店

山形
酒田

ビジネス ビジネスアクセラレータ賞
hyoi賞 挑戦中 3Dプリンタを使用したものづくり教育

～プログラミングだけじゃない!次世代人材育成～
Hollow cube

ビジネス ビジネス賞
ライトハウス賞 出場 IT人材不足の企業を豊富なナレッジ共有で

支援するプラットフォーム事業
プライムバリュー株式会社 プライムバリュー(株)

⾧岡 キャンパス 3/14開催予定

関東
キャンパス キャンパス賞

総務省関東総合通信局⾧賞 出場 BODYMO BODYランゲージ 横浜医療情報専門学校

ビジネス ビジネス賞
関東経済産業局⾧賞 出場 SchooMy Boradではじめる、

創造的問題解決能力育成事業
株式会社
ライカーズアカデミア (株)ライカーズアカデミア

信越

キャンパス キャンパス賞
信越総合通信局⾧賞 出場 しゃべってAkte BringHope ⾧野県工科短期大学校

ビジネス ビジネス賞
関東総合通信局⾧賞 出場 ゴルフラウンドダイジェスト動画配信サービス

~ICTでゴルフの楽しさを広げる~
協栄精工株式会社
SAIプロジェクト 協栄精工(株)

ビジネス ビジネスアクセラレータ賞 テレコム
サービス協会信越支部会⾧賞 出場 聴覚認知学習法 『耳勉』 株式会社耳勉 (株)耳勉

北陸 キャンパス ICTビジネス研究会キャンパス賞 出場 ハビット 福井工業高等専門学校

東海

社会
起業家 社会起業家賞 出場 いつどこにいても安心して妊娠出産育児ができる

オンラインサービス
じょさんしonline

キャンパス キャンパス賞
東海総合通信局⾧賞 出場 看護師のたまごによる、たまごのための

看たまノート
看たまノート
（かんたまノート） 岐阜大学

キャンパス キャンパスアイデア賞
ICTビジネス研究会キャンパス賞 出場 おはようのこだま Morning Echo 中部大学

ビジネス ビジネス賞 テレコムサービス協会東
海支部会⾧賞 出場 子育て世帯の関係性マッチングサービス 田上純子

京都
ビジネス ビジネスアクセレーター賞 挑戦中 訪日外国人向け料理体験と

日本食口コミサイトの提供
JCOOK（ジェイクック）

キャンパス キャンパス賞
ICTビジネス研究会キャンパス賞 挑戦中 観光改革 同志社大学

ベンチャートレイン 同志社大学

近
畿

社会
起業家 社会起業家賞 出場 人生100年時代、生涯ごはん美味しく食べて

目指せピンピンコロリ!
医療法人恵典会
×株式会社 DEUX 医療法人恵典会

キャンパス キャンパスアイデア賞
ICTビジネス研究会キャンパス賞 出場 オンラインインターンシップ型就活プラットフォーム

「プロッセル」 ～対面の就活は、もう飽きた～
プロッセル 奈良工業高等専門学校

ビジネス キャンパス賞
近畿総合通信局⾧賞 出場 kakishibuを世界基準に! ソーシャルビジネス研究班 京都府立木津高等学校

ビジネス ビジネス賞
近畿経済産業局⾧賞 出場 機械学習を用いた微生物検査の

スクリーニングシステム microbio scopy
miyako起業部
biolabo-coto miyako起業部

中
国

キャンパス ICTビジネス研究会
キャンパス賞 出場 スマホ依存から全ての人を救うサービス

「ねこたま」
広島大学 総合科学部
総合科学科

広島大学総合科学部
総合科学科

四
国

キャンパス キャンパス賞
四国総合通信局⾧賞 出場 愛されるオリーブｆａｍｉｌｙを作るために にんじんばなな 香川県立

高松東高等学校

ビジネス ビジネス賞 テレコムサービス協会
四国支部会⾧賞 出場 サルのストレスを解消し、 来園者を笑顔にする

給餌装置「kuru・kuru」
株式会社KAI 徳島大学

九
州

ビジネス社
会起業家

社会起業家賞
ビジネス賞 九州経済産業局⾧賞 出場 地球温暖化防止と芸術の融合

Green Art Cycle
鈴田峠農園 鈴田峠農園有限会社

キャンパス キャンパスアイデア賞
ICTビジネス研究会キャンパス賞 出場 脳波フィードバック技術を用いた

集中力トレーニングの提供
OptiWave 九州大学大学院

ビジネス ビジネスアクセラレータ賞 テレコム
サービス協会九州支部会⾧賞 出場 もぐもぐCOLONY もぐもぐチームもぐもぐ 合同会社Next 

Technology

大
分

キャンパス キャンパスアイデア賞
大分市⾧賞 出場 てんぺれちゃん Chrozesto 大分国際情報高等学校

キャンパス キャンパス賞
ICTビジネス研究会賞 出場 マジックマザー マジックマザー 大分高等学校

沖
縄

キャンパス キャンパス賞
沖縄総合通信事務所⾧賞 出場 Cruise Compass きゃらめるちーずたると。 沖縄工業高等専門学校

社会
起業家

ビジネスアクセラレータ賞 テレコム
サービス協会沖縄支部会⾧賞 出場 行けない方と現地にいる方をマッチング “現地に行けな

いを解決する” 現地作業代行アバターサービス 株式会社toraru 株式会社toraru

事務局:ICTビジネス研究会(テレコムサービス協会) 担当:明神
ict_business_info@telesa.or.jp 03-5644-7500  http://ict.telesa.or.jp/award2019.html


