「第２回 創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」を開催し、1,717件
（207校）のエントリーをいただきました。書類審査において高い評価を得た優秀なプラン
を「高校生ビジネスプラン・ベスト100」として選出しました。また、その中からファイナ
リストに準ずる優秀なプランを「準ファイナリスト賞」として表彰しました。
都道
府県

高校名

ビジネスプラン名 ＜ファイナリスト（10件）：◎ 準ファイナリスト（10件）：○＞

北海道旭川商業高等学校 まるつけスタンプ
AAS support (an aging society)
北海道札幌啓北商業高等学校

ＨＫＰ～ホテル観光プラン～
字幕表示記録機能付き電話 ～メモ用紙がいらなく、データ保存可能～
北海道滝川西高等学校

単元アプリ ～求めるものは知りたいところだけ～

○

北海道
薬指示さん
北海道中標津農業高等学校

農高生発信☆中標津町「統一ラベル」の販売（ＴＥＡＭ中標津で、知名度
ＵＰ！売上ＵＰ！戦略）

○

親子円満弁当 ～あったかいお昼ごはん～
北海道富良野緑峰高等学校

制服交換サービス
レストラン ＭｕＭ（マム） ～食用菊を利用した地域活性化レストランによ
り、新たな地域産業を創造する～
既存製品の新用途開拓商品の提案
青森県立黒石商業高等学校
～こけしとチェスのコラボ商品「こけス」の販売を目指して～
北海道北見商業高等学校

青森

青森県立名久井農業高等学校 満開！！～笑顔花咲くウエディングビジネス～

岩手 岩手県立宮古水産高等学校 イーハトーブの風に乗せて 『ミヤコアミエビクラッカー』
最新ＡＲグラス観光で雇用を創出！
～侍の力で歴史を体感！咲かせよう白石の城下町～
宮城
宮城県農業高等学校
伝統野菜の栽培で、被災地域の再生から商品開発を目指して～日韓国
際交流で、仙台白菜キムチを世界に発信！～
オール秋田で取り組むオンリーワンのきのこづくりへ向けた私たちのビジ
秋田県立大曲農業高等学校
ネスプラン（地域資源を活用した私たちのGreen Innovation）
秋田

◎

Ｄｏ・田舎ＭＡＧＩＣ ～おめにもう恥かがせね～
秋田県立湯沢翔北高等学校

小野小町＋占い＝恋愛成就 ～小野小町があなたの恋を応援します～
山形県立村山産業高等学校 農業者の苦手分野をサポートする 農業の６次産業化サポート集団

山形
山形県立鶴岡北高等学校 Play Fashion
福島

福島県立福島高等学校

次世代養殖技術を活用した福島の魅力創造プラン

茨城 茨城県立並木中等教育学校 Dreams come true
『サキュールシャワー』の商品化
～ 自然エネルギーを活用した住宅設備の開発 ～
栃木
This is Japanese culture．
栃木県立栃木農業高等学校
～サクラから始まるおもてなし～
栃木県立宇都宮工業高等学校

○

都道
府県

高校名

ビジネスプラン名 ＜ファイナリスト（10件）：◎ 準ファイナリスト（10件）：○＞
Edu × innovation. いなかコミュニティー！

群馬 ぐんま国際アカデミー高等部
アニ活！！

Let`s 地方活性化*:.｡*(●´∀`)八(´∀`●)*｡:*･'

栄北高等学校

SLP(シルバーライフプラン)

昌平高等学校

政権獲得ゲーム ～みんなで学ぼう！日本の政治～

○

埼玉

これであなたもおもてな師★
今度こそ 成功しよう ダイエット
市川高等学校
寺子屋動画 （エドゥケーションにレボリューション）
千葉

星空の開拓団
Marriage hunting Box☆
千葉県立千葉商業高等学校

千葉黎明高等学校

インバウンドの増加をビジネスに活かせ！
（訪日外国客を活用した地域ビジネス活性化プラン）
Creative Activity ～夢を持つ人に成長できるチャンスを～

早稲田大学高等学院
慶応義塾女子高等学校
フェアトレード自動販売機プロジェクト
名古屋市立菊里高等学校
立命館高等学校
東京

筑波大学附属高等学校

キッズビジ ～児童のビジネス精神の育成支援～

東京都立瑞穂農芸高等学校 まきおこせ！ ベジパン革命!!
東京都立八王子桑志高等学校 香れ若者たち！

オーダーメイド文房具
横浜市立横浜商業高等学校 だれもがアーティスト！！

モデリングワールド
神奈川
Help Company @ Japan
洗足学園高等学校

ペットが幸せになれるような世の中へ
歩きスマホをやめて素敵なショッピングをしませんか？

新潟

新潟県立海洋高等学校

鮭を最後まで愛して ～鮭魚醤「最後の一滴」によるまちおこし～

富山 富山県立富山北部高等学校 伝統産業・工芸活性化サービス
福井 福井県立科学技術高等学校 今庄×高校生×柿SHIBUプロジェクト
山梨 甲府市立甲府商業高等学校 ハロージョブ （地域の人材を活用した習い事教室の運営）
ポップコーンで 地域を爆発！？
～ 国産ポップコーンで 新たなビジネス旋風を ～
岐阜
憩いの施設「養老製菓・ヤギ乳の家」で地産地益商品を製造販売
岐阜県立大垣養老高等学校
（ヤギ乳と耕作放棄地利用の２本立てで地域を豊かにする）
岐阜県立加茂農林高等学校

◎

都道
府県

高校名

ビジネスプラン名 ＜ファイナリスト（10件）：◎ 準ファイナリスト（10件）：○＞

静岡県立伊豆総合高等学校 会話が弾む楽しいレトルト食堂
静岡県立静岡農業高等学校 松葉から生まれる新産業システム

静岡
静岡県立富岳館高等学校
富士市立高等学校

◎

地球温暖化から産地を守る
～地球温暖化に対応した新たな環境資材「スーパー堆肥」の開発～
富士ひのきさん（山）

愛知県立一宮商業高等学校 ムービー☆フライデーナイト

愛知県立五条高等学校

バタフライエフェクト ～あなたの1円が世界を救う～

◎

愛知県立南陽高等学校

アメリカで江戸を体験！！

○

愛知
Zero Time Register（ゼロタイムレジ）
愛知県立豊橋工業高等学校 フットファン「イエティ」

車いす利用者向け買物補助具の開発
三重

三重県立相可高等学校

○

スイーツで元気を ～高齢者向けのお菓子を提供できる移動カフェ～

滋賀 滋賀県立大津商業高等学校 ふわっと香る 何とも言えないあの香り ずっと食べたかった 幸せの味
京都市立紫野高等学校
灘高等学校

再発見 ～そこがよかった、日本の農業～

京都市立西京高等学校

GCW 〜Global Child Wear〜

京都府立京都すばる高等学校

京都府立桂高等学校
京都

「高校生による高校生のための高校生の夢実現ファンド」
～高校生が叶えたい夢～
“TATAMI”を世界共通語へ！ ―カンボジア発「Made in Japan」の食用
藺草（イグサ）と畳を海外へ発信―

○

◎

京都府立嵯峨野高等学校 らくらく電車サービス
京竹茶の開発
京都府立須知高等学校

野菜と醤油のコラボアイスで若者文化に売り込め
（野菜・醤油アイスで京野菜農家倍増計画）

同志社国際高等学校

「NINJA」 ～より快適に、よりスムーズに～

福知山成美高等学校

『京都府北部におけるスポーツ観光振興による活性化プラン2014』

◎

Looking back ～あなたの夢 叶えましょう～
四條畷学園高等学校
移民コンサルタント （Welcome to Japan!）
大阪
大阪市立扇町総合高等学校 Great Wall Paper ～トイレの壁を変える壁紙～
追手門学院大手前高等学校 画期的な防災教育プログラムのご提案

千河(ちこう)モール（日本一小さな全日制普通科高校からの村おこし）
兵庫県立千種高等学校
兵庫

町内お知らせ任せな隊
（日本一小さな全日制普通科高校からの町おこし）

兵庫県立姫路商業高等学校 まちの食堂屋さん

兵庫県立龍野北高等学校

巻き起こせ ＵＮ・ドーナツ化現象！
～若者の地元定住で町の空家を埋め尽くせ～

○

都道
府県

高校名
帝塚山高等学校

ビジネスプラン名 ＜ファイナリスト（10件）：◎ 準ファイナリスト（10件）：○＞
ひとの輪、ひとの和 〜地域に広がる助け合い〜

奈良
奈良県立五條高等学校
和歌山 和歌山県立有田中央高等学校

柿で街おこし ～五條にもっと愛を･･･！～

○

自然、景観・環境保全型農林産物の認証で地域活性化
～人と人のつながりは究極のエコ～

島根 島根県立松江商業高等学校 便利ショッピング （あなたの街に活気を増やそう）
岡山 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 つなぐハウス ～Newライフ，Newコネクト！～
広島県立庄原実業高等学校

広島県立油木高等学校
広島

◎

地域連携による米粉ビスケットの開発とその販売戦略
（ホッとする午後のひと時を過ごすために）
日本の農業を元気にする交配用ミツバチレンタル会社
～ミツバチ，栽培農家ともに笑顔広げるWIN,WINな関係～

広島市立広島工業高等学校 「高校生によるご用聞き」 （ ゴ用聞き隊！ ∞(*⌒▽⌒*)∞ ）
広島市立広島商業高等学校 訪問！Total修理

Let’s Blast !!
（子連れで青春カムバック！親子の思い出の夏を創ります！）
山口
The Three Price Shop
山口県立柳井商工高等学校
（伝統工芸品「柳井縞」によるビジネスプランニング）
山口県立岩国高等学校広瀬分校

○

徳島 徳島県立小松島西高等学校 あなたの自転車運び隊！～翌日の通学助けます～
香川 香川県立高松工芸高等学校

香川の漆ＰＲプロジェクト『麗漆社（うるわししゃ）』
～うどん県からうるし県へ！～

◎

愛媛県立宇和島水産高等学校 真鯛のカマとシーズンオレンジーの商品で愛媛県をＰＲ

愛媛

ＩＣＴを活用した家庭料理の宅配サービス
愛媛大学附属高等学校
夜の給食 ～じっちゃんばっちゃん学級～

福岡 福岡県立福岡工業高等学校 じょうろ見守り隊

◎

長崎県立諫早商業高等学校 clean ～あなたの死後のプライバシー～

長崎
長崎県立諫早農業高等学校

芽ネギをブランド野菜として流通させる
（植物工場で芽ネギを養液栽培し市場流通を目指した取り組み）

熊本県立熊本商業高等学校 地産地消・食彩ネットワーク構想

～ITで信頼の食を～

熊本
熊本県立天草高等学校
大分県立津久見高等学校海洋科学校

大分

Sea heart land wedding (アイランド)
浜辺のにぎわいプラン
～水産業の元気を回復させて、地域振興へつなげよう～

大分県立鶴崎工業高等学校 湯けむりオーロラ
宮崎県立小林秀峰高等学校 ハーブで地域活性化 ～遊休農地・耕作放棄地から6次産業化～

宮崎
宮崎県立富島高等学校

sweetsweet

鹿児島 鹿児島県立南大隅高等学校 おじゃったもんせ 佐多岬
沖縄県立中部農林高等学校

沖縄

沖縄尚学高等学校
興南高等学校

～ 本土最南缶プロジェクト ～

“ 琉球からハジマル ”イモのムーブメント ～バイオ苗の安価な培養方
法を確立し、機能性食品として芋の葉を売り込もう～
めんそーれ沖縄プロジェクト
「まな・びば」 ～あなたに合った学び場を提供します～

◎

