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2022年 11月 1日 

 

2022 年度 アントレプレナーチャレンジ 募集要項 

 

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：INDEE Japan Ltd.、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ※調整中 

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）※調整中 

 

開催趣旨： 

アントレプレナーチャレンジは、技術シーズを基に独創的なアイディアで社会課題を解決するビ

ジネスプランを提案する起業家/研究者を育成・支援するプログラムを通じて、研究成果の社会

実装や、学生・職員の価値創造を奨励することを目的としています。 

 

日時：ピッチコンテスト（最終審査会）2023年 2月 28日（火）14:00開始 

場所：東京農工大学 小金井キャンパス エリプス 3階多目的ホール 

 

事業領域：問わない 

 

応募条件： 

• 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 

 

優勝賞品： 

• 仮説検証推進経費：100万円 （2023年度使用可能、用途など制限を受ける可能性もありま

す。） 

※審査により優勝該当者なしの場合もあります。 

その他賞など： 

• INDEE賞 

• FLOuRISH Officeサポート他 

 

応募方法： 

• FLOuRISHウェブサイト Topicsに記載されている Google Formから書面審査申請書をダウン

ロードしてください。作成した申請書は同 Formより提出してください 

• FLOuRISHウェブサイト Topics：https://www.tuat-flourish.jp/topics/ 

• Google Form：https://forms.gle/aeSZeiiQgZaNHT3n9 

• 容量不足などの不具合がある場合、innov@cc.tuat.ac.jpまでお問い合わせください 

 



スケジュール： 

応募受付期間 2022年 11月 1日〜12月 19日（月） 

応募書類添削（メンタリング）希望受付期間 2022年 11月 1日〜12月 5日（月） 

一次審査結果報告 2022年 12月下旬 

メンタリング受付期間（提案ブラッシュアッ

プ、ピッチ指導） 

2022年 12月下旬〜2023年 2月 17日（金） 

ピッチコンテスト（最終審査会） 2023年 2月 28日（火） 

 

審査： 

最終審査は下記の基準をもとに、本学および共催機関メンバーにて審査します。一次審査は同様

に下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。 

 

審査基準： 

1. 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  

2. 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）  

3. 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。  

4. 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： 

東京農工大学 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrepreneur Challenge Application Guidelines 
 

Organizer: TUAT FLOuRISH Institute 

Co-organized by Univ.: Organization for WISE Program, University Research Administration 
Center 

Co-organized: INDEE Japan Ltd., Organization for Small & Medium Enterprises and Regional 
Innovation, JAPAN *in the process 

Support: New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) *in the 
process 

 

Purpose of the event: 
Entrepreneur Challenge aims to encourage social implementation of research results and value 

creation for students and staff through programs to develop and support entrepreneurs and 

researchers who propose business plans to solve social problems with original ideas based on 

technology seeds. 

Date: Final Pitch: Tuesday, 28th February 2023, starting at 2:00 pm 

Venue: Ellipse, Koganei Campus, Tokyo University of Agriculture and Technology 
 

Target business area: Any business area is acceptable. However, it will be reviewed based on 
the review criteria. 

Application Requirements:  
• Teams or individuals representing TUAT students, faculty and staff. 

• Representatives must be able to attend and present at a public pitch contest. 
 

President's Prize:  
• Expenditure on promoting hypothesis testing：1,000,000 JPY. （Can be used after April 

2023, with some restrictions. ） 

※There may be no winner due to judging. 

Other prizes:  
• INDEE Prize 

• FLOuRISH Office support 
 

How to Apply:  
• Download the Application Form for document review from the Google Form listed in the 

Topics section of the FLOuRISH website. Please submit your application using the same 

form. 

• FLOuRISH website Topics: https://en.tuat-flourish.jp/topics/ 

• Googe Form: https://forms.gle/aeSZeiiQgZaNHT3n9 

• If there are any problems, such as insufficient capacity, please contact innov@cc.tuat.ac.jp 



 

Schedule: 
Monday, 5th Dec Early Application Deadline* 

*Early applicants will be given feedback after reviewing the 

content.  Application forms can be modified until the final 

deadline. 

Late December Notice of the first round of selection (Document review) 

Friday, 17th Feb Deadline for mentoring reservation 

Tuesday, 28th Feb Final Pitch 

 

Judge:  
The selection will be conducted by the members of TUAT and the co-organized organizations 

based on the criteria listed on the right. And the first screening will also be conducted based on 

the criteria listed on the right, but the screening will be conducted by TUAT only. 

 

Judging criteria: 
1. 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 

2. Is the proposed solution to the problem excellent? 
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 business models). 

3. Do you have an attractive business strategy?  
Evaluate whether you have a strategy to support the growth of the business and whether you 

can create highly feasible milestones. 

4. Can you execute? 
Evaluate whether an individual or team is attractive or has the ability to drive a project, 

commitment to business creation, ability, teamwork, background, etc. 

 

Contact information: 
TUAT FLOuRISH Institute 

E-mail: innov@cc.tuat.ac.jp 

Tel: 042-367-5637（9:00 am - 5:00 pm, Closed on weekends and holidays） 

 


