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株式会社日本政策金融公庫 

 
日本政策金融公庫（略称：日本公庫）が開催する、第４回「創造力、無限大∞ 高校生ビ

ジネスプラン・グランプリ」の最終審査会に進出するファイナリスト１０プランが決定し

ました。 

エントリー総数２，６６２件（３２４校）から選ばれたファイナリスト１０プランは、

平成２９年１月８日（日）に東京大学本郷キャンパスにおいて開催される最終審査会にお

いて、プレゼンテーションを行い、本グランプリの頂点を目指します。 

今回のファイナリストには、地域資源を活用して地域の活性化を図るプランや、創造力

溢れる発想で子育て支援等の社会問題を解決するプランなどが選ばれています。 

最終審査会で、全国から選ばれた１０チームが活き活きとプレゼンテーションする姿を、

是非、ご取材ください。なお、発表当日に向けてチーム一丸となり準備する高校生の様子

なども取材可能ですので、広報部までご連絡ください。 
 

【ファイナリスト１０プラン】（順不同） 

高校名 プランタイトル プラン概要 

北海道大谷室蘭高等学校 
U-18 おもてなし室蘭 旅人と地元民の心を

つなぐ「おもてなしサロン」へようこそ 

室蘭に訪れる観光客向けに、地元の夜景、食事や

高校生等との交流が楽しめる宿泊プランを販売 

渋谷教育学園渋谷高等学校 
Yokohama International School  
British School in Tokyo  

離島でVolonge 

～Volontaire et Voyage～ 

都心の高校生や留学生に離島の子供に英語の読

み聞かせを行うボランティアツアーを提供 

早稲田大学高等学院 なびにばる 
ショッピングセンター訪問者に対して、施設と各

テナントから情報発信するアプリを提供 

静岡県立藤枝北高等学校 
天然糀菌（こうじきん）による発酵の町プロ

ジェクト 
地域の天然糀菌を利用した発酵食品の開発・販売 

京都府立桂高等学校 
乙訓から発信 ボランティア型観光への挑戦

～京の伝統野菜は外国人観光客が守る～ 

外国人観光客をターゲットとしたボランティア

ツアー（放置竹林の整備）の運営 

大阪府立三国丘高等学校 
ビビック 

～安全な蚊除け商品開発ブランド～ 

デング熱の予防対策として、現地の材料を用いて

蚊除けグッズを開発・販売 

四條畷学園高等学校 子ども達に愛を・・・☆ 
空き家を再利用した子育て支援事業。指導員に

は、主婦、学生、地域のご老人を活用 

相生学院高等学校明石校 
世界ベンチ家族物語 

～今こそ絵本で家族をつなぐ！～ 

家庭内でのコミュニケーション不足を解消する

ため、セミオーダーの絵本を制作・販売 

兵庫県立播磨農業高等学校 
沖縄県立美来工科高等学校 
沖縄県立コザ高等学校 
沖縄県立美里高等学校 
沖縄県立中部農林高等学校 

播磨とコザの高校生が“創るマチ”Start up Project！  

～地域の“食”と“農”を未来につなぐ～ 

耕作放棄地の増加など両地域に共通する地域課

題を解決するため、小中学生向けに農業疑似体験

アプリを開発し、若い世代の食育を推進 

山口県立柳井商工高等学校 
伝統織物柳井縞をつかったソーシャルビジネス  

～伝統品でペットビジネスに参入！～ 

地域の伝統織物である「柳井縞」を使用したペッ

ト商品を販売 

※ その他の表彰（高校生ビジネスプラン・ベスト100）については別紙をご覧ください。 

高校生のビジネスプランの頂点を競う１０プランが決定 

～第４回 「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」の選考結果～ 

ニュースリリース 



【最終審査会の概要】 

日時 平成２９年１月８日（日）１３：００～１７：３０ 

場所 東京大学伊藤謝恩ホール（東京大学本郷キャンパス内） 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

12:15～13:00 受付 

13:00～13:10 開会挨拶、審査員の紹介 

13:10～14:10 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

14:10～14:25 休憩 

14:25～15:25 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

15:25～15:40 休憩 

15:40～16:50 

特別講演・意見交換会 

ウォンテッドリー株式会社 CEO 仲 暁子氏 

「０→１ まずやることが大事」 

  
 

仲 暁子氏プロフィール 

1984年生まれ。京都大学経済学部卒業後、ゴールドマンサックス証券に入社。退職後、

Facebook Japanに初期メンバーとして参画。2010年 9月、現ウォンテッドリーを設立

し、企業と個人をビジョンでマッチングするビジネス SNS「Wantedly」を開発。2012

年 2月にサービスを公式リリース。 

Facebook での経験を通して、ソーシャルメディアの可能性を肌で感じたことが、

「Wantedly」というサービスを思いつくきっかけとなる。ウォンテッドリー設立後、人

と人が繋がることにより、個人の可能性を最大限広げるサービス作りに取り組む。 

16:50～17:30 結果発表・表彰式、講評（審査員長） 

審査員 

 

会社名、役職等 氏名 

慶應義塾大学商学部教授（審査員長） 樋口 美雄 氏 

経済産業省新規産業室 新規事業調整官 石井 芳明 氏 

トーマツベンチャーサポート株式会社 事業統括本部長  斎藤 祐馬 氏 

株式会社ベアーズ 専務取締役 髙橋 ゆき 氏 

Selfwing Vietnam Co.,Ltd CEO 平井 由紀子 氏 

NPO 法人 ETIC. 代表理事 宮城 治男 氏 

株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳 氏 

日本政策金融公庫 常務取締役 伊藤 健二 
 

 

 

 

 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

北海道釧路商業高等学校 釧路で一息しませんか？ ベスト１００

北海道大谷室蘭高等学校
U-18　おもてなし室蘭　旅人と地元民の心をつなぐ「おもてなしサロン」へよう
こそ

ファイナリスト

北海道函館水産高等学校 国際信号旗「ＵＷ」ビジネスで海の文化漂う街づくり ベスト１００

北海道函館商業高等学校
就活に必要な知識はドイツゲームから学んだ・・・ ～就活で必要なすべてをみ
につけるためのゲームの開発と流通～

ベスト１００

青森県立青森商業高等学校 あなたの足元にホタテ貝を。～廃棄物で地域活性化！～ ベスト１００

青森県立八戸東高等学校 ようこそ秘密基地へ ベスト１００

青森県立名久井農業高等学校 リアル農園ゲーム ～チャレンジファーム～ セミファイナリスト

岩手 盛岡中央高等学校 おたくの木は。Your tree. ベスト１００

宮城 宮城県農業高等学校 バラ の果実茶販売 ～被災地の新たな産業を目指して～ セミファイナリスト

秋田 秋田県立秋田高等学校 次世代学習支援アプリ「build up!」の製作 ベスト１００

山形 山形県立酒田光陵高等学校
産業廃棄物で山居倉庫の欅を救え！“共生のまちの力（ちから）”で酒田の観
光資源を守る！

ベスト１００

福島 福島県立西会津高等学校
西会津町活性化プロジェクト ほうじ茶車麩ラスク～ほうじ茶の香ばしさを
ギュッと凝縮しました。～

ベスト１００

茨城 茨城県立土浦第一高等学校 簡易発電機を発展途上国へ ベスト１００

栃木県立馬頭高等学校
内陸全国唯一の水産科、栃木県立馬頭高校水産科の女子生徒が、学校応援
会社を設立し、実習製品を販売する

セミファイナリスト

栃木県立小山北桜高等学校 小山のええもん（いいもの）広めっぺ ベスト１００

群馬 ぐんま国際アカデミー高等部 2R de　防災グッズ ベスト１００

早稲田大学本庄高等学院 人は学校で学び、学校へ帰る 「フェニックス・スクール」 ベスト１００

埼玉県立八潮南高等学校 特産物をアピールして地域活性化を図ろう！ ベスト１００

新潟 新潟県立国際情報高等学校 四次元備蓄 ベスト１００

長野 長野県坂城高等学校 使い捨てゴミ箱　【特許出願済み】 ベスト１００

千葉県立松尾高等学校 高齢者施設で高校生が笑顔のアルバイト ベスト１００

千葉県立一宮商業高等学校 上総(かずさ)とんびを絵馬守りへ！～change the 凧～ ベスト１００

渋谷教育学園幕張高等学校 あなたは「旅」を夢見ていますか？ ～Change your Dream into Reality～ ベスト１００

千葉県立千葉商業高等学校 発展途上国におむつを！！ ベスト１００

「高校生ビジネスプラン・ベスト100」

千葉

北海道

青森

埼玉

栃木

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(10件)を「セミファイ
ナリスト賞」として表彰します。

別紙



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

市川高等学校 保育大改革～潜在保育士が常識を変える～ ベスト１００

市川高等学校 持ち込みペットボトルで自動販売機革命～エコで賢く節約生活～ ベスト１００

暁星国際高等学校
千葉県立松戸六実高等学校

千葉県白井市名産『梨』を使った地域活性化プラン ベスト１００

神奈川 神奈川県立中央農業高等学校
厚木＆海老名発 地元オリジナルブランド豚の粗挽きソーセージ＆地ビールの
ギフトセット

ベスト１００

山梨 甲府市立甲府商業高等学校 練り香水でエコ活動！県の名産品の廃棄物再活用！！ ベスト１００

東京学芸大学附属国際中等教育学校 地域社会にかかわる”きっかけ”づくり　―　jimoto Program－ (仮） ベスト１００

東京都立赤羽商業高等学校 トメさんのKids Restaurant in 桐ヶ丘団地 ベスト１００

渋谷教育学園渋谷高等学校
Yokohama International School
British School in Tokyo

離島でVolonge～Volontaire et Voyage～ ファイナリスト

品川女子学院高等部 １０年分の人生設計ノート『will note』 ベスト１００

東京都立第四商業高等学校 早寝、早起き、いーとmorning　!！ ベスト１００

早稲田大学高等学院 なびにばる ファイナリスト

麻布高等学校 Real Time Train Navigation セミファイナリスト

吉祥女子高等学校 旅は静けさの中に～聴覚障害者が活躍できる社会～ ベスト１００

東京都立第五商業高等学校 思い出カメラ ベスト１００

晃華学園高等学校 HERP～Handy Economic Recycling Printer～ ベスト１００

明治大学付属明治高等学校 LOVESTRAVEL ベスト１００

富山 片山学園高等学校 防災をよりオシャレに！身近に！Disaster Prevention リュック セミファイナリスト

金沢大学附属高等学校 石川に息づく「生味噌オーダーメイド」～あなたは味噌を愛していますか？～ ベスト１００

石川県立七尾東雲高等学校 「学校オーナーショップ」～能登の風味を真心で全国へ～ ベスト１００

福井 福井県立高志高等学校 SSS（Second　Stage　School）で学ぼっさ ベスト１００

岐阜県立岐阜農林高等学校 ２つの伝統の融合～『まくわうり』と『鮎』で新たな特産品の誕生～ ベスト１００

岐阜県立大垣養老高等学校 水からの贈り物　～伝説再現物語～ ベスト１００

静岡県立伊東商業高等学校
もう、“７５３”なんて言わせない！！ミスマッチからベストマッチへ！！ ～高卒
就職サポートセンターにより高卒就職者の３年以内離職率０を目指す！！～

ベスト１００

静岡県立藤枝北高等学校 天然糀菌（こうじきん）による発酵の町プロジェクト ファイナリスト

静岡県立伊東商業高等学校
ライバルは1990年代！2020年に向けた伊東市活性化のための新たな取り組
み！～２つの新商品開発が果たす役割とは～

ベスト１００

静岡県立静岡農業高等学校
地域資源が生み出す新たなビジネスプラン ～廃棄松葉から広がるビジネス
～

ベスト１００

愛知県立古知野高等学校 四つ葉のゴミーバー ベスト１００

愛知県立愛知商業高等学校 PARIPI ベスト１００

愛知

静岡

岐阜

石川

東京

千葉



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

三重県立相可高等学校 つながる幸せ農園プロジェクト ベスト１００

三重県立津商業高等学校 ～人生に選択肢を～地元インターンドリーム ベスト１００

滋賀 立命館守山高等学校 ＴＯＫＵポイント ベスト１００

京都市立西京高等学校 マイボトル式自動販売機 ベスト１００

京都府立桂高等学校 家庭菜園で一儲け　野菜ネット　～新たな仲介ビジネス～ ベスト１００

京都府立桂高等学校
乙訓から発信　ボランティア型観光への挑戦　～京の伝統野菜は外国人観光
客が守る～

ファイナリスト

京都府立桂高等学校 みんなで団血 ～若者が繋ぐ未来への社会貢献～ ベスト１００

四條畷学園高等学校 子ども達に愛を・・・☆ ファイナリスト

大阪府立三国丘高等学校 ビビック　～安全な蚊除け商品開発ブランド～ ファイナリスト

大阪府立三国丘高等学校 Su-windy ～日本のすだれ文化でフィリピンの家族をもっと幸せに!!～ セミファイナリスト

大阪府立三国丘高等学校 STOCKAN！!　～あなたのそばにそなえ”ようかん”～ セミファイナリスト

大阪府立三国丘高等学校 オフィスクっ！　～LUNCHERがみんなのお昼ごはんをサポート～ ベスト１００

奈良 西大和学園高等学校 Ｃａｎコーヒー～ベトナムでのコーヒー革命　We can do it!!～ ベスト１００

慶風高等学校
ジモカツ！～地元の人たちを活用したGPS機能による観光案内のマッチング
アプリサービス～

ベスト１００

和歌山県立神島高等学校
世界遺産体験学習ツアー＆体験型オーナーシェアリング ～Ｉターン者とともに
おこなう地域づくりのために～

ベスト１００

兵庫県立播磨農業高等学校
沖縄県立美来工科高等学校
沖縄県立コザ高等学校
沖縄県立美里高等学校
沖縄県立中部農林高等学校

播磨とコザの高校生が“創るマチ”Start up Project！ ～地域の“食”と“農”を
未来につなぐ～

ファイナリスト

兵庫県立姫路西高等学校 城攻め体験in姫路城 ベスト１００

兵庫県立小野高等学校
地域活性化に向けた取り組みⅡ～小野高校発　地域循環型ファンドシステム
の構築～

ベスト１００

兵庫県立小野高等学校 Let`s Go Country! ベスト１００

神戸市立葺合高等学校 PLATON！～高校生の社会進出のための支援～ ベスト１００

相生学院高等学校明石校 世界ベンチ家族物語 ～今こそ絵本で家族をつなぐ！～ ファイナリスト

兵庫県立有馬高等学校 ジッザニア セミファイナリスト

鳥取 米子松蔭高等学校 family communication （ファミコン） ベスト１００

島根 島根県立隠岐島前高等学校 地域総合学力向上型家庭教師 ベスト１００

岡山県立倉敷古城池高等学校 フルーツーリズム ベスト１００

岡山県立倉敷鷲羽高等学校
スマホ免許でＲＭＭ（ルール・マナー・モラル）皆伝 －スマホ快適！依存大
敵！！ルールを守るあなたが素敵－

セミファイナリスト

岡山県立瀬戸南高等学校 葉酸タマゴの販売 ベスト１００

岡山

兵庫

和歌山

大阪

三重

京都



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

広島市立広島工業高等学校
生活環境のカイゼンを環境センサーでサポート！～センサーネットワーク技術
で安心生活を手助けします～

ベスト１００

広島県立世羅高等学校 次世代に繋げ！ ～日本一の梨と駅伝の町・世羅～ ベスト１００

山口県立周防大島高等学校 周防大島“まるまるかぶりつき” ベスト１００

山口県立柳井商工高等学校
伝統織物柳井縞をつかったソーシャルビジネス ～伝統品でペットビジネスに
参入！～

ファイナリスト

徳島 徳島県立三好高等学校 Ｆｉｓｈ　Ｐｒｏｊｅｃｔ～魚で始める地方創生～ ベスト１００

香川 香川県立高松工芸高等学校 宝LOVEねっと～ぐるっと　瀬戸内　島めぐり！～ ベスト１００

愛媛 愛媛県立宇和島水産高等学校 フィッシュガール～愛育フィッシュで宇和島を創生する～ ベスト１００

高知 高知県立山田高等学校 それいけ!!空飛ぶパン屋さん ベスト１００

福岡 柳川高等学校 ぎゃん柳川よかとこばんもwithこっぽりー！－柳高ポータルサイト－ ベスト１００

佐賀 佐賀県立佐賀農業高等学校 微生物による食品廃棄物の再資源化について ベスト１００

長崎県立諫早農業高等学校 Future Farmers Project ～植物工場で伝統野菜流通計画～ ベスト１００

長崎県立大村城南高等学校 よりよい人生のお手伝い ～らぶ・スターカンパニー～ ベスト１００

大分
大分県立爽風館高等学校
大分東明高等学校

SPA CACAO～山は富士、海は瀬戸内、湯は温泉　最高の温泉で最高のカカ
オ～

セミファイナリスト

熊本 熊本県立球磨商業高等学校 宿泊型ボランティアツアーの提供 ベスト１００

宮崎 宮崎県立富島高等学校 PICKUPアプリ ベスト１００

鹿児島県立鹿児島南高等学校 南を結ぶ愛～南北６００キロを結ぶ愛の架け橋～ ベスト１００

鹿児島県立奄美高等学校 Amami　Driving　Plan ベスト１００

沖縄県立沖縄工業高等学校 発掘！あるある特産品「さんぴん茶葉を活用した商品開発」 ベスト１００

沖縄県立名護商工高等学校 名護でSTAYGOLD！ ～やんばるの魅力で宿泊率UP～ ベスト１００

沖縄県立美来工科高等学校 びわ染めキット ― 食べるだけではない、あなた色に染めるびわ― ベスト１００

興南高等学校 久米島牛　買う　COW？ ベスト１００

沖縄

鹿児島

長崎

山口

広島




