
副賞

ＫＧビジネスアイデア
コンテスト

理工系シーズを活用した

研究シーズを社会へ還元

関西学院大学、聖和短期大学の学生（大学院生含む）
※個人、チームどちらでの参加もＯＫ
所定の応募用紙（http://www.kwansei.ac.jp/shakairenkei/）に入力のうえ、①～③の
いずれかの方法でご応募ください。
①研究推進社会連携機構宛メール送信（kgbpc@kwansei.ac.jp）
②プリントアウトして研究推進社会連携機構に持参
③プリントアウトして研究推進社会連携機構に郵送
※郵送先　〒662-8501　兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

関西学院大学研究推進社会連携機構
ＫＧＢＰＣ事務局係

“Mastery for Service”の精神を基盤とし、以下の3つの基準で審査する。
①理工系シーズを活用したものであること
②アイデアが斬新であること
③データ分析力・論理性・ストーリー構想力があること
・募集期間　7月1日（金）～10月11日（火）必着
・一次審査（書類審査）：10月28日（金）
・最終審査（プレゼンテーション審査）：11月12日（土）
※受賞者はＫＧビジネスプランコンテスト公開プレゼンテーション審査会において、
　受賞プランを発表
　公開プレゼンテーション審査会　11月26日（土）

「ＫＧビジネスプランコンテスト2016」書類審査会審査員
優秀アイデア賞：8万円及び、副賞（大阪市主催「シリコンバレーツアー2017」への推薦
※参加可能となった場合は参加費の半額相当を補助）

対　　象

応募方法

審査基準

審 査 員
賞 金

選考スケジュール

優秀
アイデア賞

8万円

関西学院大学研究推進社会連携機構ＫＧＢＰＣ事務局
（TEL：0798-54-6890　E-mail：kgbpc@kwansei.ac.jp　HP：http://www.kwansei.ac.jp/shakairenkei/）

お問合わせ先

10/11（火）締切

＋＋
最優秀賞［1件］

優秀賞［2件］

30万円
【大学部門】

URL  :  h t t p : // w w w.k wanse i . ac . j p /shak a i r e n ke i /   

挑戦者求む
あなたの独創的なアイデアで新しい事業を

Do you
have any
IDEAS?

ＫＧビジネスプラン
コンテスト2016

5万円、他
【高校部門】

最優秀賞［1件］図書カード3万円
　優秀賞［2件］図書カード1万円、他

【中学校部門】

【大 学 部 門】関西学院大学、聖和短期大学の学生（大学院生除く）、
及び、高校・中学校部門対象者で本人が特に希望する者

【高 校 部 門】関西学院高等部、関西学院千里国際高等部、関西学院
大阪インターナショナルスクール高等部、啓明学院高等
学校、三田学園高等学校（関学クラス）、清教学園高等
学校（関学クラス）、帝塚山学院高等学校（関学クラス）

【中学校部門】関西学院中学部、関西学院千里国際中等部、関西学院
大阪インターナショナルスクール中等部、啓明学院中
学校、帝塚山学院中学校（関学クラス）
※個人、チームどちらでの参加もＯＫ

所定の事業計画書（http://www.kwansei.ac.jp/shakairenkei/）に入
力のうえ、①～③のいずれかの方法でご応募ください。
①研究推進社会連携機構宛メール送信（kgbpc@kwansei.ac.jp）
②印刷して研究推進社会連携機構（本部棟２階）に持参
③印刷して研究推進社会連携機構に郵送
※郵送先　〒662-8501　兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

関西学院大学研究推進社会連携機構　ＫＧＢＰＣ事務局係

最優秀賞［1件］図書カード3万円
　優秀賞［2件］図書カード1万円、他

対　　象

 

応募方法

審査基準

審 査 員

選考スケジュール

募集期間 ： 2016年7月1日（金）～10月11日（火）必着
“Mastery for Service”の精神を基盤とし、以下の3つの基準で審査します。
①アイデアが斬新であること
②事業化の可能性が高いこと（収益性があること、等）
③社会に有用であること
①一次審査（書類審査）：10月28日（金）
②【大学部門】
　二次審査（プレゼンテーション審査）：11月12日（土）
　【高校・中学校部門】
　ブラッシュアッププログラム：10月31日（月）～11月18日（金）
　書類審査を通過した作品に対して、公開プレゼンテーション審査に向
けて作品をブラッシュアップしていくためのサポートをします。
③公開プレゼンテーション審査（最終審査）：11月26日（土）13時
関西学院大学学長
株式会社池田泉州銀行代表取締役頭取
関西学院同窓会会長
ジェイコムホールディングス株式会社代表取締役社長兼グループCEO

村田　　治
藤田　博久
村上　一平
岡本　泰彦

自ら課題を発見し、主体的に行動のできる、リーダーシップ型人間を応援しています！
新規事業への提案や起業のアイデアなど、自分の考えをビジネスにつなげてみよう！

後援：関西学院後援会、関西学院同窓会
企画・運営：KGビジネスプランコンテスト学生実行委員会

お問合わせ先　関西学院大学研究推進社会連携機構ＫＧＢＰＣ事務局（TEL：0798-54-6890　E-mail：kgbpc@kwansei.ac.jp　HP：http://www.kwansei.ac.jp/shakairenkei/）

主催：関西学院大学研究推進社会連携機構　共催：株式会社池田泉州銀行

事務室提出　１６時５０分まで
メール送信　２３時５９分まで
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PlanKG 6

　私たちKGビジネスプランコンテスト学生実行委員会は、年一回大学で行われるビジネスプランコンテ

ストの運営をメインとし、他にも外部から招いた起業家の方たちの講演会の企画・運営、KGアイデアコ

ンテストなどの審査などにも携わる団体です。私たち自身も社会に貢献できる起業家精神を身に付ける

ために日々勉学に励んでいます。

　我々は、『学生の“発見” ”成長” ”次への一歩”』という団体理念を掲げています。これらの言葉にはそれ

ぞれ意味があります。

　まず、”発見”とは、自分の強み・弱みを認識する事を指します。

　次に、”成長”とは、新たに発見した自己の強みを伸ばし、弱みを克服し、自己成長する事を指します。

　そして、”次への一歩”とは、成長を経て今まで挑戦してこなかった新たな分野へ一歩踏み出す事を指し

ます。

　最後に、”学生”とは、我々実行委員会も含めた全関学生を指します。

　このような過程を我々の企画する行事を通して実感して頂き、我々も一緒に自己成長していきたいと

いう想いを持ちながら、日々活動しています。

【大学部門】
○最優秀賞
・国際学部　　　３年　“Take your time　-and improve the quality of your travel”
○優 秀 賞
・国際学部　　　３年　Medical Polyglot～医療のグローバル化への貢献～
○入　　賞
・人間福祉学部　３年　シャッター商店街を外国人溢れる商店街へ
・国際学部　　　３年　“Be a Japanese Chef!～外国人労働者に日本食文化を届けよう～”
・国際学部　　　３年　ご当地インスタントラーメンのシンガポールEC販売
○オーディエンス賞
・国際学部　　　３年　“Take your time　-and improve the quality of your travel”
〇奨 励 賞
・経済学部　　　３年　おひとり様居酒屋
・経済学部　　　４年　World Crowd Market
・国際学部　　　１年　Walking world vending robot
・国際学部　　　１年　VRであなたも映画の主役に！～街のPR映画をつくって復興に役立てよう！～
・国際学部　　　４年　日本酒振興アプリケーション“SAKEPO”

【高校部門】
○最優秀賞
・帝塚山学院高等学校　　　１年  「ワン」ダフル・Heart
○優 秀 賞
・清教学園高等学校　　　　２年  『MISSION』～動物保護センターの動物を救え～
・関西学院高等部　　　　　３年　歩く力を電力にかえられる靴
○入　　賞
・啓明学院高等学校　　　　３年　彩×菜×菑
・三田学園高等学校　　　　２年　電子ポストへの進化
○オーディエンス賞
・帝塚山学院高等学校　　　１年  「ワン」ダフル・Heart
〇奨 励 賞
・啓明学院高等学校　　　　３年　Ｆ・Ａ・Ｉ・Ｒ　ショッピング
・啓明学院高等学校　　　　３年　大学園　
・啓明学院高等学校　　　　３年　Dietary Education～孤食から改善する子ども達の暮らし～
・啓明学院高等学校　　　　３年　検索革命～本・映画・音楽の画期的な検索方法～
・帝塚山学院高等学校　　　２年　スマイル　サイクル
・清教学園高等学校　　　　２年　野菜いりませんか？～もったいないもったいない～
・関西学院千里国際高等部　１年　project welfare

【中学校部門】
○最優秀賞
・関西学院千里国際中等部　２年　クラウド型パーソナルコーディネートサービス　The STYLES
○優 秀 賞
・啓明学院中学校　　　　　３年　ＳＴＯＰ熱中症（Support the old people）
・関西学院中学部　　　　　３年　あきないや～空かない空き家で飽きない商いを～
○入　　賞
・帝塚山学院中学校　　　　２年　一石三鳥！シニアサービス
○オーディエンス賞
・関西学院千里国際中等部　２年　クラウド型パーソナルコーディネートサービス　The STYLES
○奨 励 賞
・啓明学院中学校　　　　　３年  『エアコン型消毒機』
・関西学院中学部　　　　　３年　Study with Smartphone
・関西学院中学部　　　　　３年　ピンポイント募金

２０１５年度受賞作品

※学校名・学年は受賞時

『ＫＧビジネスプランコンテスト学生実行委員会』は、関西学院大学の学生にビジネスや起業に対する関心を持ってもら
い、関西学院大学における起業文化創出を推進すべく活動しています。本コンテストの開催の他にも、さまざまなイベン
トを企画・運営しています。
興味を持たれた方は、是非一度ご連絡ください。 連絡先 ： kgbpc@kwansei.ac.jp

ＫＧビジネスプランコンテスト学生実行委員募集

ＫＧＢＰＣ事務局
TEL：0798-54-6890　E-mail：kgbpc@kwansei.ac.jp　HP：http://www.kwansei.ac.jp/shakairenkei/

KGビジネスプランコンテスト学生実行委員会とは

委員会の想い

　５月・KGアイデアコンテスト
【テーマ：「関学＋α」～あったらいいなをカタチに～】

　６月・イノベーション人材育成プログラム「新ビジネス企画入門講座～マーケティング編～」
・イノベーション人材育成プログラム「新ビジネス企画入門講座～収支計算編～」

　７月・KGビジネスプランコンテスト募集開始
　　　・イノベーション人材育成プログラム「プレゼンテーション入門講座」
１０月・講演会
１１月・KGビジネスプランコンテスト最終審査会

年間スケジュール（2016年度）


