平 成 26 年 1 月 14 日
株式会社日本政策金融公庫

「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」
グランプリは、愛媛県立宇和島水産高等学校に決定
○

平成 26 年１月 11 日（土）に東京大学本郷キャンパスで行われた「創造力、無限
大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」の最終審査会において、愛媛県立宇和
島水産高等学校 水高ブルーカーボン・プロジェクトチームの「宇和海からの贈り物」
がグランプリを獲得し、エントリー総数１，５４６件の頂点に立ちました。

○

グランプリを獲得した「宇和海からの贈り物」は、自ら育てた海藻類を飼料とす
ることで、アワビを低コストで養殖し、宇和島の道の駅で販売するという内容で、
地域活性化や地元宇和海の環境保全など地域の課題解決が期待できる点が特に評価
され受賞に至りました。

○

準グランプリには、京都府立桂高等学校 京の伝統野菜を守る研究班の「新たな京
ブランドの確立と機能性食材の可能性について」、審査員特別賞には、栃木県立宇都
宮白楊高等学校 白心Ｐ社の「かっぱっぱ王国」、市川高等学校 11back の「親孝行
サービス」の２プランが選出され、さらに４プランに優秀賞が贈呈されました。

○

本会に先立ち、惜しくもファイナリスト８組に選出されなかったものの、書類審
査において高い評価を得たビジネスプランについても、
「高校生ビジネスプラン・ベ
スト１００」として、全国８１校のプランに対して表彰状を贈呈し、その若者らし
い創造力と惜しみない努力に対し、公庫職員が全校訪問のうえ表彰を行いました。

○

また、応募があった全てのビジネスプランに対し、それぞれのプランの課題、
改善点についてアドバイスコメントをフィードバックすることで、起業教育に貢献
しました。

○

「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」は、日本政策金融公
庫が創業者向け融資のパイオニアとして、長年培ってきた経験・ノウハウを「起業
教育」の現場に還元したいと考え、全国の高校生を対象に、今年度初めて開催した
ものです。

○

これからも高校生などの若い世代を対象に、創業の種を幅広く蒔き、将来の起業
家を増やすための取組を続けてまいります。

【高校生ビジネスプラン・グランプリ最終結果】
受賞

高校名
愛媛県立

グランプリ

宇和島水産
高等学校

準グラン

京都府立

プリ

桂高等学校

審査員

市川高等学校

特別賞

（千葉県）

審査員
特別賞

栃木県立
宇都宮白楊
高等学校

青森県立
優秀賞

優秀賞

名久井農業

宇和海からの贈り物
～水高育ちのエコなアワビ～

新 た な 京 ブ ラ ンド の 確 立と
機能性食材の可能性について

親孝行サービス
～洗濯の新たな選択肢を求め
て～

かっぱっぱ王国
～Ｌｅｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ
ｒａｉｎｙ ｄａｙ！～

思わず深呼吸

高等学校

～花いっぱいの明るく澄んだ
空間をあなたに～

慶應義塾

ワールドベンチャーコミュニ
ケーション

高等学校
（神奈川県）

優秀賞

プランタイトル

～世界中のサポーターがすぐ
そこに～

香川県立

ｉファーマシー２４

高松工芸

～コンビニで２４時間、薬が
買える！～

高等学校

沖縄県立
優秀賞

八重山農林
高等学校

老廃牛（経産牛）から「石垣
長寿牛」加工食品の開発

プラン内容
二酸化炭素を吸収するコンブ・アオサなどを養
殖。収穫した大量の海藻類を使ってアワビ養殖
することで、エコで環境にやさしく、低コスト
な養殖を実現する。

源氏物語に登場し、機能性食材として有効な蓮
（レンコン及び蓮の実）を活用。蓮を使用した
商品の開発のみならず、食品会社へ新商品の提
案を行うプロデュースビジネスも展開する。

柔道着や剣道着など、家庭では洗濯しづらいも
のを、学校で預かり洗濯し、翌朝学校に届ける
ビジネス。クリーニングまでの品質を求めず、
家庭用洗剤を使用し、低コスト＆スピーディを
実現している。
デザイン性、機能性に優れた今までにない新し
いレインコートの開発。
レインコート
（かっぱ）
が３つのパーツ（頭、胴、脚）に分かれており、
３つのパーツをそれぞれが自分好みに選べ、世
界に１つだけのレインコートを自由にカスタ
マイズできる。
照度不足の室内でもきれいな花（主にサンパチ
ェンス）を咲かせる特殊な鉢花の販売。室内で
鮮やかに花が咲くため、気分が晴れやかになる
うえ、空気浄化能力が高い花のため、空気浄化
機能でシックハウス症候群などの症状も防ぐ
こともできる。
起業家に海外の投資家に出会える場を提供す
るサービス。SNS により会員を募り、大型ディ
スプレイを設置した会場で、海外の投資家に対
し画面越しにプレゼンを行い、その場で投資契
約を結ぶことができる。
コンビニで医薬品の受け取りを可能とする医
薬品販売事業。24 時間体制で薬剤師を配置し
たカスタマーセンターを設け、顧客はネット回
線により薬剤師に症状を伝える。薬剤師は、症
状に合う薬があるコンビニを伝える。
安価で取引されている老廃牛（一定の年齢に達
した繁殖用雌牛）を活用するプラン。老廃牛を
「石垣長寿牛」としてネーミングし、牛ダシ汁
や牛そばセットなどのレトルト加工食品を開
発する。

【高校生ビジネスプラン・ベスト１００】※ファイナリスト８組を含む
高校名

プ ラ ンタイト ル

北海道旭川農業高等学校

「あったか旭川まん」ショップで地域をあったかく盛り上げよう！

北海道美幌高等学校

合同会社「びほろ笑顔プロジェクト」

北海道江別高等学校

車椅子用のカーナビ in GPS

北海道江別高等学校

スクール チェンジ レボリューション SCR

立命館慶祥高等学校

試着可能アパレル通販システム”サイバーフィッティングルーム”

北海道北見商業高等学校

オホーツク１００％＇安心安全 オホーツクの素材（

北海道滝川西高等学校

バリアフリーキャンプファイヤ！

北海道札幌啓北商業高等学校

手袋貼るんパス

北海道札幌啓北商業高等学校

ＤＬＳシステム

北海道札幌啓北商業高等学校

OKKS＇オックス（

北海道札幌啓北商業高等学校

ナビカート

北海道三笠高等学校

和～ふれあい交流センター～

札幌市立札幌大通高等学校

海外から帰国もしくは来日した小・中・高生の日本語・学習をサポートする教育サービス

北海道旭川商業高等学校

見た目でわかる「フタいまー」

青森県立名久井農業高等学校

アップル・デザイン

青森県立名久井農業高等学校

思わず深呼吸

青森県立黒石商業高等学校

長生きしよう青森県

宮城県石巻商業高等学校

ソーラー充電付き電動自転車の開発・販売とレンタル自転車システムの運用

秋田県立湯沢翔北高等学校

地熱を利用して「どじょう」を養殖

山形県立村山農業高等学校

地元特産物 自然薯を用いて町の活気を復活させる！

清真学園高等学校

余りもの＇the rest（で美味しい料理を食べることができるrestaurant

栃木県立那須拓陽高等学校

地域産業と連携した商品開発

栃木県立鹿沼商工高等学校

「お菓子の街 鹿沼」を目指して

栃木県立宇都宮白楊高等学校

かっぱっぱ王国

群馬県立利根実業高等学校

蕎源郷 奥利根庵～日本初 蕎麦のテーマパーク～

ぐんま国際アカデミー高等部

iphoneOS＆android対応無料アプリ「ボウト。」

埼玉県立杉戸農業高等学校

耕作放棄地を活用した市民農園の運営

埼玉県立秩父農工科学高等学校

秩父元気プロジェクト

市川高等学校

親孝行サービス

市川高等学校

女性の社会進出支援のための鉄道会社とのコラボによる託児ビジネス

市川高等学校

ＡＳＫ ＣＨＡＮＣＥ

千葉県立千葉商業高等学校

Ｐｒｉｎｃｅｓｓ ａｎｙｔｉｍｅ

高校名

プ ラ ンタイト ル

明治大学付属明治高等学校

ＭＹ ＭＩＬＬＯＲ

岩倉高等学校

列車環境・混雑率提供サイト

東京都立芝商業高等学校

Ｈａｐｐｙ Ｆｌｏｗｅｒ Ｃａｆｅ

東京都立千早高等学校

ウォ―タ―ライフ

東京都立千早高等学校

Japan Healthy Selection

慶應義塾高等学校

ワールドベンチャーコミュニケーション

横浜市立横浜商業高等学校

タクシーの位置がわかるアプリ

横浜市立横浜商業高等学校

れっつSPORTS!!!!～珍～

横浜市立横浜商業高等学校

道具を作ろうプロジェクト グローブの気持ち

横浜市立横浜商業高等学校

ブレーカーが落ちる!

横浜市立横浜商業高等学校

アウトドアイベント活性化プラン

富山県立富山北部高等学校

都内保育施設情報サイト

富山県立富山北部高等学校

電車遅延通達アプリ

富山県立富山商業高等学校

カッチと電球

福井県立科学技術高等学校

トイレで環境を考える

山梨県北杜市立甲陵高等学校

素人音楽公開サイトの運営

山梨県北杜市立甲陵高等学校

耕作放棄地を利用した農業体験プロジェクト

岐阜県立大垣養老高等学校

農業高校生産物直売所＠養老公園

関市立関商工高等学校

輝け！日本の大きな富士山！

静岡県立富岳館高等学校

地球温暖化から産地を守る

愛知県立南陽高等学校

Be Happy♡！

愛知県立南陽高等学校

あの頃の青春よ、今一度！！

愛知県立豊橋工業高等学校

ふんばる君＇飛ばない紙コップ（

愛知県立豊橋工業高等学校

guide dog＇盲導犬（NAVI

愛知県立岡崎商業高等学校

冷えマスター

愛知県立一宮商業高等学校

全国レストラン

愛知県立渥美農業高等学校

win-winプロジェクト～茶農家の経営改善と新食材調達システム～

滋賀県立大津商業高等学校

２．７╱４．２３ ～滋賀魅力の自慢、不朽の名物～

京都府立桂高等学校

京の新たな機能性食材の可能性について

京都市立西京高等学校

Café de Learn

京都市立西京高等学校

Personal restaurant

京都府立京都すばる高等学校

金融のことならお任せ！”金融お助け隊”

高校名

プ ラ ンタイト ル

京都府立網野高等学校

サプライズでおもてなし

大阪府立千里高等学校

ワールド・ブックリーダー

大阪教育大学附属高校平野校舎

ペット入居施設「ハートフルホーム」

大阪高等学校

格安鉄道模型の提案販売

大阪市立市岡商業高等学校

ゼリーｄｅ納豆革命

大阪市立淀商業高等学校

学食堂

大阪学芸中等教育学校

Seep＇プラットフォームによる音楽の可能性（

神戸星城高等学校

アイディアひとつでニッチ開発

兵庫県立龍野北高等学校

各種印刷業「龍北工房」の運営

兵庫県立大学附属高等学校

犬を預かる施設『託犬所』の運営

兵庫県立大学附属高等学校

マンガ翻訳サービス

兵庫県立大学附属高等学校

ノック式プッシュ型歯磨き粉

神戸市立六甲アイランド高等学校

音声付き携帯スケジュールアプリ

和歌山県立有田中央高等学校

高校生校内模擬カンパニーアグリ☆スマイル地域活性化それは笑顔のおすそわけ

島根県立益田翔陽高等学校

電気で地域を元気にするネット

島根県立吉賀高等学校

吉賀町で大きくなる夏

島根県立松江商業高等学校

スポーツお助け隊

島根県立松江商業高等学校

ニュース豆知識

岡山県立倉敷鷲羽高等学校

new ゆめバス児島ツアー

山口県立岩国高等学校広瀬分校

美＇be（ヘルシーダイエットツアー

香川県立高松工芸高等学校

ｉファーマシー２４

愛媛県立八幡浜高等学校

健康的な身体になる弁当販売店の運営

愛媛県立上浮穴高等学校

森のレストラン

愛媛県立上浮穴高等学校

高原の教室＇夏場の涼しい 犬の躾教室（

済美高等学校

みかんの家

愛媛県立松山商業高等学校

愛媛つながりコーディネート

愛媛県立松山商業高等学校

しまなみレンタサイクルへの提案

愛媛県立宇和島水産高等学校

まだいスモークバーガーショップ「スモークリン♪」の運営

愛媛県立宇和島水産高等学校

宇和海からの贈り物

愛媛県立宇和島水産高等学校

無投薬シーホルモンと無農薬野菜

愛媛県立宇和島水産高等学校

あこや貝のむき身を広げるために

愛媛県立宇和島水産高等学校

アコヤガイの水煮缶詰

愛媛県立宇和島水産高等学校

地元の食材を使った釜飯

高校名

プ ラ ンタイトル

福岡県立福岡工業高等学校

Ｅｇｇ ｏｆ Columbus

大分県立宇佐産業科学高等学校

米粉を利用したパウンドケーキ製造プロジェクト

大分県立日出暘谷・日出総合高等学校 大分発新 最強！ビジネスの相棒＇バディ（＠官兵衛

宮崎県立延岡商業高等学校

コスメバイキング

宮崎県立小林秀峰高等学校

新たなフードビジネスで地域活性化

宮崎県立都城商業高等学校

顧客目線の商品開発と起業者のサポートをする会社の運営

鹿児島県立鹿児島南高等学校

かごしまドッグランドの開業を目指して

沖縄県立北部農林高等学校

シークヮーサー果皮粉末を使った特産品開発

沖縄県立宮古総合実業高等学校

地下水保全を目指した有機肥料の製造販売

沖縄県立八重山商工高等学校

石垣島ユーグレナスイーツプロジェクト

沖縄県立八重山農林高等学校

日本全国に届けたい！八重山から国産ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞの甘い香りを

沖縄県立八重山農林高等学校

「石垣長寿牛」加工食品の開発

