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「中央大学野島記念BUSINESS AWARD2016」
とは 

 中央大学野島記念Businessawardは、中央大学のOBである

株式会社ノジマ代表執行役社長の野島廣司様の寄付により運

営されている、中央大学主催のビジネスコンテストです。当コン

テストでは、自分の新規事業のアイデアをビジネスプランという

カタチにして、他の中大生と競い合うことができます。さらに、１

つのビジネスプランを予選で勝ち抜きながら磨いていくことがで

きます。 

 中央大学野島記念Businessaward2016実行委員会は、当コン

テストへの出場をきっかけに、起業やビジネスに興味のある方

同士や、アドバイスを下さる審査員の方々と皆さまが繋がって

欲しい、そして、今しかできない学びの大切さを知って欲しいと

考えております。また自分の力を試す舞台で、少しでもビジネ

スの楽しさを感じていただければと思っております。 

 今年度は記念すべき10周年の年となっております。記念すべ

き今年度が皆さまの糧となっていただければ幸いです。 

 運営者一同、皆さまの参加を心よりお待ちしております。 
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中央大学生・中央大学大学院生 

他大学生・他大学大学院生 
 

 

 

【参加条件】 

１チームの構成人数の半数以上が中央大学生または中
央大学大学院生である場合のみ他大学生・他大学院生
の参加を認める。（ただし、代表者は中大生とする。） 

社会人の参加は不可。 

１名から参加可能。 

上限は事業計画書提出の先着原則60チームまでとする。 

 

 

 

 

 

応募資格 
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出題条件 

「新規事業」 
学生の視点から見た日本の問題、これをどうすれば解決し、世の
中に貢献できるのか？そんな志のあるプランをお待ちしておりま
す。是非自由な発想で考えてみてください。 
 
【注意事項】 

新しいアイデアでの事業プランとして、製品・サービスを生み出す
こと。 
既存のプランを組み合わせることは認める。 

既存のプランと酷似しているものは、既存のものと比べて独自の
強みを明確に打ち出す必要がある。 

各審査段階においてのビジネスプランの変更はできない。 
全てのビジネスコンテストにおいて入賞歴のあるプランでの参加
は不可。 
学生においてすでに起業している事業プランでの参加は不可。 
 
＜新規事業プランの定義＞ 
（１）現在既に収益を受けているプランではない 

（２）過去に他のビジネスコンテストで入賞したプランではないこと。
確認は実行委員会と審査員が行う。 

（３）既存のプラン（自分自身が生み出したプラン、他者が生み出
したプラン両方可）を組み合わせることは認めるが、特許、著作権
ほか知的財産権は出場者の責任で処理すること。 
※既存のプランを組み合わせた例 
【英語学習塾×飲食業＝働きながら英語を学べるサービス】 
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優勝  

300,000円 
 

準優勝  

     50,000円 
 

オーディエンス賞 

図書券10,000円分 
 

 
 

 

※決勝進出チームには、起業家甲子園への出場チャンス！ 

詳細は次のページへ 
 
 

表彰 
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賞状 
トロフィー 

賞状 
トロフィー 

10周年記念賞「ノジマ賞」 

 詳細は決勝戦にて発表します 



 総務省及び独立行政法人情報通信研究機構では、ICT分野

における新規事業の創出及び産業競争力の強化のため、ICT
ベンチャーの創業、起業を支援する取り組みを行っています。 

 その一環として、高等専門学校生、大学生、大学院生、若手
（企業所属の社会人も可）を対象として、ICTに関する商品・
サービスの開発、PRプランの作成を目指すプログラムとして、
『起業家甲子園』を開催しています。 

 今年度も、決勝進出チームから１チームのみ起業家甲子園
への出場資格を得るチャンスがあります。約２ヶ月の間、担当
のメンターからのアドバイスを受けながら、起業家甲子園本戦
に向け、プランのブラッシュアップをすることができます。 

 

 起業家甲子園への選出は、ICTを活用した優秀なビジネスプ
ランであることが条件となります。 

（事業を運営する際にインターネット等、ICTが必要不可欠であ
ること） 

   
【起業家甲子園HP】 

http://www.venture.nict.go.jp/koshien 

 

起業家甲子園とは 
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大会日程 

•9月21日（水）〜
10月19日（水） 

本エントリー 

•10月28日(金)～
11月4日(金) 

書類審査 

•12月4日(日) 予選 

•12月18日(日) 決勝 
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書類審査 
≪書類審査期間≫ 
10月28日(金)～11月4日(金) 

≪チーム数≫ 
上限原則60チーム 

≪提出資料≫ 
事業計画書：Microsoft Office Word2010 

≪資料提出締切≫ 
10月26日(水)18:00 

≪審査結果報告≫ 
11月5日(土)～11月6日(日) 
≪通過チーム数≫ 
24チーム 
※チーム代表者様のPCにメールでご連絡いたします。 
書類審査における審査優先順位 
⇒①発想、②基本戦略、③分析、④実現可能性 

 
※同点になった場合、書類審査における審査優先項目
の①の点数が高いチーム、さらに同点の場合は②の点
数が高いチーム、なおも同点の場合は③の点数が高い
チームを優先します。すべての項目において同点の場
合は提出の早いチームを上位とする。 
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書類審査通過者対象 
メンタリング会 

 書類審査を通過したチーム（最大24チーム）の中でメンタ
リング制度を希望するチームは中央大学ビジネススクー
ルの社会人学生の方々からフィードバックをもらえる機
会を得られます。 

書類審査の結果発表の際、メールにて希望の有無をお
聞きいたします。ご希望の方は下記の日程をご確認の
上お申し込みください。 

プレゼン技術やビジネスプランについて様々なアドバイ
スをもらえる貴重なチャンスです。是非ご参加ください。 

＜日程＞ 

１１月12日（土）※予備日１１月26日（土） 

※両日に参加することも可能です。 
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予選 
≪日程・場所≫ 
12月4日(日) 中央大学多摩キャンパス5号館・6号館 

≪発表時間≫ 
発表：10分間 質疑応答：10分間 

≪チーム数≫ 
24チーム(6チーム×4教室） 

≪提出資料≫ 
事業計画書：Microsoft Office Word2010 
発表・配布用資料： Microsoft Office PowerPoint2010 

≪資料提出締切≫ 
事業計画書：11月30日(水)18:00 
発表・配布用資料：12月3日(土)18:00 

≪審査結果報告≫ 
12月5日(月) 
 ※チーム代表者様のPCにメールでご連絡いたします。 
≪通過チーム数≫ 
8チーム 
 

11 

予選における審査優先順位 
⇒①プレゼン力、②基本戦略、分析、実現可能性、③発想 
※同点になった場合、 
予選における審査優先項目の①の点数が高いチーム、 
さらに同点の場合は②の点数が高いチーム、 
なおも同点の場合は③の点数が高いチームを優先する。 

すべての項目において同点の場合は提出の早いチームを上
位とする。 
  中央大学野島記念 

Business Award2016 



決勝 

≪日程・場所≫ 

12月18日(日) 中央大学多摩キャンパス3号館3115教室 

≪発表時間≫ 

発表：10分間 質疑応答：15分間 

≪チーム数≫ 

8チーム 

≪提出資料≫ 

事業計画書 Microsoft Office Word2010 

発表・配布用資料  Microsoft Office PowerPoint2010 

≪資料提出締切≫ 

事業計画書：12月14日(水)18:00 

発表・配布用資料：12月17日(土)18:00 

≪審査結果報告≫ 

当日の閉会式にて発表いたします。 
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イベント日程(予定) 

• 10月7日(金)＠後楽園キャンパ
ス 

アイデアデ
ザイン講演

会 

• 11月6日(土)  ＴＳＧ 

• 11月11日(金)  早稲田 

ビジコンツ
アー 

• 10月1日(土)＠後楽園キャンパ
ス  

• 10月11日（火）＠多摩キャンパス 

ビジネスス
キル講演会 

• 10月22日(土) 
Autumn 
Award 

• 12月11日(日)   

露木メンタリ
ング (決勝
進出者のみ) 
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各イベントの内容 

・アイデアデザイン講演会 
後楽園キャンパスキャンパスで行います。 
ビジネスにつながるアイデアの生み出し方についての講演になります。 
昨年度はこのほかにも 
グループワークにてＫＪ法によるアイデア出しを行いました。 

・ビジコンツアー 

今年度からの新イベントになります。ＴＳＧ・早稲田などの 
ビジコンに訪問し、実際のビジコンがどのような物かを見ていただきます。  

・ビジネススキル講演会 
事業計画書を完成させることを目的にした講演会になります。 
そのため、講演のほかにも実践的な内容を取り入れます。 

・Ａutumn Award 
過去の優勝者の方をお呼びし、交流会を行います。本大会参加に 
あたっての大まかなイメージをつかんでいただければと思います。 



審査基準 
審査基準・項目は以下の通りである。 
 
＜発想＞ 

目的：何のため、誰のために事業を行うかが明確であるか 
着眼点：新規、革新的な側面を見いだせているか 
＜分析＞ 

市場 
顧客分析：市場・顧客の特徴、成長性が把握出来ているか 
競合分析：競合他社の把握、棲み分けが出来ているか  
＜基本戦略＞ 

商品：独自性があり、魅力的な商品であるか 

価格：ニーズに適しており、 採算のとれる価格設定ができて
いるか 
販売経路：経路を確保できているか 
宣伝：ターゲットに適した宣伝を打ち出せているか  
＜実現可能性＞ 

収支：収支、資金調達等が的確であるか 
将来性：発展性がみられるか 
意志：何故自分たちがその事業を行うのかが明確であるか 
＜プレゼン力(予選、決勝)＞ 

プレゼン技術：事業を魅力的に伝えるプレゼンテーションの
技術はあるか 
質問対応：審査員との質疑応答に的確に答えられていたか 
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審査基準 

 
審査項目 

書類審査
(100) 

予選
(100) 

決勝 
(100) 

発想 
目的 15 5 5 

着眼点 15 5 5 

分析 

市場・ 
顧客分析 

15 10 10 

競合分析 15 10 10 

基本戦略 

商品 7.5 5 5 

価格 7.5 5 5 

販路 7.5 5 5 

宣伝 7.5 5 5 

実現可能性 

収支 3.3 6.6 6.6 

将来性 3.3 6.6 6.6 

意志 3.3 6.6 6.6 

プレゼン力 
プレゼン技術 - 15 15 

質問対応 - 15 15 

審査項目ごとの最大配点 
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提出資料作成の注意点 

• 事業計画書は、「中央大学野島記念Business Award2016事業

計画書」のフォーマットに沿って作成し、記載項目は全て記入
してください。各項目２ページまでとさせていただきます。 

• ご記入いただいた事業計画書は書類審査及び予選前に審査
員へ送付致します。 

• 書籍や新聞等の文献から参考および引用した場合は、出典先
(文献のタイトル・著者名・発行所名・発行年月など)を明記して
ください。 

• ホームページ上の資料を利用した場合にはURLを、統計・図
表・文書等を引用した場合には出所を明記してください。 

• 商品写真、人物写真などを掲載する場合には あらかじめ使用
する許可を得てください。 

• 最初のスライドに【事業名】【チーム名】を必ず記入してください。 

• 発表用資料と配布用資料の２種類、必ず用意してください。
(配布用資料は発表用資料からアニメーションを外したものに
してください。審査員にお渡しする資料となります。) 

• プレゼンテーション発表の際には、予選・決勝ともにMicrosoft 
Office PowerPoint2010を使用します。(OSはWindowsに限りま
す) ※ Microsoft Office PowerPoint2013をご使用の方は、保存
する際にPowerPoint2010で保存してください。 
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資料提出方法 

資料を提出する際は、以下のメールアドレスに資料を添付の上お送り
ください。件名を【資料提出】チーム名 とし、添付する資料ごとに「【事
業計画書】チーム名」「【発表用資料】チーム名」「【配布用資料】チーム
名」「【補足資料】チーム名」とファイル名を設定してください。実行委員
が確認後ご連絡いたします。※提出した資料に不備がある場合には、
訂正し提出期限当日の18:00までに再提出してください。18:00以降の
提出は減点となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期限当日の18:00までに提出されなかった場合は減点  

20:00までに提出されなかった場合は失格となります。 

 

 

 

事業計画書の提出期限 

書類審査 10月26日(水)18:00 

予選 11月30日(水)18:00 

決勝 12月14日(水)18:00 

発表用資料、配布用資料、補足資料(任意)の提出期限 

予選 12月3日(土)18:00 

決勝 12月17日(土)18:00 

中央大学野島記念 
Business Award2016 

18 



発表・審査の注意点 
• 発表の際は平等性を保つため、各教室に設置されたPC（ Windows 

７）を使用して下さい。(持参したPCは使用不可とさせていただきま
す。) 

• 予選、決勝ともに、提出された資料以外の持ち込み資料（ムービー
や製品等）を用いる場合は、事前に連絡があった場合のみ認めます。
前日の18:00までにご連絡ください。 

• 予選、決勝ともに発表者はエントリーシートに記載されているメン
バーに限ります。登録外のメンバーがいた場合、観覧者の扱いとな
り、発表・質疑応答に加わることはできません。※追加メンバーがい
る場合には、必ずご連絡ください。 

• 質疑応答は審査員の方からのみとさせていただきます。 

• 無断の遅刻は減点及び失格とする場合がございます。ご注意くださ
い。なお、交通機関等の乱れ等によりやむを得ず遅刻する場合は実
行委員会までご連絡ください。その際は遅延証明書等を必ずお持ち
ください。 

• 各審査段階において提出資料を提出期限当日の18:00までに提出し
なかった場合は減点となります。20:00までに提出しなかった場合に
は、失格となります。 

• 提出の条件を満たしていないもの、提出物に不備があるものは 審
査対象外となる場合がございます。類似のビジネスプランが公知で
あり、その差異を明確に記載していないビジネスプランは失格とする
場合がございます。 

• 各審査段階においてビジネスプランの核となる部分についての変更
をすることは認めません。プランの変更と疑わしきものについては、
プレゼン終了後審査員等との審議を行います。その結果変更と判断
されたプランにつきましては審査対象外とすることがございます。 

• 審査結果に関する問い合わせには一切応じておりません。 
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エントリー方法 

エントリーフォームのURLを 
野島記念ビジネスアワードのHPに掲載いたします。 
そこから記入し送信してください。 
また下記のQRコードからエントリーしてください。 
実行委員が確認後メール等にてご連絡いたします。 
※送信後連絡がない場合はお手数ですがご一報
ください。 
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<本エントリー> 
9月21日(水)～10月19日(水) 

 

https://goo.gl/forms/dLoisG3LO6hxwXtQ2 



連絡先 

中央大学野島記念Business Award2016実行委員会 

代表：小島泰弘 TEL：090-4843-7212 

 (中央大学野島記念BusinessAward実行委員会  

                         会室4250教室) 

 

Mail：biz.award16＠gmail.com 

Twitter：@chuo_nojima 

Facebook：https://www.facebook.com/BusinessAward 

HP：http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/business_award/ 

 

主催：中央大学 

共催：中央大学商学部ゼミナール連合会 

運営：中央大学野島記念Business Award2016実行委員会 
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