国立大学法人

東京農工大学

Entrepreneur Challenge
“Pitch Contest”

2022 March 9
16:00～
Final Pitch

申請締切：2月23日（水）

かがやく“未来”をつくりだせ！
学長賞
優勝賞金

1,000,000円
その他、副賞なども予定

（注）2022年4月以降に使用可能、 一部使用制限あり
審査により優勝者なしの場合もあります。

主催

東京農工大学 未来価値創造研究教育特区“FLOuRISH Institute”

学内共催 卓越リーダー養成機構、先端産学連携研究推進センター
学外共催 独立行政法人 中小企業基盤整備機構、 INDEE Japan Ltd.
後援

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）,
一般社団法人 首都圏産業活性化協会（TAMA協会）

開催趣旨

スケジュール

応募条件
対象事業領域
申請方法

研究の社会実装、学生・職員の価値創造を奨励するため
2022年
3月9日 （水）最終ピッチコンテスト 16:00~18:00
3月2日 （水）1次選考結果報告
2月23日（水）応募申請締め切り
2月10日（木）早期応募締め切り
早期応募者には、内容確認の上でフィードバックします。
ピッチ動画の修正は、最終締め切りまで可能です。



東京農工大学の学生、教職員を代表として構成されるチームまたは個人であること
公開で実施する「ピッチコンテスト」に代表者が参加し、プレゼンを実施できること（オンライ
ンもしくは会場）

 問わない
ただし、審査基準に基づいて審査する
 Google Fromより応募者情報および5分間のピッチ動画の投稿
https://forms.gle/Xcs7BWjeTiz43pVF8（右QRコード）
 魅力的な市場を開拓しようとしているか？
取り組む課題の独創性、革新性、成長性、インパクト、潜在的な市場について深い洞察を得てい
るかを評価する

審査基準



審査は右記の基準をもとに、 
本学および共催機関メンバー
にて審査します。1次審査は
同様に右記の基準で判断しま
すが、学内組織のみでの審査 
となります。

課題解決案が優れているか？
課題解決策に独創性・革新性・競争優位性があるか、解決案の保護がされている/保護する適切
な方法を考えているかを評価する（特許やビジネスモデルなど）
魅力的な事業戦略を持っているか？
事業の成長を支える戦略をもっているか、実現可能性が高いマイルストーンを描けているかを評
価する。
実行力があるか？
個人もしくはチームが、魅力的か、プロジェクトを推進する力をもっているか、事業創造への本
気度、能力、チームワーク、バックグラウンドなどを評価する
問い合わせ先
未来価値創造研究教育特区“FLOuRISH Institute”
E-mail：innov@cc.tuat.ac.jp
Tel：042-367-5637（9:00-17:00, 土日祝日休み）

Tokyo University of
Agriculture and Technology

Entrepreneur Challenge
“Pitch Contest”

2022 March 9
16:00～ Final Pitch

Application Deadline ：Feb. 23 (Wed)

Flourish new future !!
President’s
Prize

1,000,000 JPY
Other prizes will be awarded as well.
Note： Can be used after April 2022, with some restrictions.
There may be no winner due to judging.

Organizer
Co-organized
By Univ.
Off-univ.
co-organized
Support

FLOuRISH Institute
Organization for WISE Program, University Research Administration Center
Organization for Small & Medium Enterprises and Regional
Innovation, JAPAN, INDEE Japan Ltd.
New Energy and Industrial Technology Development Organization
（NEDO）, Greater Tokyo Initiative（TAMA協会）

Purpose of the event

Schedule

Application Requirements
Target business area
How to Apply

Judging criteria

To encourage social implementation of research and value creation by students and staff
2022
March 9 （Wed）Final Pitch Contest 16:00~18:00
March 2 （Wed）Report on the results of the first round of selection
February 23（Wed）Application Deadline
February 10（Wed）Early Application Deadline
Early applicants will be given feedback after reviewing the content.
Pitch videos can be modified until the final deadline.



Teams or individuals representing TUAT students, faculty and staff.
Representatives must be able to attend and present at a public "pitch contest“ (online or on-site).

 Any business area is acceptable.
However, it will be reviewed based on the review criteria.
 Submit applicant information and a 5-minute pitch video via Google From
https://forms.gle/Xcs7BWjeTiz43pVF8（Right QR Code）
 Are you trying to develop an attractive market?
Evaluate whether you have deep insights into the originality, innovation, growth potential, impact,
and potential market of the issue being addressed

The selection will be
conducted by the members of  Is the proposed solution to the problem excellent?
TUAT and the co-organized
Evaluate whether the solution to the problem has originality, innovation, and competitive advantage,
and whether the solution is protected/considers appropriate ways to protect it (e.g., patents and
organizations based on the
business models).
criteria listed on the right.
And the first screening will
also be conducted based on  Do you have an attractive business strategy?
Evaluate whether you have a strategy to support the growth of the business and whether you can
the criteria listed on the right,
create highly feasible milestones.
but the screening will be
conducted by TUAT only.
 Do you have ability to execute?
Evaluate whether the individual or team is attractive, has ability to drive the project forward, and is
serious about business creation, ability, teamwork, background, etc.
Contact information
TUAT FLOuRISH Institute”
E-mail：innov@cc.tuat.ac.jp
Tel：042-367-5637（9:00-17:00）

