
東三河ビジネスプランコンテストは
東三河地域の方であればだれでも応募できる
東三河地域唯一の伝統あるビジネスプランコンテストです。
数多くの専門家による手厚いフォローで
受賞プランの実現化をお手伝いします。
平成29年度については１０月１日より募集を開始する予定です。

Business Plan Contest 2016

第16回

Form Ideas!
Make Business!

Create Value!
Realize Dream!

あなたの起業を応援します！
手厚いフォロー体制であなたのビジネスをサポートします！
専門家・大学・行政との強固なネットワークにより支援します！

・創業塾の開催
・創業支援セミナーの開催
  (創業塾のプレセミナー)
・創業支援窓口相談
　

豊橋商工会議所
（豊橋ビジネスサポートセンター）

日本政策
金融公庫

連携
・創業相談窓口　・創業者向け制度融資
・家賃補助 ・起業支援補助
・商店街空き店舗活用補助、
　まちなかインキュベーション補助

豊橋市

・創業融資の実施　
   

地元金融機関＊1

＊1　地元金融機関（下記機関の豊橋市内の支店、お客様相談窓口等）
 ㈱愛知銀行、㈱名古屋銀行、㈱中京銀行、㈱第三銀行、
 豊橋信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、日本政策金融公庫

・東三河ビジネスプランコンテストの開催

・インキュベーション事業
　新規入居者への継続支援

㈱サイエンス・クリエイト

とよはし創業プラットホーム
豊橋で創業を目指す方を全面サポート

継継した個別の窓口相談
専門家派遣による支援
一日中小企業相談所  

創業支援窓口の設置
ビジネスプランの作成支援
専門家派遣による支援

 
 

それぞれの強みを活かし、
連携をとる

各機関との連携調整

サポートプラットフォーム
いつでもお気軽に
ご相談ください！

主催・株式会社サイエンス・クリエイト　東三河ビジネスプランコンテスト委員会
後援・中部経済産業局　東三河県庁　豊橋市　豊川市　蒲郡市　新城市　田原市　豊橋商工会議所　豊川商工会議所　蒲郡商工会議所　新城市商工会　田原市商工会
　　　豊橋信用金庫　蒲郡信用金庫　豊川信用金庫　株式会社日本政策金融公庫　東三河懇話会　東愛知新聞社　東海日日新聞社

● 　実行委員によるビジネス相談・アドバイス ● 　オフィスの提供
● 　研究開発支援（大学との共同研究支援） ● 　ビジネスパートナー紹介
● 　補助金・融資獲得支援 ● 　メディア活用による宣伝
　　 　　　　　　　　　　…etc　　　　　　　　

問合せ先 株式会社サイエンス・クリエイト　　
〒441-8113 豊橋市西幸町字浜池333番地の9
TEL 0532-44-1111　FAX 0532-44-1122 
Email　bpc@tsc.co.jp　　　　　　　　　　　
URL     http://www.tsc.co.jp/business_contest

TEL/FAX：0532-45-8862　Mobile：090-5850-6576
e-mail：mailto:aokitech-bt1@qa2.so-net.ne.jp
URL：http://atechconsultant.web.fc2.com

半田　富男
小　野　喜　明
半　田　富　男
松　下　紀　人

川　合　悦　藏
笠　原　盛　泰



Business Plan Contest 2016

Plan Collection

その他応募プラン

平成 28年10月1日～11月30日

平成 29年2月22日（水）
【最優秀賞】一般事業部門・アイデア部門　各１名
【特 別 賞】一般事業部門・アイデア部門　各１名
※詳しくは、【http://www.tsc.co.jp/business_contest】まで

最優秀賞
『人力車から発想する訪問美容の新しい形』　
　自宅や介護施設・病院にて、疾病・怪我・精神疾
病・高齢・妊娠中などで外出が困難な方。また、家
族の介護や乳幼児の育児を常にしていて、家を離れ
ると家族の安全が保てなくなる方に向けて、美容師
がお客様の元に訪問し、美容院のサービスを提供す
るもの。
　人力車の車夫の格好で髪を切り「和」の空間を演
出し、お客様に非日常を楽しんでいただく。

　認知症の方は、「貴重品」をよく無くすという特徴が見
られる。認知症による記憶力の低下により保管したこと
自体を忘れてしまい、一人で見つけることが困難になる。
　また、“無くしもの”を繰り返すことで、家族が盗んでい
るのではないかと疑うようになる。この些細なことが原
因となり、家庭内トラブルにつながっていく。この「錯覚
介護」は認知症の方と介護者の“無くしもの”によるトラブ
ルを回避するためのビジネスプランである。
　“無くしもの”の場所を画像認識技術により想定し、介
護者が「あの辺り探してみたら！？」と提案することによっ
て、本人に“無くしもの”を見つけてもらう。

　この度はこのような光栄な賞をいただけて誠にありがとうございま
す。本当に沢山の方々の手助けがあったからこその結果です。施設や
病院、利用者様、妊婦さんや子育てママなど多くの人が興味をもって
もらえるよう『人力車に乗った時に、“今からなら何処へでも行けて
しまう気がする”と旅の瞬間の胸が高ぶる気持ちを美容で感じていた
だく』をコンセプトにさせていただいている訪問美容の新しい提案で
す。理美容は今や行く時代から、来てもらう時代です。中々外に出ら
れない方の為の便利なサービスです。ぜひ一度ご利用ください！！

受賞コメント

　本プランは、近年の理容師法及び美容師法の改正による訪問美
容の市場拡大を背景に、従来の画一的なサービスを課題とし、利
用者のニーズに応え、エンターテイメント性を提供する新たな事
業施策を提案している。提案者の経験に基づく訪問美容の現状へ
の問題意識は高く、また、サービス業としての新たな価値を創出
し、顧客満足を追求する取り組みは高く評価される。よって、今
後の事業展開を期待し、本年度の最優秀ビジネスプランとする。

委員長コメント

一般事業部門

第二次審査（プレゼンテーション審査）　
平成29年1月16日（月）実施

目　　的

募集期間

審査機関 東三河ビジネスプランコンテスト委員会

審査手順 第一次審査（書面審査）　
平成28年12月19日（月）実施

【一般事業部門】 8件
　第一次審査通過 6件
　第二次審査通過 2件
【アイデア部門】 30件
　第一次審査通過 8件
　第二次審査通過 2件

応募状況
（件数）　

表　　彰

社団法人きれいや豊橋センター『美右衛門』

エリック バリオスさん

● 豊橋うずら産業の観光資源化
● ナゴール　～名古屋めし×ハラール～
● 東三河特化型クラウドファンディング『ＬＥＮ～連～』

竹川　友章
飯尾　瑞貴
新井　良明

● たまごと育児と介護で世の中に役に立つ
● 戦国浪漫プロデュース
● 古民家旅館との連携による外国人向け体験型ツアーの商品化

宮本　健太郎

保永　真生

鈴木　達也

アイデア部門
● 林業地の林業による六次産業化の取り組み
● ダンプラ専用カット工具
● 東京オリンピックをより楽しめるアプリの開発
● ≪GETA≫　洋服に合わせられる下駄
● とよはしLINE BOT TAPI
● 豊橋まちなかパーキングシェアシステム
● リアルタイムハザードマップシステム
● 持ち帰り用サニタリーボックス　Poi Poi
● 学生による預かりサービス「OKE」
● 働く女性に癒しを与えるシャワーヘッド
● 農業廃棄物の利用・活用について
● 学童プレミアム
● にじいろトリップ
● 地下鉄の新しい車内広告モデル

藤原　明
村松　寿二
鳥居　美仁
江崎　真
上田　政道
杉浦　啓介
徳永　翔
稲毛　美紀
清水　美子
野田　竜斗
柴田　和真
安藤　唯尊
杉浦　友哉
片野　志樹

『錯覚介護～あの辺りをさがしてみたら？～』

中京大学

千賀　駿さん

　私は認知症デイサービスで勤務しています。実際に困っている方と
関わり、勤務を始める前と後では、自分が想像していた事と実際はこ
んなに違い、今までの自分の言葉がいかに薄っぺらなものであったの
かを知りました。同時に、利用者さんとの交流は私にとって有意義な
時間であり、「この方たちのために」という目的を見つける場ともなり
ました。今後も家族が笑顔で暮らせるよう全力を尽くします。みなさ
んありがとうございました。

受賞コメント

　本プランは、認知症介護の現場で見られる「物盗られ妄想」といった
問題の解決をテーマとしており、無くし物発見のツールとシステムを
提案している。実際に介護施設に勤務される提案者ならではの着想と
システムに画像認識技術を利用するといった試みは高く評価される。
実用化に向けての今後の展開に期待したい。

委員長コメント

最優秀賞

一般事業部門　豊橋商工会議所会頭賞

アイデア部門　豊橋市長賞

東三河地域において創業・新分野進出を目指す個人・法人・学生からビジネスプランを公募し、選考のうえ表彰
するとともに、投資家・融資制度等の紹介など、専門家による多面的なフォローアップを通じて、そのプランの具
体化を支援することを目的とします。

コンテスト概要

● 飯田線トンネル&カラフルアイテムプロジェクト
● 外国人向けの料理のアイディアを東三河の飲食店に提供するアドバイザー
● だもんで、いこまい、やろまい奥三河 DIY！
● 使い捨て防水連結手袋「あくしゅ～水入らず」
● ～ひとり暮らしの高齢者と学生を繋ぐ「ぼっち」サービス～　孫の手
● 転売撲滅Tシャツ屋
● もう寝坊は許さない！！　新触感！風圧目覚まし時計
● 熱中症防止グッズ&アプリ　「つたえるくん」
● 次にヒットするコンビニでのカウンターサービスの提案
● Vform　～日本のボランティア市場に革新を～
● MOM（Map Of Myself）
● Mr.Link
● 就勝！！！
● これは便利！荷物の多い小学生の強い味方

西川　勝也
上田　大幹
出来　秀介
井川　隼兵
政木　千明
青山　真理
太田　欣希
大谷　光
小倉　太郎
保坂　朋輝
上野　実咲
塔米日
榊原　朱梨
加藤　京子

（敬称略）

部門名
一般事業
アイデア
応募件数合計

一次審査通過件数

年　代
件　数

6件  男 6人 女 0人
8件  男 8人 女 0人

14件

2件  男 2人 女 0人
2件  男 2人 女 0人

4件

  8件  男  8人 女 0人
30件  男22人 女 8人

38件

10代
0人

20代
28人

30代
3人

40代
1人

50代
3人

60代
1人

70代
0人

不明
2人

二次審査通過件数 応募総数

年代別

特 別 賞
『元気もりもり もりウインナー プロジェクト』

　この度は特別賞に選んで頂き有り難うございました。まだ開業し
て二か月程ですが、「美味しいから」「安心だから」と何度もお店
に足を運んで下さるお客様も徐々に増えており、作り手としてはと
ても嬉しいと同時に、もっと精進してより美味しいものを沢山の人
に届けていきたいと励みにもなっています。地元三河には美味しい
豚肉とそれを育む豊かな環境がある事を全国の人に知ってもらえる
よう、これからも元気もりもり頑張ります。

受賞コメント

もりウインナー

森　浩太郎さん

『田原まちおこし
「廃棄キャベツ活用連携協議会」設立』

豊橋創造大学

清田　京太郎さん

　この度、私が受賞することができたのも先生方や、当日サポートし
てくださった友人の存在があってこその結果です。彼らの存在なく
しては決して完成することがなかったものだと感じております。こ
のように協議会を設立するためには 1 人の力だけではできないです
し、個の力は集団の力には到底及ばないということを改めて理解す
ることができました。来年からは社会人なので、この経験を活かし一
層努力していきます。

受賞コメント

　本プランは、地元三河産の豚肉を使用した手作りハム・ソーセ
ージの製造・販売事業を提案するものである。既に実店舗での営
業がスタートしており、提案者の経験やその製造方法に基づく商
品化能力が事業の強みとなっていることは明白であり、事業性に
おいて高く評価される。また、地産地消や食の安全性といったテ
ーマでの提案についても、事業の独自性や地域への高い貢献が期
待される。

特 別 賞

一般事業部門

アイデア部門

　愛知県豊橋市にて食の安全・品質・食育にこだわった手作りハム・ソーセージの製造・
販売事業を展開。全国有数の養豚産地である三河の豚を一頭丸ごと仕入れることにより仕
入原価の抑制だけでなく、競合他店では取扱わない部位を活かした加工品の製造・販売、
体験教室やイベントを通じて子供たちの心身の健康を促す食育活動を行う。

「捨てる」ことの無駄を少しでもなくしたいと
いう「もったいない精神」を町全体の問題とし
て周知徹底していき、廃棄キャベツの活用先と
して販路開拓をする。
　協議会を設立して、家畜の飼料ではなく、飲
食業への再利用提案、食品製造会社への利用価
値を追究するコラボレーション企画などを提案
し地域の活性化を促進する。

委員長コメント

　本プランは、地域の特産品であるキャベツの廃棄問題に取り組
むという提案を行っている。この問題が報じられるようになって
久しいが、解決策は示されていない。非常に大きなテーマであるが、
生産者の家庭に育ちながら、個人的ではなく、地域としての取り組
みや再利用のコミュニティ形成を訴えている点は、社会的課題を
解決する上でも、重要であり、評価できる。後継者としての将来に
向けて、本プランの実現を期待したい。

委員長コメント


