審査員紹介

橋爪良博

井出有希

有限会社スワニー 代表取締役社長

株式会社シェアダイン 共同代表

大手メーカーにて設計開発業務に従事した後、
当時廃業寸前であった父親の経営する会社を
2010 年に承継。たった 1 人での事業承継で
あったが、すぐさま下請け製造業から設計会
社に事業転換。最新の 3 次元ツールを使い数
多くの実績を上げ事業を急速に拡大、現在 13
名を雇用するに至る。その他、行政と連携し
完全地産のご当地お土産プロジェクトを発案、
主導。これまで数多くの製品をリリース。ア
イデアを迅速に形に出来る、日本で一番頼ら
れる設計会社を目指して活動している。

高知県出身。東京大学経済学部を卒業後、外資
系金融機関 2 社を経て、ボストンコンサルティ
ングに就職。そこで共同経営者である飯田陽狩
と出会い、2017 年に、プロに相談できる出張
料理サービスを行う株式会社シェアダインを設
立。同社は東洋経済「すごいベンチャー 100
（2018 年版）」に選出されたほか、本年７月に
はベンチャーキャピタル等から約 2.2 億円の資
金調達を実施。小学校 1 年生の男の子と年少
女の子の２児の母。

滝澤麻子

一般社団法人 21 世紀ニュービジネス協議会
理事

大学卒業後、出版社勤務を経て、家業の内装
工事会社に入社。オーダーカーテン縫製と販
売を 10 年経験した後「世の中を知りたくて」
起業。2015 年に取引先が倒産し、スタッフ
60 名を抱える工場の仕事を失うことを経験。
そこから最近やっと持ち直したところです！
この経験から、いい気分でいることの大切さ
に気づく。現在はココロクラフト（いい気分
をつくる）商品やサービスの開発に没頭中。
有限会社ラジエル 代表取締役。現在 18 期目。

信州大学国際科学イノベーションセンター
長野県長野市若里 4-17-1

松永篤也

丸山祐子

株式会社 八十二銀行
営業企画部 副部長

中村宗一郎

信州大学 理事（研究、産学官・
社会連携担当）、副学長

長野県 産業労働部 産業立地・経営支援課
創業・サービス産業振興室 室長

1995 年４月 八十二銀行入行。
諏訪支店副支店長を経て 2020 年６月より
現職。
八十二銀行における法人・個人含めたマー
ケット戦略の策定や商品開発等の施策全般
を統轄。お客さまの経営課題解決や地域産
業の振興に日々奮闘している。

長野県環境部、松本保健福祉事務所、県教
育委員会事務局を経て、2016 年４月より産
業労働部 創業・サービス産業振興室創業支
援係長、2019 年同室長に就任。しあわせ信
州創造プラン 2.0（長野県総合 5 か年計画）
のもと、三代目室長として「日本一創業し
やすい県づくり」に日々奮闘中。

宇部短期大学教授、島根大学教授、信州大
学教授、信州大学評議員、信州大学農学部長、
信州大学総合工学系研究科長、信州大学学
長補佐、信州大学学術研究院農学系長を経
て、2012 年度から信州大学副学長、2015
年 10 月から信州大学理事、信州大学先鋭領
域融合研究群長、2016 年 4 月から信州大学
学術研究・産学官連携推進機構長。

主催 信州ベンチャーコンテスト実行委員会
構成団体：
長野県／ 長野市／ 松本市／ 上田市／ 茅野市／ 信州大学／ 長野県立大学／ 長野大学／ 公立諏訪東京理科大学／ 清泉女学院大学／
長野工業高等専門学校／（株）八十二銀行／（株）日本政策金融公庫／ デロイトトーマツ ベンチャーサポート（株）／
（一社）21 世紀ニュービジネス協議会／（公財）長野県中小企業振興センター
共催
信濃毎日新聞社／ 八十二キャピタル（株）
後援
経済産業省関東経済産業局／長野県教育委員会／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) ／
（一社）長野県経営者協会／ 長野県中小企業団体中央会／（一社）長野県商工会議所連合会／ 長野県商工会連合会／ 長野県信用保証協会／
／長野県中小企業家同友会／ NHK 長野放送局／ SBC 信越放送／ NBS 長野放送／ TSB テレビ信州／ abn 長野朝日放送／ FM 長野
協力
信州創業応援プラットフォーム コワーキング分科会
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❷【再利用】空き部屋を学習施設に！
備前圭太、朝倉拓也、栁澤健太
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小林駿斗、森兼絵莉子
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出沢寛崇、竹下昌宏
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渡部ゆかり、牧内久美、永田愛、矢島麻優美、瀧川実葉、渡部見
信州白樺クラフト製作所

白樺樹皮細工を信州初・立科町発の特産品に
〜白樺林の保護と手仕事の創出に向けて〜
Alumnote

井上隆太朗

井上寅雄農園

農ハウをユーザー同士が教え合うプラットフォーム「アグティー」

前年度受賞者の
進捗紹介
結果発表・表彰式
交流会

参加費無料

前年度受賞者
田澤麻里香さん（株式会社 KURABITO STAY）
受賞タイトル

「NAGANO を魅せる仕掛け方程式
〜世界を魅了する酒蔵ホテル KURABITO STAY 〜」

観覧者の皆様へのお 願い

信州大学繊維学部感性工学コース

捨てられる服に命を吹き込む新しい服の売り方
アルーティン

教育 × 食育 × 地育』を実現する寺子屋デリカ & カフェ、Cafe pieceLab
〜保護者が幸せなら子どもも幸せになっていく。それを実現可能にする場〜

〜信州をコミュニティから盛り上げる All-in-One プラットフォーム〜

“推し” の芸術を着よう！
~ 自分の好きな芸術家をファッションで応援・信州から発信 ~

媚山遼太、藤井壱成

合同会社 pieceLab

中沢冬芽、村上拓、澤柳佑希、伊藤河聞

滋野愛良、守屋彩花、関崎茉莉、西村陽菜、宮下優月、大槻海怜
上伊那農業高等学校２年

つなぐ” をプロデュース「ＭＩＲＡＩＮＡ

笹崎典子

❹「Alumnote( アルムノート )」

❹「磨け！アイディアの原石」〜ワーケーション専用ゲストハウス〜
❺

起業部門

オーデ ィ エン ス賞 への 投 票

信州大学工学部電子情報システム工学科、医学部医学科

観覧者の皆様には、オーディエンス賞「信州を元気に明るくするプラン」に投票することができます。
今年は、
『出場者への応援メッセージ』の投稿内容の『熱さ』と各部門ごとの『ベストプレゼンテーション』
への『投票数』を組み合わせた審査を行い、オーディエンス賞を決定します。

Money Go

長野はひとつの教室になる〜お金のリテラシー日本一の県〜

▶投票方法

水井あかり、新名一毅、倉島沙介、MAO PINCHAO
信州大学教育学部、繊維学部、経法学部、人文学部

お手持ちのスマートフォンから、①『出場者への応援メッセージ』投稿、②『ベストプレゼンテーション』
投票が出来ます。
出場者への
①は、発表時間中にメッセージを、投稿ページより送信して下さい。
『熱い』応
援メッセージ
②は、各部門終了後に、投票ページより送信して下さい。
を
投稿

Omnibus
寺島重則

兼業農家支援マッチングサービス

オーディエンス賞に関するリンクは、会場内および Youtube 配信ページに掲載します。

して下さい

表彰内容

アンケートへのご協力のお願い
起業部門

グランプリ 1 件
賞金 10 万円
準グランプリ 1 件 賞金 5 万円
奨励賞 1 件
賞金 2 万円

アイデア部門

グランプリ 1 件
準グランプリ 1 件
奨励賞 1 件

賞金3 万円
賞金2 万円
賞金1 万円

高校生部門

グランプリ 1 件
準グランプリ 1 件
奨励賞 1 件
チャレンジ賞 2 件

図書カード 2 万円
図書カード 1 万円
図書カード 5 千円
図書カード 2 千円

全体

オーディエンス賞
1 件 副賞
(賞金 2 万円)

今後のベンチャーコンテストの企画・運営に反映させていただきたくアンケートへの
ご協力をお願い致します。

QR コードより WEB ページにて入力▶

。

発表者
プラン概要
高校生部門

アイデア部門

５チーム

起業部門

５チーム

５チーム

高校生部門

1

小山春希
松代高等学校３年

世界一のフリーパーク
世界一大きく、広く、多くのトリックなどがある、ス
ケートボードやＢＭＸ，ローラースケートなどの総合
型パークをつくる。オリンピックの正式種目にもなり、
男女問わず、世代を超えて楽しめるスポーツなので、
今もっとも注目されています。実際に、大規模のフリー
パークができれば、世界初で同時に世界一のフリー
パークの聖地として、長野県の名が全世界に知れ渡り
ます。そこで、オリンピックや世界大会などが行われ、
県外や海外から長野県に来る人も増えると思います。
いずれ、全世界から言われることでしょう。「目指せ、
長野！」

高校生部門

2

備前圭太、朝倉拓也、栁澤健太
松本工業高等学校２年

【再利用】空き部屋を学習施設に！
「身近にある学習施設の環境に満足できない…」
学生にアンケートを行うと、そう思うのは私たちだけ
ではないということが分かりました。
そこで、空き部屋率の高いアパートを再利用し、学生
限定の学習施設を機能満載のアプリと連動して実現し
ます。
学生は自分が勉強したい時間に何処の部屋が空いてい
るかをリアルタイムで把握して、スマホ一つで手軽に
予約可能。
アプリでは学生が勉強のやる気を出せるゲーム性のあ
るサービスを設けて、楽しい空間を実現。
実際に利用する学生の要望に応えて、続けて使いたく
なる環境とアプリを追及。
今までになかった学生にやさしいサービスと施設を設
けて、落ち着ける学習環境を目指します。

高校生部門

3

アイデア部門
アイデア部門

2

小林駿斗、森兼絵莉子
信州大学工学部電子情報システム工学科、
医学部医学科

ア ルー テ ィ ン
「アルーティン」という、路地裏のお店を見つけるこ
とができるなど、ある地点から歩いて行ける範囲のお
店を検索する機能を主としたアプリケーションを提案
します。ユーザーは、現在地や観光スポットを設定す
ることで、そこから歩いて行ける範囲のお店を検索で
きます。また、ユーザーは写真の投稿もでき、店舗は
ユーザーがアップロードする写真によって宣伝するこ
とができます。この「アルーティン」は、裏路地を歩
いてみるなど、ちょっと遠回りすることで新しい発見
をあなたに提供します。歩くことを習慣にする手助け
やきっかけとなれるように「歩く」ことが「ルーティン」
なるように。アプリ「アルーティン」を使って、ちょっ
と一歩入ったオシャレなお店を発見してみませんか？

アイデア部門

3

出沢寛崇、竹下昌宏
Money Go

長野はひとつの教室になる
〜お金のリテラシー日本一の県〜
生活費や教育費等お金に関する漠然とした不安を抱え
て生活している方は多くいると思いますし、コロナ禍
でより一層増してきております。そんな中１０年、何
十年も今の生活を持続可能にしていく為に、今持って
いるお金に関する不安や悩みを抱える大人と将来の子
供の為にお金の教養を身につけ、お金の不安を抱えず、
自分が思い描いた人生を送れるようにお金を扱える人
を増やしていきたい。
そこで①子供がお金の基本的な知識を学べる Web サー
ビス、②子供へ教える大人（親）を対象のワークショッ
プを提供し、③学校教材の導入も図ることで、長野県
の子供からそして大人まで金銭リテラシーを底上げし
て、長野県がひとつの教室になることを願います。

1

媚山遼太、藤井壱成
信州大学繊維学部感性工学コース

捨てられる服に命を吹き込む
新しい服の売り方
年間供給されるアパレル商品のうち半分以上の 100 万トンが
消費者の手に渡らず処分されています。アパレルの流行は流
行り廃りが早い上に、ブランド毀損や販売コストを考慮する
と処分が最も簡単な在庫処理だからです。
こ の 在 庫 を よ り 多 く の 消 費 者 に 届 け る た め に、有 名 人
（Youtuber、Instagramer、Tiktoker など）によるコーディネー
トを全身セットで販売。流行が去ったアパレルに価値はない
のでしょうか？コーディネート（デザイン）することによって付
加価値をつけ、ファッションエンゲル係数が低い人の購入す
る動機を作り、アパレルの流通を活性化することができます。
さらにタグを切り離し、ブランド価値をリセットすることで
より安価に提供することができます。
これらの活動を通じて SDGs ターゲット 12 の「つくる責任
つかう責任」に明記されている通り、2030 年までに廃棄物の
発生防止、削減に貢献しようと考えます。

アイデア部門

4

水井あかり、新名一毅、
倉島沙介、MAO PINCHAO
信州大学教育学部、繊維学部、
経法学部、人文学部

Omni b us

・信州を活性化する！
信州にあまり活気がない。原因として外国人が少ない
ために多様性が少ないこと、空き家が増えていること
でイメージが悪くなってしまっていることが挙げられ
る。そこで、私たちはこの 2 つの問題を包括的に解決
することで活気のある信州にしたい。
・空き家を減少させる
空き家を所有していて困っている人と日本に移住した
いと思っている外国人とを Omnibus が仲介する。そ
して外国人に改築した空き家に住んでもらい、空き家
の所有者を助ける。
日本に来たいと思う外国人は家と仕事探しに困ってい
るため、Omnibus が改築した空き家を提供し、外国語
オンラインレッスンの講師になってもらうことで仕事
を提供する。これにより外国人が安心して日本で生活
できるようにサポートをする。

5

長崎航平
上田高等学校３年

推し” の芸術を着よう！

~ 自分の好きな芸術家を
ファッションで応援・信州から発信 ~

高校 2 年時の留学体験から、日本と欧米諸国の” アート” に
関する意識の違いを感じ、何か別のことをきっかけにアート
を身近に感じて欲しいと考えた結果、自分自身も好きな”
ファッション” という分野に結びつけた今回のビジネスプラ
ンを発案した。
プランの具体的な内容は、あまり名の知れていない芸術家の
絵画や写真などをアパレル製品に取り入れて販売する、とい
うものである。知名度の低い芸術家とユーザーを結ぶ架け橋
のような役割をすることで、芸術家の知名度向上や個人的な
ファン獲得やデザイン性にとんだ製品の提供を目指している。
製品の製造は長野県内の企業を予定しており、他にも県内の
小中学校や高校ともアートやファッションを通じた交流を行
なっていきたいと考えている。
ーファッションを通じて新しいアートのカタチをー

伊那谷は、さまざまな生命を育む里地里山と、伝統
産業を守る人や先進産業に挑戦する人が交わる、豊
かな場所である。「MIRAINA カンパニー」とは、高
校生が主体となって、伊那谷をフィールドに命に学
び、地域をデザインする組織である。活動を通し地
域課題を自らの問題として捉え、自分にできること
を 考 え、実 践 し て い く こ と（think globally, act
locally）を身につけ、自分と伊那谷をデザインする
人材を育てる。「MIRAINA カンパニー」は、商品開
発部、人 ×（ヒト カケル）部、デザイン部、マーケティ
ング部、コンサルタント部の部署に分かれ会社を運
営し、地域の人を笑顔にする活動を行う。

4

新型コロナウイルスの影響により、多くの企業でテレ
ワークが推奨され、働く場所や時間を選択できる多様
な働き方が可能になってきました。「ワーケーション」
という「仕事 (Work)」と「休暇 (Vacation)」を掛け
合わせた新しい働き方も注目されています。
本日は、
「出会いとアイディア」を求めるビジネスパー
ソンに向けて、ワーケーション専用ゲストハウスを提
案します。ゲストハウスの舞台は長野県安曇野市。コ
ワーキングスペースのほか、会議室や防音個室を完備
し、不自由なくテレワークが可能です。夜や休日には
大自然を生かしたフィールドワークやアイディアソン
を実施します。各種イベントを通して、滞在者同士の
つながりや新規ビジネスの創出を目指します。

アイデア部門

5

寺島重則

兼業農家支援
マッチングサービス

本サービスは、自治体や農作業支援企業が提供する
サービスと新規兼業就農希望者を結び付け、兼業農家
としての自立を支援するマッチングサービスです。
ユーザ（新規兼業就農者）は地元企業で働く社員がター
ゲットです。ユーザを支援するパートナーは、自治体
や県内の支援サービス提供している企業、現役の農家
です。本サービスの収入はユーザとパートナーからの
手数料となります。
本サービスを活用することで、農業を副業としてス
タートさせ、将来退職後には専業農家として長野県の
農業を受け継ぐ人材を育成できると考えております。
また、県外者に対しては、副業として農業ができる長
野県をアピールすることで収入面の不安を和らげ U
ターンや I ターンの検討もしやすくなり、移住者増加
にも寄与すると考えます。

起業部門

起業部門

5

井上隆太朗
井上寅雄農園

農ハウをユーザー同士が教え合う
プラットフォーム「アグティー」
「アグティー」は、新規就農者が日頃抱えている栽培
から経営 まで、農業に関わる全てのお困りごとに対し
て、プロ農家などから直接、ビデオ通話やチャットな
どでアドバイスが受けられるお悩み相談サイトです。
アグティーでは、新規就農者の方を「相談者」、プロ
農家の方を「アドバイザー」と呼び、それぞれアグ
ティーに事前に登録していただきます。相談者は、ア
ドバイザーのプロフィール等を確認した上で、アドバ
イザーを指名して質問することができます。アドバイ
ザーは質問にビデオ通話ないし、チャットで回答して
いただき、相談者の悩みに回答していただくと相談者
から謝礼を受け取るサービスとなっております。当社
では相談者から指導者への謝礼の 20％を手数料として
いただき、収益とさせていただきます。

4

中沢冬芽、村上拓、澤柳佑希、伊藤河聞
Alumnote

「Alumnote( アルムノート )」

〜信州をコミュニティから盛り上げる
All-in-One プラットフォーム〜

Alumnote は高校・大学の同窓会を強化するサービス
です。
同窓会は「高齢化」
「紙ベースの非効率な管理業務」
「財
源獲得機会の減少」という課題を抱え、多くの同窓会
は消滅の危機にあります。しかし同窓会はメンバーに
居場所と安心感をもたらし、環境格差が生む情報格差
の問題を OB・OG とのつながりが解消しうると考えま
す。また学校側にとって卒業生との交流はブランディ
ングにつながり、関係が強力な海外の同窓会では管理
を企業が担うことが一般的です。私たちは同窓会にお
ける管理業務を SaaS によって一元化し、コミュニティ
活性化に向けた施策を同窓会とともに行い、寄付金・
年会費の増額、若者のコミットを創出します。

武田朋己
松本秀峰中等教育学校６年

「磨け！アイディアの原石」
〜ワーケーション専用ゲストハウス〜

起業部門

1

3

渡部ゆかり、牧内久美、永田愛、
矢島麻優美、瀧川実葉、渡部見
信州白樺クラフト製作所

白樺樹皮細工を
信州初・立科町発の特産品に

〜白樺林の保護と手仕事の創出に向けて〜
白樺林保全のための森づくりと、手仕事の創出に向け
たものづくり。立科町の有する白樺高原は全国有数の
美しい白樺林として親しまれている一方、多数の白樺
が密集し 元気に育つ環境が十分に整備されておらず、
細々としているという課題もあります。温暖化の影響
で気候変動が激しい昨今において、この白樺林を継続
的に守り、美しい景観を保つためには間伐等による森
づくりが必要です。また、森づくりの過程で不要に
なった白樺を有効活用して白樺樹皮細工や白樺クラフ
トを製作・販売することで、白樺林の保全に向けた好
循環をつくるとともに、地元の居場所と手仕事を創出
します。

湯原武留

「美しい農村と山林、
そして人間相互の敬意を守る」
オーナー制農林業
食、資源は生きることの基本である一方、農林業従事
者は高齢化及び担い手不足が急激に進行しています。
こうした課題の解決は「従事者が安定的で、十分な報
酬を得ること」によって実現できると考えました。そ
こで、顧客として「①豊かな自然、景観や持続可能性
②人と人との縁、対面性 ③食や資源等の安全保障」に
関心の高い方を想定し、オーナー制農林業の仕組みで
前述の３価値を提供することで、農林業従事者の安定
的収入の実現を図ります。費用・時間対効果への傾倒
は物理的制約の多い産業の衰退を惹起します。コスト
以外の価値観に着目しこれらを満たすサービスを提供
することで、従事者・消費者共に幸福を実感できる社
会の実現を目指します。

起業部門

起業部門

上伊那農業高等学校２年

つなぐ” をプロデュース
「ＭＩＲＡＩＮＡ カンパニー」

高校生部門
高校生部門

滋野愛良、守屋彩花、関崎茉莉、西村陽菜、
宮下優月、大槻海怜

2

笹崎典子
合同会社 pieceLab

教育 × 食育 × 地育』を実現する寺子屋
デリカ & カフェ、Cafe pieceLab

〜保護者が幸せなら子どもも幸せになっていく。
それを実現可能にする場〜

「ここは piece が出会い、集い、助け合える場所。安らげる
場所。piece 達のアイデアで創り上げる場所。信州大学松本
キャンパスから南に３分ほどの場所に Cafe pieceLab はあり
ます。限られた人だけでなく、一人一人の大事な力をこの場
所に集結し、この松本の活性化に繋げます。」
・「美味しくて安心なデリ」をイートイン及びテイクアウト
で提供し、松本市近郊の共働き家庭の保護者のストレスと感
じることを軽減し、家族の健全な繋がりと食育を支えます。
・カフェ内でドリンク・安心フード・スイーツなどを提供す
るとともに、寺子屋のように来店した子供達の学習支援を保
護者に代わって行います。（教育）
・行政の方や信州大学、松本大学及び学生・教授、地元の高
校生など、地域の資源や人材を活用し、pieceLab の運営の
一部を担えるように整備します。（地育）

