
⾃分の夢、社会課題の解決、豊かな⽣活の実現
ビジネスの「アイデア／プラン／モデル／素材」
& 企業内の秘蔵の商品・サービス・技術を募集！

発表・応援して新しいビジネスを発⾒しよう

⾃分の夢、社会課題の解決、豊かな⽣活の実現
ビジネスの「アイデア／プラン／モデル／素材」
& 企業内の秘蔵の商品・サービス・技術を募集！

発表・応援して新しいビジネスを発⾒しよう

世界中のどなたでも応募OK（応募地域が好きな⽅）
どの分野でもOK（⽣活、⽔産、酪農、宇宙、医療、ものづくりなど）
何かにテクノロジーを活⽤していればOK（ICT・IT・IoT・AI・ロボットなど）
どのような完成度でもOK（販売中、アイデア、企画中、スタートアップ中など）

Challenge IoT Award 2018 第５回

ビジネスモデル発⾒＆発表会 うちなー沖縄⼤会2018決定！
Challenge IoT Award 2018 第５回

ビジネスモデル発⾒＆発表会 うちなー沖縄⼤会2018決定！

部⾨ 賞の予定※1 評価ポイント 副賞※2
キャン
パス

沖縄総合通信事務所⻑賞
+ICTビジネス研究会キャンパス賞 独⾃性、市場性、成⻑性が⾒込めこと 全国出場権

商品等

ビジネス

社会
起業家

沖縄県知事賞
+テレコムサービス協会⽀部会⻑賞

事業として成り⽴ち、独⾃性、市場性、成⻑性が
⾒込め、他事業との連携などで収益あること ※4

全国出場権
商品等

社会起業家地⽅創⽣賞 地域創⽣に資する事業化が実⾏でき、
経営のエコシステムができていること ※3

全国出場権
商品等

全部⾨

⼥性起業家賞 ⼥性ならではのアイデアを事業化できること ※3 全国挑戦権
商品等

ICTビジネス研究会賞 企業連携でビジネスを加速できること ※4 全国挑戦権

ナイスプレゼン賞 表現者としてスタイルおよび内容が素晴らしい⽅ 商品等

IIA賞 IOデータ賞他

ICTビジネス研究会(テレコムサービス協会）明神、⼤錦 TEL:03-5644-7500ict_business_info@telesa.or.jp

キャンパス部⾨（学⽣）
⼤学、⼤学院、⾼専、専⾨学
校、⾼校、中学校等でビジネ
スを企画／起業したい⽅

ビジネス部⾨（⼀般）
企業、スタートアップ、研究者、
個⼈で、ビジネスを実⾏／起
業されようとする⽅

社会起業家部⾨
NPO法⼈、企業、学⽣、個⼈
で、社会の課題を事業で解決
しようとする⽅ ※関東,九州,沖縄の⼤会のみ

2⽉1⽇(⾦) 13:00〜18:00 ホテルロイヤルオリオン
【主催】 (⼀社)テレコムサービス協会沖縄⽀部、ICTビジネス研究会
【共催】 株式会社FROGS

商
売
の
神

降

臨

※1 ⼀定条件に満たない場合、該当者なしとなります。 ※2 ⼀定条件を満たした場合、全国出場権/挑戦権を授与します。
※3将来起業もしくは起業家に限ります。 ※4 将来、事業化するか既に事業化されているモデルに限ります。

myojin
テキストボックス
別紙１



応募⽅法
必要事項を記⼊の上
Webから提出のこと
※⽤紙はWebに掲載

提出資料 記⼊内容
応募者の情報 グループ・法⼈・学校,代表者,連絡先
アイデア＆価値シート サービス等の概要(特徴、ターゲット等)
ビジネスモデル概要図 全体のビジネスがわかる概要図
ビジネススキルUP/起業家育成「気づいて感じるワークショップ実践セミ
ナー」を⼤学ゼミ・企業等で実施、ご希望の⽅は事務局まで。

⼀次締切:1か⽉前12/25 「独⾃性、市場性、成⻑性」について選考
※⼀次締切通過者のうち希望者にはメンタリングを実施⼆次締切:2週間前1/15
出場者を対象に、作品のブラッシュアップ＆プレゼン⽅法の実践

作品提出 5⽇前(1/26) プレゼン資料+ビジネス計画書(任意)をpdfかppt形式で提出

沖縄⼤会(2/1) IBスタイルで⾃由に発表、各賞および全国⼤会出場者を決定

更に、ビジネスの実現性を⾼めるブラッシュアップを実施

全国⼤会(3/14〜3/15) 各地の代表チームで、ビジネスモデルをプレゼンし、各賞賞を授与
エントリー作品を対象に、事業および起業を応援・⽀援
(サービス・商品の具体化、資⾦調達、販路拡⼤、マッチング等）

募
集
期
間 ビジネスデザイン

セミナー

ブラッシュアップ

応援・⽀援

具現化＆メンタリング

応募〜発表までの流れ
⼤会詳細・申込 http://ict.telesa.or.jp/2018bm.html
昨年実績 http://ict.telesa.or.jp/2017bm.html

審 査 基 準 対応の賞 評 価 内 容

基
礎

新 規 性 すべて デザイン、技術、販売、組合せなどビジネス視点で新しいか?
市 場 性 すべて 市場が具体的に想定されているか？市場拡⼤が⾒込めるか？
成 ⻑ 性 すべて 継続的な事業拡⼤および拡⼤収益リターン⼒があるか？

特
別

B 2 B ⼒ IＢ研賞 他サービスや他事業との連携・展開ができるか？
社 会 課 題 解 決 ⼒ 社会起業家賞 社会課題の本質を⾒抜き、課題を解決できているか？
地 域 創 ⽣ ⼒ 地⽅創⽣賞 地域に雇⽤と収⼊があるか？
表 現 ⼒ ナイスプレゼン賞 明確な理念や⽬的、情熱があり、共感できるか？

⾞のナンバーをスマホで
認識・記憶、駐⾞の
チェックなどに利⽤でき
るクラウドのサービス、
新事業を展開

ネットからゲーム感覚で、
簡単に有機野菜を育
て収穫できる仕組み、
楽天と事業提携し事
業拡⼤

⽴⼭システム研究所
認識番⻑クラウド

テレファーム
遠隔農業テレファーム

働いた分の給与を担
保に買物ができるカー
ド代⾏決済サービス、
EUの難⺠対策やセブ
ンイレブンと提携

ドレミング(株)
Payming

ビーコンを利⽤した修
学旅⾏の点呼など、修
学旅⾏⽤コミュニティの
仕組み、実証実験を
経て商品化を⽬指す

ピュアの極み⼄⼥、
しゅうがくりょうこーん

あらゆるマニュアルを写
真や動画を使って、簡
単に作成できるクラウド
マニュアル作成・共有
ツール

(株)スタディスト
TechmeBiz

⼩中学⽣向けITとモノ
づくりを新しい⽅法で
教える教室、松⼭と広
島で事業を展開

(株)テックプログレス
⼩学⽣向けIT

×ものづくり教室

今までの受賞者（抜粋イメージ）

⼥⼦⾼校⽣が開発し
た宮城復興アプリ、ゆ
るきゃらを核としたコミュ
ニケーションが特徴、観
光施設と連携

GoToプロジェクト
Go To

⻭磨きをスマホと連動
し⻭の健康状態を監
視、医療等に活⽤、
⼤⼿⻭ブラシ会社と実
証実験。

⼈⽣100年時代に必
要な⻭磨きサービス

⻭っぴー

⽣産者と加⼯販売者
を結ぶ農業系の事業、
広島でのレモン栽培な
ど事業化拡⼤中

エーエスピー
農産物安定栽培

供給プラットフォーム

ハブを捕まえた状況を
把握するIoTを活⽤し
たシステム、沖縄ならで
はのアイデア

MIT
⽷満市⽴三和中学校

IoTハブゲット



起業家育成＆ビジネススデザイン⼒をアップするワークショップセミナーの開催
気づきや発想⼒、多⾯思考を⾼め、ビジネスモデル作成を通して社会の流れの理解し、全体ビ
ジネスデザイン⼒を⾼めます。⼤学や企業で開催中、ご希望の⽅は事務局までご連絡を

モノの組合せや
機能を想像しよう

⾃分で感じてひらめく
アイデアを発想

アイデアワーク

⾃分発⾒＆原理を知る

イメージを
具体化してみよう

【基礎編のイメージ】

⾃然からものの原理、アイデア発想
の原理、サービスの作り⽅を知る

循環ビジネスを作る
ワークの実践

アイデアを
イメージで表現

アイデアを
イメージにしてみよう

ビジネスモデルを考える
思考⽅法と投資家の7つの視点

⼼で感じ
ものの本質に気づく

トレーニング

知る

実践

スキルアップ基礎編 ものの原理、アイデア発想、ビジネスモデルワークを通してスキルアップ。
ビジネスモデル編 コミュニケーションワークを通して具体的なビジネスモデルに仕上げる。
販売・お⾦編 モノとことの流れを理解し、販売⼿法とお⾦の役割・流れを理解。

プレゼンテーション編 相⼿に伝わることは何か？伝わって実⾏してもらえるプレゼン実践。

ビジネスモデルワーク

解る

広報チームビジネス創出実⾏委員会

ビジネスデザインメンター

ビジネスモデル発表会

マッチング・交流プロジェクト

ビジネスデザインプロジェクト

Womanプロジェクト

各コミュニティ EUEU
東南アジア

⽶国

学校・研究機関学校・研究機関

⾦融機関⾦融機関
メディアメディア

業界団体業界団体

⼀般企業⼀般企業
個⼈個⼈

各省庁・⾃治体各省庁・⾃治体

地域のシーン連携

海外連携

新ビジネスの創出、新⼈材の創出、地域産業の活性化など個⼈や企業の
利益につながる活動⺟体。商品の具体化、販路拡⼤、事業マッチングなど
事業および起業を応援・⽀援を実施。

⼥性の活躍⽀援セミナーやイベントの実施

アイデア・技術・サービスを機能融合しビジネスを創出

ビジネスデザイン能⼒の開花のカリキュラム作成/⼈材育成

各地の優れたビジネスモデルを表彰・⽀援するアワード

アイデアのビジネス化、起業家志望のコミュニティ（各地）

ビジネスアイデアのメンタリングおよびビジネス⽀援

運営
テレコムサービス協会

ビジネス流通を加速するICTビジネス研究会とは？

【ＩＢスタイル】インカムとクリッカーで舞台を⾃由に使い、服装や⼩道具等、
⾃分の主張を的確に表現したスタイルとパフォーマンスを期待。
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Challenge IoT Award 2018 第5回
ビジネスモデル発⾒＆発表会 全国ツアー開始

Challenge IoT Award 2018 第5回
ビジネスモデル発⾒＆発表会 全国ツアー開始

北海道(札幌)
12/20(⽊)13:00〜
札幌エルプラザ・ホール

北海道(札幌)
12/20(⽊)13:00〜
札幌エルプラザ・ホール

東北(仙台)
11/27(⽕)13:00〜
TKPガーデンシティ仙台

東北(仙台)
11/27(⽕)13:00〜
TKPガーデンシティ仙台

関東(東京)
11/14(⽔)13:00〜
九段下合同庁舎11F⼤会議室

関東(東京)
11/14(⽔)13:00〜
九段下合同庁舎11F⼤会議室

信越(⻑野)
12/８(⼟)13:00〜

ホテル国際21

信越(⻑野)
12/８(⼟)13:00〜

ホテル国際21

北陸(⾦沢) HIT2018
11/6(⽕)13:00〜

⽯川県⽴⾳楽堂交流ホール

北陸(⾦沢) HIT2018
11/6(⽕)13:00〜

⽯川県⽴⾳楽堂交流ホール

東海 (名古屋)
12/5(⽔)13:00〜

ウインクあいち・⼩ホール2

東海 (名古屋)
12/5(⽔)13:00〜

ウインクあいち・⼩ホール2

近畿(⼤阪)
12/11(⽕)13:00〜

HEPホール

近畿(⼤阪)
12/11(⽕)13:00〜

HEPホール

中国(広島) HIBIS
インターネットビジネスフォーラム
10/18(⽊)13:00〜

広島県情報プラザ多⽬的ホール

中国(広島) HIBIS
インターネットビジネスフォーラム
10/18(⽊)13:00〜

広島県情報プラザ多⽬的ホール

四国⾼松(⾼松)
1/20(⽇)13:00〜

e-とぴあ・かがわ
(BBスクエア・スタジオサロン）

四国⾼松(⾼松)
1/20(⽇)13:00〜

e-とぴあ・かがわ
(BBスクエア・スタジオサロン）

九州(福岡)
九州ICTビジネスプラン発表会
12/18(⽕)13:00〜

レソラホール

九州(福岡)
九州ICTビジネスプラン発表会
12/18(⽕)13:00〜

レソラホール

沖縄うちなー(那覇)
2/1(⾦) 13:00〜
ホテルロイヤルオリオン

沖縄うちなー(那覇)
2/1(⾦) 13:00〜
ホテルロイヤルオリオン

ビジネスPR→全国、海外へ技術・商品・サービス・ブランドをPR
ビジネスデザイン⼒UP→発想⼒、ビジネススキル、プレゼン⼒UP
ビジネス連携強化→販売、製造、資⾦調達など連携先強化
事業・起業を応援→具現化、販路拡⼤、ビジネスマッチング

企業⼒UP
コミュニティ

スタートUP
コミュニティ

起案型
コミュニティ

ビジネス
連携会

ビジネス化
コミュニティ

就職連携
コミュニティ

各コミュニティイメージ

アイデア サービス 商品
技術 ビジネスモデル プラン

学⽣企業⼈ 個⼈

最⾼のビジネス表現
未知との連携

ビジネスデザインワークショップ
気づき〜ビジネスモデル実践まで

ビジネススキル＆企業内⼈材⼒UP

ビジネスマッチングWoman⼤会

3⽉14⽇(⽊)〜15⽇(⾦) 
神⽥明神ホール (祝いの舞)

【主催】テレコムサービス協会、 ICTビジネス研究会
【共催】⽇欧産業協⼒センター【協⼒】神⽥明神

【賞の予定】
キャンパス 総務⼤⾂賞 IB研キャンパス賞
ビジネス ビジネス⼤賞 中⼩企業⼤賞

ビジネステレコムサービス協会会⻑賞
社会起業家地⽅創⽣⼤賞 ⼥性起業家⼤賞
⽇欧産業協⼒センター賞（EUイベントに参加）
IB研⼤賞 スポンサー賞他

他国へ

⾃⼰能⼒UP・開花

EUへ




