
番号 日付 面接時間 チーム名 プラン名 所属１ 所属2 学年 代表 メンバー

1  9:55-10:05 工（たくみ） 伝統工芸の技術を用いた商品の開発・販売及びイベント事業 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 2 池園友梨
大西崇仁 /夏迫卓
藤岡夏葵

2 10:10-10:20 ビジネス研究同好会 ～「モノ」から「コト」へ　観光戦略の提案～　「わくわく　学び喜び　in 水前寺・江津湖」 熊本県立熊本商業高等学校 情報処理科 3 山下智菜

渡邊茉友/佐藤愛奈
諸富由依/岩本理央
佐々木優太/山下圭人
竹中千夏/西本舞
林田彩花/村田朋美
立石恵之

3 10:30-10:40 コスモノートEXカンパニー VRに現実での動きを入れ地球にいながら宇宙旅行を提供する事業 崇城大学　 工学部　宇宙航空システム工学科 3 高玉大希 川部悠真

4 10:45-10:55 Change シングルファザーDays 熊本高等専門学校 電子情報システム工学専攻 1 福住健将
河南明歩/鳥居梨紗子
中田達也/伊藤成彦
山崎大輝

5 11:15-11:25 Orbis VR×図鑑　～新しい学びのカタチ～ 崇城大学 生物生命学部　応用生命科学科 2 岩井蘭子

6 11:30-11:40 Take Trip Take Air 崇城大学　 芸術学部　美術学科 1 奥森日向子
高岩加奈/永田奈々
藪ノ内伽奈

7 13:00-13:10 mp 受託荷物の有効利用 崇城大学　 工学部　宇宙航空システム工学科 1 川西瑞希 石川真祈/樽見果奈

8 14:00-14:10 Lujo Po-co 崇城大学 薬学部　薬学科 1 青木祐矢

9 14:40-14:50 調査研究班　チームA 熊本復興プロジェクト　Ⅰ 熊本県立球磨商業高等学校 国際教養科 3 早田舞
西日菜子/川口優里奈
西璃里佳/那須あすか

10 14:55-15:05 ImA 歩行用リハビリデバイスの開発・販売 崇城大学 生物生命学部　応用生命科学科 1 平良花南子 楢原悠里

11 15:10-15:20 unLOS "鳴ったら起きる"から"鳴ったら寝る"時代へ 崇城大学 生物生命学部　応用生命科学科 1 佐藤大誠 大庭瑞樹/松崎季林

12 15:25-15:35 PILL PACKAGE お薬の入れる袋、薬袋と子供が描いた絵で”おくすり”をもっと楽しくする事業 崇城大学 薬学部　薬学科 2 川口晴香 青木祐矢

13  9:55-10:05 ゆーず エコーロケーションを搭載した補聴器型のデバイスの開発・販売事業 崇城大学　 工学部　建築学科 1 藤岡夏葵 渡辺海音

14 10:10-10:20 Newtral ReSot 崇城大学　 情報学部　情報学科 1 丸野祐介

15 10:30-10:40 Whodo 栽培キットによる新鮮な野菜（レタス）の販売 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 2 平田竜一

16 10:45-10:55 Revcent もう、パスワードは指一本で。 崇城大学 情報学部　情報学科 1 荒木雅樹

17 11:00-11:10 FuLLFiLL コトバの力を世の中に 熊本大学 工学部　情報電気電子工学科 3 山下昴太
石黒晴也/佐藤颯斗
中村謙介

18 11:15-11:25 Ciamo 焼酎粕を利用した光合成細菌の培養キットの開発・販売事業 崇城大学 生物生命学部　応用生命科学科 4 古賀碧 後藤みどり/宮坂均（教授）

19 11:30-11:40 Geniusyst ホログラッフィクとハンズフリーで従来の操作感を変える 崇城大学　 情報学部　情報学科 1 荒木雅樹 富永健太朗/中村静夏

20 12:30-12:40 SoyDeli 本物の豆乳を使った商品の開発・販売 崇城大学 生物生命学部 応用微生物工学科 3 松田大輝

21 12:45-12:55 Pollena 人工受粉デバイスPollenaの開発・販売 崇城大学 生物生命学部 応用微生物工学科 3 安部光法 楢原悠里

22 13:00-13:10 KLF 湯治喫茶 崇城大学　 工学部　建築学科 4 堂前健太 長崎美咲

23 13:15-13:25 Lucia bauhaus コミュニケーション特化型カフェサービス事業 崇城大学　 工学部　機械工学科 2 上野史朗 坪内直哉/仁木啓渡

24 13:30-13:40 歯っぴ～ ビジネスマン応援　～歯をキレイにして心も体の健康を～ 九州大学 大学院経済学府　産業マネジメント専攻 1 小山昭則
田中芳彦/高田盛宏
喜田充彦/岡英典

25 14:40-14:50 とりビー 水をお酒に変える【Toribeer】の開発・販売 崇城大学 生物生命学部　応用生命科学科 1 森山優

26 14:55-15:05 DLR 値下げ情報提供アプリの開発・販売 崇城大学 生物生命学部　応用微生物工学科 1 長瀬琴美 石丸陽子

27 15:10-15:20 KUMAKO アクアポニックスによる地域創生 熊本県立球磨工業高等学校 機械科 3 高波天一郎 椎葉碧志

28 15:25-15:35 Caps 電子レンジで対象物だけを加熱できるようなふた【Caps】の開発・販売 崇城大学　 工学部　ナノサイエンス学科 2 谷村裕哉 加藤康之/森山優

29 15:40-15:50 Awayking 従来のヘアアイロンにはまだない新技術を搭載したアイスヘアアイロン 崇城大学　 工学部　宇宙航空システム工学科 1 山脇正 山口敦也

30 15:55-16:05 ANIMALPLANT ANIMALPLAMNT 崇城大学　 情報学部　情報学科 1 山内浩嗣 丸山佳奈子/浦叶恵

12月１日
(木)

12月２日
(金)

厳正な審査の結果、上記のチームが1次審査を通過し、２次審査に進むことが決定いたしました。
上記の時間にて、審査を実施いたします。

審査会場：崇城大学G号館２階　スタートアップラボ
集合時間：発表時間の10分前に集合してください(時間厳守)
発表：プレゼンテーション5分　質疑応答5分
備考：PC,プロジェクターは準備していますのでパワーポイントのデータをUSBメモリで持参してください。

第3回崇城大学ビジネスプランコンテスト　2次審査進出チームとプレゼンテーションタイムテーブル
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