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コクヨホール（東京・品川）

地区大会 開催地決定 !!

全国高等専門学校
第 27 回プログラミングコンテスト

【東海地区大会】

［会場］伊勢市観光文化会館［主催］一般社団法人全国高等専門学校連合会

11/7

【近畿地区大会】

SPARK! TOHOKU 2016 Startup Pitch

［会場］滝沢市 IPU イノベーションセンター
［主催］みやぎモバイルビジネス研究会、宮城県、仙台市、青森県、
滝沢市、岩手大学、会津若松市、会津大学、秋田県

［会場］横浜国立大学

［主催］YNU ビジネスプランコンテスト実行委員会

第 17 回湘南ビジネスコンテスト

［会場］湘南産業振興財団
［主催］湘南新産業創出コンソーシアム、公益財団法人湘南産業振興財団

KBC Students Accelerator Program

［会場］慶應義塾大学（ 三田キャンパス 北館ホール）
［主催］KBC 実行委員会

［主催］野島記念 Business Award2016 実行委員会

信州ベンチャーコンテスト 2016

［会場］信州大学（上田キャンパス）

［主催］信越情報通信懇談会、特定非営利活動法人にいがた地域情報化推進協議会、長岡市

信州未来アプリコンテスト 0「ZERO」

［会場］長野市芸術館（アクトスペース）
［主催］長野県、信越情報通信懇談会

12/19

-20

【四国地区大会】

11/11

【九州地区大会】

地域のための学生アプリコンテスト 2016

［会場］長岡市地域交流センター「まちなかキャンパス」交流ルーム

12/17

10/21

［主催］信州ベンチャーコンテスト実行委員会

ICT メンタープラットフォーム
ビジネスプラン発表会

KG ビジネスプランコンテスト 2016

［会場］関西学院大学（西宮上ケ原キャンパス）
［主催］関西学院大学研究推進社会連携機構

同志社大学ビジネスプランコンテスト
New Island Contest 2016

［会場］同志社大学（今出川キャンパス）

［主催］同志社ベンチャートレイン、同志社大学リエゾンオフィス

【中国地区大会】

野島記念 Business Award2016

［会場］中央大学（多摩キャンパス）

11/26

12/3

YNU ビジネスプランコンテスト 2016

平成 28 年度 起業家甲子園・起業家万博 東海地区大会

［会場］名古屋大学 ［共催］公益財団法人ソフトピアジャパン、あいち
ベンチャーハウス（第三セクター株式会社名古屋ソフトウェアセン
ター）、名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部、国立研究開発法人
情報通信研究機構

起業家甲子園・起業家万博北海道大会 2016

［会場］ＴＫＰガーデンシティ札幌駅前
［主催］北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会、総務省北海道総合通信局

その他２会場を予定

【信越地区大会】

全国大会 [ 日程・会場 ]

10/15
12/17

【沖縄地区大会】

12/17

第 13 回
立命館学生ベンチャーコンテスト 2016

［会場］立命館大学（大阪いばらきキャンパス）［主催］立命館大学

ミライノ (mirainno) ピッチ 2016

［会場］大阪イノベーションハブ（OIH）
［主催］大阪イノベーションハブ（OIH）

第 20 回
HiBiS インターネットビジネスフォーラム 2016

［会場］広島県情報プラザ ［主催］HiBiS（広島インターネットビジネスソサイエティ）

とくしま創生アワード

［会場］未定（徳島市内）
［主催］とくしま創生アワード実行委員会（徳島

県・徳島新聞社・徳島県信用保証協会・徳島経済研究所・徳島大学・徳島文理大学・四国大学）

StartupGo!Go! 2016

［会場］都久志会館 ［主催］StartupGo!Go! 実行委員会

第 3 回 崇城大学ビジネスプランコンテスト

［会場］崇城大学（本館 6 階学術講演会室） ［主催］崇城大学、熊本県

2016 うちな〜 ICT ビジネスプラン発表会

［会場］琉球大学（地域創生総合研究棟）
［主催］総務省沖縄総合通信事務所

( 平成２８年８月２２日現在）
※最新の開催会場・スケジュールは、web をご覧ください。
http://www.venture.nict.go.jp/ec2

総務省・NICT Entrepreneurs’Challenge 2Days

起業家甲子園・起業家万博

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）では、地域発 ICT ベンチャー創出による地域活性化及び ICT 分野における我が国の国際競争力の向上を
図るため、全国各地において ICT ベンチャー創出のエコシステム作りを応援するとともに、地域から世界へと大きく成長する ICT ベンチャーの創出
を目指しています。
NICT としては、日本から大きく成長する ICT ベンチャーが生まれるためには、ベンチャーの裾野が全国各地にまで広がっていくことが不可欠である
と考えています。そのため、NICT では、全国各地において有望な学生の育成や、若手起業家のサポート等に取り組まれている組織・団体等（＝「起業
家応援団」の皆様）による取組を後ろから応援して、各地域から有望な学生や若手起業家が次々に輩出される好循環（各地域における ICT ベンチャー
創出のエコシステム）を生み出してまいりたいと考えています。
その一環として、総務省との共催により ICT ベンチャーとして起業を志す熱意ある学生がビジネスプランを競い合う「起業家甲子園」及び地域発の有
望な ICT ベンチャー企業がビジネスプランを紹介し、資金調達・販路拡大などのビジネスマッチングを促進する「起業家万博」を総務省・NICT
Entrepreneurs Challenge 2 Days として開催します。
また、その出場者については、全国各地から幅広い人材を集めるために、起業家応援団の皆様が各地で開催する学生向け及びベンチャー企業向けビジ
ネスプラン発表会等のイベントと連携し、同イベントを「起業家甲子園」
「起業家万博」の地区予選大会と位置づけて、同イベントの出場者から選抜
することとします。

■起業家甲子園
『起業家甲子園』は、全国から選抜された高専学生、大学生及び、大

■起業家万博
『起業家万博』は、ICT を用いて豊かな世の中を目指そうと取り組む全国

学院生等の若者が、ICT を用いて自ら開発した商品・サービスを ICT

各地の ICT ベンチャーが、工夫を凝らした新規事業（商品・サービス）

メンタープラットフォームメンターとともに更に磨きをかけ、アント

を発表し、事業提携・資金調達・販路拡大・人材確保などのビジネスマッ

レプレナーシップ魂を込めたプレゼンテーションにより競い合う、ビ

チングにチャレンジするイベントです。

ジネスコンテストです。
◇選抜の対象

◇選抜の対象
（ⅰ）起業や事業拡大に意欲があり、事業計画を完成させたいなど成長志

高校生、高専生、大学生、大学院生等の学生や学生で構成されるチーム。

向が強く、
（ⅱ）過去 3 年以内にＩＣＴを活用した新規事業を開始した、

なお、起業の有無は問わない。

あるいは今後１年以内に新規事業の開始を目指しているベンチャー企

※発表時点で最低限でもプロトタイプレベルの実装済みであることが

業や中小企業等の代表者。

望ましい。
◇審査（選抜）の視点
Ⅰ．プロジェクトを担う人材の意志力、伸びしろ

◇審査（選抜）の視点
Ⅰ．的確性：発表の目的は事業計画の現状と合致していて的確か
Ⅱ．新規性：事業計画の内容に新規性が認められるか、独自技術・

Ⅱ．要素技術、ビジネスモデルのオリジナリティ

アイディアがあるか

Ⅲ．広域（全国、さらには世界）展開の可能性

Ⅲ．実現性：事業計画の実現可能性は高いか

Ⅳ．商品・サービスの実現の可能性

Ⅳ．市場性：想定される市場の規模は大きいか、成長が期待できるか
Ⅴ．優位性：想定される市場における競合製品・サービスを比較し
た優位性はどうか

■起業家甲子園・起業家万博のメリット等

1
2
3
4

シュアップを受けることができます。

5
6

グローバル志向のベンチャーマインドの醸成とより実践的なスキ
ルの向上を図るため、海外での短期ブートキャンプの実施（希望
制により 10 名程度、希望者多数の場合は抽選等による）を予定
しています。

7

地区予選大会で選抜基準を満たしているとＩＣＴメンタープラッ
トフォームのメンター等によって判断された者に対し、「起業家
甲子園挑戦権」「起業家万博挑戦権」が付与されます。
挑戦権を付与された方々に対し、ＩＣＴメンタープラットフォー
ムの著名メンターによるメンタリングやビジネスプランのブラッ

「起業家甲子園」「起業家万博」に協賛するＩＣＴ企業より、優れ
た出場者（チーム）に対して、特別賞が授与される予定です。
「起業家甲子園」「起業家万博」の当日、協賛企業のご担当者をは
じめとする参加者と出場者との交流・マッチングを促進するため、
附設の展示会場において各出場者には、ビジネスプランの紹介等
を行うブースを用意します。
「起業家万博」出場者には、さらに国内外における大規模展示会
に無料で出展する機会を提供し、ビジネスパートナーへの橋渡し
や販路の開拓を支援します。

「起業家甲子園」「起業家万博」で最も優れた発表と行った出場者
（チーム）に対しては、それぞれ「総務大臣賞」が授与されます。

お問い合わせ先
情報通信研究機構 デプロイメント推進部門 アントレプレナー支援室
http://www.venture.nict.go.jp/ec2
国立研究開発法人

