平成２８年１０月２６日
各

位
「ビジネスデザインセミナー」開催のご案内
産学連携・研究支援センター長

本センターでは、学生ベンチャーを支援するため、「ビジネスデザインセミナー」を開催いたします。
内容は、「ICTビジネスモデル発見＆発表会 近畿大会」の応募に向けたセミナーを予定しております。
ICTビジネス研究会では、学生・企業・研究者を対象に「ＩＴ・ＩＣＴ利活用で地域や世の中を進化・
解題解決できる産業・技術・商品・サービスのアイデア・ビジネスプラン・ビジネスモデル」を募集・
表彰し、支援することで地域の元気にする事業を行っております。今回のセミナーでは、学生の皆様に
ビジネスの楽しさや起業の楽しさを知ってもらい、起業や企業内で必要なビジネススキルをつけるため
に、掛け合い方式＆ワークショップ形式で、アイデアをビジネスモデルとして作り上げるプロセスを実
践してもらいます。１２月９日に開催される「ＩＣＴビジネスモデル発見＆発表会 近畿大会」（裏
面）に向けて、下記の通り開催いたしますので、多数のご出席を賜りますようお願い申し上げます。

＜日時＞

平成２８年１１月４日(金)

＜場所＞

和歌山大学

産学連携・研究支援センター

＜対象＞

大学生

やる気のある学生大集合！！

～

１４：５０～１６:２０
１階多目的研究室

【テーマ】アイデアをビジネスに ～ＩＣＴビジネスモデル発見＆発表会 近畿大会に向けて～
【主 催】和歌山大学 【共催】ICTビジネス研究会 テレコムサービス協会近畿支部
【プログラム】（予定）
◎天才を創るシリーズ
登壇者：ＩＣＴビジネス研究会 明神 浩
①自分は何？
ものの本質や自由な発想について
②アイデアを発想する
・アイデアからビジネスを創りだすための必要要素の話とアイデア発想の具現化
・アイデア発想シートに描き、各自発表（個人ワーク）
③アイデアをプチビジネスに変える
・アイデアを具現化するために、更に必要な要素とコミュニティの話
・コミュニティを通して価値を創造し発表（個人orグループ）
④プチビジネスをビジネスに育てる
・ビジネスデザインの作り方や具体的なプロセスを実践
・ビジネスモデルを図や文字にまとめ発表（グループもしくは個人）
■セミナーの申込について
事前にある程度の参加者数を確認したいので、申込者は以下のメールアドレスに「所属学部」
「学年」「氏名」を連絡してください。
●申込メールアドレス Email renkei@center.wakayama-u.ac.jp
担当者
財務課研究支援係 小門・下小田 TEL 073-457-7584
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近畿⼤会 募集内容
Challenge IoT
ビジネスモデル発⾒＆発表会 近畿⼤会
http://ict.telesa.or.jp/2016bm.html

Award

2016

Communications Prize at the Business
Model Discovery & Presentation Awards

１００、０００⼈が選ぶ「成功するビジネスモデルとは」〜ビジネスを加速させる
IT・ICT利活⽤で地域や世の中を進化・解題解決できる「産業・技術・商品・サービス」の「アイデア・ビジネスプ
ラン・ビジネスモデル」を募集、優れた作品には賞を授与し、商品化、資⾦⽀援、販路拡⼤など、事業および起業
を応援・⽀援する仕組みを提供する。 参加者のデザイン能⼒を開花し、ビジネススキルをアップ、組合せや発想
の転換等によりビジネスを進化させることで、個⼈や企業収益を増やし、個⼈から地域と共に⽇本を元気にする。

募集作品

IT・ICT利活⽤で地域や世の中を進化・課題解決できる
「産業・技術・商品・サービス」の「アイデア・ビジネスプラン・ビジネスモデル」なら何でもＯＫ
AI・ロボット、農林⽔産、地域振興(震災復興)に関わるもの
アイデアや企画中のもの、スタートアップの事業、すでに販売している商品・サービスもOK

募集対象

国籍問わず
どなたでも
応募可能

開

催

⽇

開

催

場

キャンパス部⾨
ビ ジ ネ ス 部 ⾨
⼥性起業家部⾨
研 究 者 部 ⾨

⾼校、⼤学、⼤学院、専⾨学校等の学⽣等
⼀般企業、起業家、NPO法⼈、個⼈等
起業もしくは将来起業される⼥性の⽅
研究所、⼤学等の研究者、個⼈等

2016年12⽉9(⾦) 12:00〜19:00

会場設営:9:00〜10:30
時 発表会：12:00〜16:30(11:30受付・開場）
会場撤去:16:30〜18:00
交流会：17:00〜19:00(⼀般:3000円 招待:無料) リハーサル:10:30〜11:30
所 発表会：ナレッジシアター(グランフロント⼤阪北館4Ｆ） 審査委員説明会:11:00〜11:30

ファイトセミナー(予定) 新ビジネス、既存産業の新たな取組み等に関すること
参 加 予 測 ⼈ 数 350⼈ 企 業 数
200社 学 校 数
発 表 作 品 数 ビジネス10、キャンパス10他
審
査
委
員 各代表10名程度

ビジネスデザイ ビジネスセミナー：5回
30校 ンセミナー ブラッシュアップ：3回
メディア放映等

主催：ICTビジネス研究会 テレコムサービス協会近畿⽀部
共催：ハイテクノロジー・ソフトウェア開発協同組合(HISCO) ⼥性と地域活性推進機構(WAO)
Osaka Innovation Hub
主 催 等 ( 予 定 ）
後援：総務省近畿総合通信局 経済産業省近畿経済産業局 中⼩企業庁 ⼤阪商⼯会議所
⼤阪府 ⼤阪市 京都府 京都市 池⽥泉州銀⾏ ⼤阪信⽤⾦庫
オープニング

12:00〜12:10 開会挨拶

発表会(キャンパス、ビジネス)

12:10〜15:20 7分からの10分のプレゼン＆質疑応答

ファイトセミナー

15:30〜16:00

審査委員会

15:30〜16:00

結果発表

16:00〜16:30 表彰式、記念撮影

交流会

17:00〜19:00

新ビジネス、既存産業の新たな取組み、新技術等に関すること
もしくは昨年の優勝者のその後のプレゼン
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近畿⼤会 募集内容
（１）応募の流れ
応募した作品は⼀次審査を経て各地域の⼤会へ出場します。優秀な作品は全国⼤会への出場権が授与されます

（２）応募⽅法(⼀次審査⽤)
書式があるもの“〇”は必要事項をご記⼊ください。⾃由書式”⾃由”はビジネスモデルの概要を各⾃作成の上、
Webもしくはメールで提出をお願いします。
E-mail：ict-business@telesa.or.jp(件名：ビジネスモデル応募)
Web：全体 http://ict.telesa.or.jp/2016bm.html 近畿 http://ict.telesa.or.jp/archives/2438
提出資料

書式

応募者の概要
アイデアのきっかけ
ビジネスモデルの概要

〇
〇
⾃由(PDF)

記⼊内容

グループ名・法⼈名・学校名、代表者の情報を記⼊
ビジネスアイデアのきっかけ、新規性、実現性、継続性について記⼊
“審査の視点”の評価ポイントを盛り込んだ概要図もしくは映像

（３）募集期間
プレゼン作品応募 ⇒ ⼀次締切(11/11) ⼆次締切(11/25) 応援参加 ⇒ (12/8)
＊⼀次締切までの応募作品を対象としたブラッシュアップセミナーを開催します。

(４） 審査・選考⽅法
① ⼀次審査【概要書類審査】(⾮公開)
・「アイデアきっかけ」と「ビジネスモデルの概要」をもとに「新規性、実現性、継続性」を評価し、ビジネス部⾨とキャンパス
部⾨から計10作品を地域⼤会へ選出します。
・結果は10⽇前までにご連絡しますので、審査を通過された⽅は、ビジネスの計画を記載した「ビジネスモデル資料」お
よび発表のための「発表プレゼン資料」のご⽤意をお願いします。(別途ご連絡)
・⼤会説明を兼ねた直前ブラッシュアップセミナーへのご参加をお願いします。
② 近畿⼤会【書類審査＋プレゼン審査】(公開)
審査委員の評価(書類＋プレゼン(7分〜10分))＋応援参加者による投票評価により受賞者を決定します。⼀定基
準に達した作品の内、ビジネス部⾨１点、キャンパス部⾨、⼥性起業家部⾨１点に全国挑戦権が授与され、研究
者部⾨には、特別賞が授与されます。
③ 全国⼤会【書類審査＋プレゼン審査】(公開)
審査委員の評価(書類＋プレゼン(7分〜10分))＋応援参加者による投票評価により受賞者を決定します。
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近畿⼤会
募集内容
審査・選考⽅法
【審査基準】
基 準
基礎

特別

評価内容

新規性

商品化・事業化できる新しいアイデアか？

実現性

どのような形で事業化できるか？ 既に事業として成り⽴っているか？

需要性

顧客ニーズに合致しているか？ 需要があるか？

⽬的性

明確な理念や⽬的があるか。

継続性

継続的に事業が拡⼤するような循環ビジネスとして成り⽴つか。

地域貢献性
プレゼン⼒

地域の産業発展や雇⽤等、地域に貢献できるか。
⼈に伝え説得できるプレゼンができているか。

【賞のイメージ】
賞
キャンパス賞
総務省総合通信局⻑賞
キャンパス特別賞
ICTビジネス研究会キャンパス賞
ビジネス賞
経済産業省経済産業局⻑賞
ビジネス特別賞
テレコムサービス協会⽀部会⻑賞

対象

評価基準

キャンパス

キャンパス部⾨の中で総合
的に優れたモデル

ビジネス

ビジネス部⾨の中で総合的
に優れたモデル

副賞等

全国発表会出場権
商品券5万円相当

全国発表会出場権
商品券5万円相当

⼥性起業家賞 ＷＡＯ賞

ビジネス、キャンパス（起業家も ⼥性ならではのアイデアを実
しくは将来起業される⼥性）
現する優れたモデル

全国発表会出場権
商品券等

地域振興賞 池⽥泉州銀⾏賞

ビジネス、キャンパス

地域活性化および地域振
興に資するモデル

商品券等

HISCO賞

ビジネス、キャンパス

サービスの優れたモデル

商品券等

研究者特別賞

研究者

企業連携でビジネスを加速
できるモデル

商品券等

スポンサー賞

ビジネス、キャンパス

スポンサーが選ぶモデル

商品券等

【発表スタイル（IBスタイル）】
⾃分の主張を的確に表現することです。インカムをつけて、⼿元でPCも操作し、舞台を⾃由に動き発表することができ
ます。⾃分のプレゼンにあったスタイル＆パフォーマンスを期待しています。服装は⾃由です。
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