
第49号2022.7 発行

フェイス

あなたのアイデアをカタチに !

静岡市産学交流センター　ビジネスサポート季刊誌

チャレンジ精神溢れる
ビジネスプランを募集！

　今年も学生、社会人、中小企業経営者などの皆様から静岡県内

での新事業創出のためのビジネスプランを幅広く募集します。

　創業への第一歩を悩んでいる方、創業を目指す方、創業間もな

い方、あなたが心に温めているアイデアを是非ご応募ください。

　しずおかビジネスプランコンテストでは、応募段階から無料で利

用できる「プラン作成サポートサービス」などで、あなたを全力で

サポートします ！ 本号では、昨年101件の応募の中から、賞を受賞

した方々数名へのインタビューを紹介します。
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　しずおかビジネスプランコンテスト
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しずおか
ビジネスプランコンテスト
第21回

スタッフブログ https://bnest.eshizuoka.jp https://www.facebook.com/bnest.ShizuokaCityスタッフブログ Facebookフェイスブックやってます！

資金、マーケティング、商品開発、製造、営業など経営全般、創業、
新事業進出について、専門相談員が最善策をご提案します。

https://www.b-nest.jp/

ビ ジ ネ ス 相 談

B-nestホームページ

静岡市産学交流センター B-nest は
ビジネスチャレンジを応援します !

無 料

各支援機関のサービス、補助金情報などを取りそろえてい
ます。全国でも屈指のビジネス関連の情報、サービスを取り扱
う御幸町図書館（5F）と連携しているので、迅速な情報収集が
できます。

ビジネス情報提供無 料

静岡の産業活性化を目的に、様々なプロジェクトを実施してい
るので、多様な分野での人的ネットワークを構築しています。
お気軽にスタッフにお声かけください。

ネットワークづくり無 料

ビジネスにおいて会議や勉強会は必要不可欠。お手頃な価格で
会議室をご利用いただけます。

会 議 室 提 供有 料

まずはお気軽にB-nestへご連絡ください

054-275-1655Tel.



　今年も学生、社会人、中小企業経営者などの皆様から静岡県内

での新事業創出のためのビジネスプランを幅広く募集します。

　創業への第一歩を悩んでいる方、創業を目指す方、創業間もな

い方、あなたが心に温めているアイデアを是非ご応募ください。

　しずおかビジネスプランコンテストでは、応募段階から無料で利

用できる「プラン作成サポートサービス」などで、あなたを全力で

サポートします ！ 本号では、昨年101件の応募の中から、賞を受賞

した方々数名へのインタビューを紹介します。

ビジネスプランコンテスト　事業紹介 しずおか

第20回 しずおかビジネスプランコンテスト受賞者紹介

応募のきっかけは？

ビジコンに挑戦して良かったことは？

起業にチャレンジする
学生の皆さんへ
エールをください！

事業発想のきっかけは？

「みえるクラウド」のコンセプトは？

受賞して良かったこと、今後の事業展開を教えてください。

起業に挑戦する後輩へメッセージをお願いします！

“廃培キット”で持続可能な社会を担う子どもを育む「しいたけ先生」

最優秀賞

大学の授業の中で、農村では放置竹林が大きな課題となっている事

を知り、何か対策できないかと考え思いついたのが、放置竹林や廃棄

物からキノコの菌床を作ることでした。そんな中、私が竹や紙、コー

ヒー粕からキノコ菌床を作っている事を知った大学の先生から、ビジ

コン※1に出場してみないかと提案して頂いたのが応募のきっかけで

した。

審査員、事務局の方などたくさんの方にビジネスプランを聞いても

らい意見を頂く事で、プランをブラッシュアップする事ができました。

事業を興すにあたって、人との繋がりがとても大切になってくると思

います。今回、ビジコンに出場したことにより、たくさんの人と繋がる

事ができ、それが最も良かったと思い

ます。

ただのアイデアで終わらせるのでは

なく、実際にビジネスプランを作り行動

することで、課題や新たな発想が生ま

れてくると思うので、頑張って挑戦して

ください！皆さんのビジネスプランで静

岡県を盛り上げて行ってください！！

東京から地元静岡県に本社を移転し、「IT化を進めていきたいけど、

なかなかIT人材もいない。」という地域の課題に取り組んでいくた

めに、パソコン作業の履歴である”PCログ”を活用した事業の立ち上

げを決意しました。

会社や事業を進めていく上でPDCAがとても重要であると考えて

おり、多くの人が事業に関わる会社では、個人の業務状況が”みえ

ない”ことから、正確なP（プラン）が作れないのではないかと感じて

いました。みえるクラウドは、会社の状況が”みえる”、だからこそ、

適切なP（プラン）が作れることを目指しています！

最優秀賞の受賞は、チームのメンバーにも、地域からも評価されて

いるプロジェクトなんだなと感じてもらうことができ、チームのモチ

ベーションも上がりました。今後は、この受賞をバネに、より生産性を

あげていくためのシステム開発と静岡県内を中心とした販売活動を

頑張っていこうと思っております。

私が起業した大きな理由の1つは、やらされる仕事が苦手で、自分で

決めた仕事をやりたいからでした。しかし、事業を進めていく中で、

それが、地域のためにもっと頑張っていきたいという思いに変わって

いきました。起業を志す方には、固定概念にとらわれずに、起業に

近い動きやすい何か、例えばビジコンへの参加などから動いてみる

ことをおすすめします！

静岡県立農林大学校 研究部

アグリビジネス学科 2 年 さん髙嶋 怜

県内企業のDX/テレワーク導入を推進する生産性向上SaaS
「みえるクラウド」

最優秀賞・静岡鉄道賞

さん宮田 昌輝セブンセンスマーケティング株式会社　 代表取締役

※1：しずおかビジネスプランコンテストの通称

学 生 部 門  

一 般 部 門  

廃培キット「しいたけ先生」



　最近、窓口相談で、「どのように売ったらよいか分から
ない」、「お客さんが来てくれない」というマーケティン
グに関する相談が増えています。一方、現代経営学の
父、ピーター・ドラッカーは、「マーケティングの理想は販
売を不要にすること」と説明しています。
　これは、販売促進をしなくても、「これこれ！こういうの
が欲しかった！」と、お客様が勝手に買ってくれる仕組み、
つまりビジネスモデルを作ることだと言えます。
　現在、ビジネスモデルの検討に、多くの企業や大学
で「ビジネスモデルキャンバス」が使われています。
これは、9つの要素で成り立っており、それぞれお互い
の要素の関係性について整合性を見ながら、アイデア

を練り上げていく設計図と言えるものです。
　実際、窓口相談に来られる方に、ビジネスモデルキャ
ンバスについて解説し、現状の商品・サービスについて
表現して頂くと、様々な課題が浮き彫りとなります。
特に、想定ターゲットが、提供しようとする商品・サービ
スの価値を渇望している人達に絞り込めているかを
確認することが重要です。
　ビジネスモデルを作るには慣れが必要です。皆さん
も是非このキャンバスを使って「販売を不要にするアイ
デア」の構築に挑戦し、ビジコンで発表してスキルを
磨きましょう。

長谷 彰 先生（火曜担当）

B-nest経営応援団による、
マーケティングに関するミニコラム

マーケティングと
ビジネスモデル

テ ー マ

自由なアイデアと豊かな発想で、エントリーお待ちしています！

詳しくは
ＷＥＢサイトへ！

１０月19日（水）令和4年 2月14日（火）令和5年

ビジネスプラン

応募〆切　 最終審査会　　

ビジネスプランコンテスト　

主催 ： B-nest 静岡市産学交流センター ・ 静岡市中小企業支援センター／静岡市

ビジコン応募のきっかけ、応募してよかったことは？

「御花印帳」事業PRと近況報告を教えてください。
ビジコン応募者への応援メッセージをお願いします！

「御花印帳」の加盟店舗様の推薦により、ビジコンのことを知りま

した。より多くの人に御花印のことを知っていただきたく、挑戦させて

いただきました。プレゼンは大変でしたが、ビネストスタッフの方々
のサポートのお陰で、ブラッシュアップして最終審査会に挑むことが

でき、優秀賞という光栄な賞を受賞し、この企画に対する自信がつき

ました。ありがとうございました。

「御花印帳」は、神社やお寺をめぐり御朱印を集める「御朱印帳」に

ならい、「御花印帳」を作成。御花印帳加盟店のお花屋さんへ、お客

様が気軽に足を運び、御花印を収集することでお花屋さんを知って

もらい、お花を買うきっかけを作りたいと考えました。「御花印帳」の

加盟店舗は50店舗に拡大し、新しいデザインの｢御花印帳｣を4月に

発売し人気を集めており、静岡県の経営革新計画※2にも承認され

ました。

ビジネスプランコンテストに参加することで、ビジネスプランのブ

ラッシュアップに加え、認知度を高めることもできます。多くの若者に

ぜひ挑戦していただきたいです。

お花の新たな楽しみ方で彩る日常
御花印と御花印帳

優秀賞

さん酒井 幸奈atelier uqina　 代表

※2：中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書

●応募段階から利用できる充実したプラン作成サポートサービス

●B-nest経営応援団が、あなたのヒラメキをプランにまとめるお手伝い

●応募前段階でのプラン作成個別指導や『プラン作成集中講座』を開催

●最終審査会出場者には、プレゼン前に「伝える技」を磨く『プレゼンスキルアップ研修』を実施

 TEL ０５４－６５３－８８００  しずおかビジネスプランコンテスト事務局お問合せ  

本ビジネスプランコンテストの特徴 無料利用できるサポートが充実

第２１回しずおかビジネスプランコンテスト
本年度 は「 静 岡ガ ス 賞 」を新 設！

一 般 部 門  

御花印帳

（おはないんちょう）



information

門外不出かつ１世紀の歴史を持つレシピを変更し、「打倒ペプシ」を目指したコカ・コーラ。アパレルでの経験を生かし、
野菜事業に参入したユニクロ。本書ではこれらを含む世界的企業の失敗例を、原因やその後とともに紹介していま
す。紹介された企業は手痛い失敗をそのままにせず、改善を重ねて今日の成功につなげました。「世紀の失敗」とまで
言われたコカ・コーラのチャレンジの結末。ユニクロの失敗は、どのようにＧＵ再建へつながったか。「失敗は成功の母」
という言葉を実感できる１冊です。

「攻めた失敗」20例でわかる成功への近道
荒木 博行／著　日経BP　２０２１年１０月
世界「失敗」製品図鑑

〒420-0857　静岡県静岡市葵区御幸町3番地の21　ペガサート6階・7階
Tel 054-275-1655　Fax 054-275-1656　Mail info@b-nest.jp
ホームページ https://www.b-nest.jp
■開館時間／9:30～22:00　■休館日／日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始（12月28日～1月5日）

静岡市産学交流センター

〒420-0857　静岡県静岡市葵区御幸町3番地の21　ペガサート4階・5階
Tel 054-251-1868　Fax 054-251-9217　
ホームページ［静岡市御幸町図書館］https://www.toshokan.city.shizuoka.jp
■開館時間／平日（月～金曜日）9:30～20:00　土・日・国民の祝日9:30～17:00
■休館日／毎月第2月曜日、毎月第4水曜日（国民の祝日のときは次の平日）、国民の祝日の次の平日、
　　　　　図書館資料点検期間、年末年始（12月28日～1月5日）

静岡市立御幸町図書館 御幸町図書館

検  索

検  索

来館は公共交通機関のご利用が便利ですが（静鉄電車・バス「新静岡」下車）、自家用車で来館の方にはペガサート駐車場（有料）がご利用いただけます。交 通 手 段

駿府城公園

市役所
静岡庁舎

Den bill

困った時の駆け込み寺

無料窓口相談
※予め予 約をお取りする事を
　お 勧めします

創業したいが、何から準備したらいいの？

ビジネスプランが不安・・・

SNSの活用方法を知りたい！

webで販路を開拓したい！

資金繰りを見直したい・・etc

中小企業診断士とITの専門家で構成する「B-nest経営応援団」があなたの悩みを解決！
創業・経営（webマーケティング含）に係るちょっとした疑問でもお応えします！

疑問はB-nestで解決！

月曜日～土曜日（祝日を除く）

13:00～19:00（月～金曜日）

10:00～17:00（土曜日）　

静岡市産学交流センター６Ｆ　

相談日

時  間

場   所

※商圏分析データベースmienaを

　使用する際は、静岡市立御幸町図書館５Ｆ

御幸町図書館がビジネスの現場で
役立つ本をご紹介します。

創業・経営関連サービス

御幸町図書館 ビジネス
パーソンが
勧める

御幸町図書館

スタッフがビジネス情報の探索のお手伝いや、資料の使用方法についてアドバイスします。お気軽にお声がけください。

いつも身近な図書館をカシコク利用しましょう！

ビジネス支援サービス
５Fビジネス書・静岡資料コーナー
ビジネスに役立つ資料が充実。地元・静岡に関する郷土資料
や行政資料なども取り揃えております。

５F電子図書館コーナー
企業情報や経営関連情報などを検索できるデータベース席を
ご用意しています。インターネット席で調べものもできます。

お問い合わせ／０５４-２５１-１８６８　ホームページ／https://www.toshokan.city.shizuoka.jp/

産学連携
コーディネーター

地域課題に係る産学共同研究委託 事 業令和4年度

松本 豊
加藤 俊文

（左）

（右）

当センターの産学連携推進事業の柱として、平成17年度より実施、これまでに112のテーマの研究を行って
きました。地域や産業の活性化につながる本事業では、静岡市が重点的に成長を促す6つの事業を募集し、
戦略産業分野※１に関わる９事業を採択しました。
(※１･･･①食品・ヘルスケア ②海洋・エネルギー ③観光・ブランド ④文化・クリエイティブ ⑤清水港・ロジスティクス ⑥その他地域活性化・新産業創出に関連する分野）

主として「調査研究や技術・サービスの向上」に係る課題で、新たな提案と具体策が見込め、将来性が期待できるもの

(株)アステクノス  ＋  東京大学大学院低濃度一酸化窒素による感染症予防に関する実用化研究1

隠れ茶を守る会  ＋  東京農業大学梅ヶ島食べる発酵茶の開発2

河岸の市協同組合 ＋ 静岡産業大学静岡お土産缶詰の自販機販売ビジネスモデルの確立と新製品の開発3

三和酒造(株) ＋ 東海大学静岡/清水テロワール （日本酒）の付加価値創出事業　～オクシズからシズマエまで～4

Blue Farm(株)  ＋  静岡大学茶園における温室効果ガスの吸収及び削減量のJ-クレジット化事業5

農事組合法人みらい  ＋  静岡県立農林環境専門職大学日本最大級の在来大豆を活かした和菓子の開発6

山梨罐詰(株)  ＋  静岡県立大学バイオリファイナリーを活用した食品廃棄物再資源化のための可溶化技術の開発7

基　礎
コース

基礎コースまたは応用コースを経験した後、数年内の課題で、研究が既に終了し、実用化（商品化）を目的とするもの
(有)西尾商店　マイクロ波抽出香りエキスと濃縮だしを使ったレトルト新商品（カレー）の開発と販路開拓　　9

発　展
コース

主として「ものづくり系」に関する課題で、基礎的な研究が既にできているもの。事業終了時に必ず試作品ができ、数年内に実用化（商品化）が見込めるもの
(株)東海アクアノーツ  ＋  東海大学実用化に向けた人工海藻シーラントによる藻場造成手法の開発　　8

応　用
コース
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