
 1 / 5 

 

 

 

iU ビジネスピッチコンテスト 

「イノプロデモ Day」最優秀チーム決定について 
 

iU 情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、学長 中村 伊知哉。以下、iU。https://www.i-u.ac.jp/）で

は、2021 年 8 月 4 日（水）13 時から、投資家・起業家の方 4 名をお招きし、学生 20 チームが出場するビジネスピッチコ

ンテスト「イノベーションプロジェクトデモ Day-2021」を開催し、表彰チームを決定しましたので、お知らせいたします。 

「イノベーションプロジェクト（通称：イノプロ）」は、学生全員が起業プランを企画し、プレゼンを行うアクティブ形式の科目です。

「イノベーションプロジェクトデモ Day-2021 (イノプロデモ Day）」は、イノプロの成果発表大会として、各クラスから選ばれた 20

チームが、自分たちの起業プランのプレゼンを行い、学年最優秀チームを選出しました。審査員からは「各チームのビジネスモデル

が時代に即しており素晴らしい」、「プレゼンスキルのレベルが高い」、「出資に値するチームが複数ある」といった講評をいただきま

した。 

 

 

 

■イノプロデモ Day 最優秀賞 

＜1 年生の部 ※同率受賞＞  

libroom（今井健登、秋山志安、荒瀬美穂子、福嶋あい）：NFT を利用したライブ配信システム 

志村ホールディングス（三輪親右、鈴木結心、フーフネージグメデ、鈴木春澄、栁泰登、中村悠飛）：メタバースの決済シス

テム構築 

 

＜2 年生の部＞ 

Gadgetanker（茂木大暉、中村一真、吉川順也、高橋隼人、河南柊真）：デジタルツールの活用及び様々な Gadget

と撮影技術を提供 

 

 

 

 

 

 

 

▲左：libroom、中：志村ホールディングス、右：Gadgetanker 
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■イノプロデモ Day 学生投票賞 

＜1 年生の部＞ 

Sonia（佐藤洋輝、長堀悠世、植松大騎、落合愛友海、中島秀時）：主に地方在住学生の夢の実現を応援するアプリ 

 

＜2 年生の部＞ 

VBrand（後藤琉那、牧口宝桜）：VR を利用したアパレル C2C プラットフォーム構築 

 

  

 

 

 

 

 

  ▲左：Sonia、右：VBrand 

 

■その他情報 

本コンテストに関する詳細は特設ページ（https://iuinnovation.jp/）をご確認ください。 

 

 

＜大学概要＞  

■大学・学部学科名 

・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」 

・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

 

■学長  

中村伊知哉（なかむらいちや）  

<職歴> 

1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省 

1998年、MITメディアラボ客員教授   

2002年、スタンフォード日本センター研究所長 

2006年、慶應義塾大学大学院教授 

 2020年4月より、iU学長に就任 

 

 

■設置概要  

・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13 

・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階 

 

 

 

 

・学生数：451名 ・専任教員数：28名 

  

左：本校舎 
右：サテライトオフィス 
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■教育理念  

「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」 

■基本構想  

ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習 

・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開 

・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける 

・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性 

も強化 

・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施 

・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制 

・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の 

充実 

 

■育成人材像  

・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材 

・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家 

 

 

  【本リリースに関するお問い合わせ先】 

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555  E-mail：info@i-u.ac.jp 

mailto:info@i-u.ac.jp
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Decision made on winning teams in “Inno Pro 

Demo Day” iU business pitch contest 
 

Professional University of Information and Management for Innovation (Sumida-ku, Tokyo, President: 

Ichiya Nakamura; hereinafter “iU”; http://www.i-u.ac.jp) held the “Inno Pro Demo Day 2021” iU 

business pitch contest on August 4, 2021 (Wednesday) at 1:00pm, with twenty participating student 

teams and four invited investors and entrepreneurs. iU is pleased to announce that the award-winning 

teams have been selected. 

The “Innovation Project (also known as Inno Pro)” is an active course in which all students plan and 

present their entrepreneurial plans. At the “Innovation Project Demo Day 2021 (Inno Pro Demo Day)”, 

the twenty selected teams from each class presented their entrepreneurial plans, and the best team 

of the year was selected. The judges commented that “every team’s business model is brilliant and 

in tune with the times”, “the level of presentation skills is high”, and that “there are several teams 

worthy of investment”. 

 

 

 

■Inno Pro Demo Day Grand Prize 

(First years *Joint winners)  

libroom (Kento Imai, Shian Akiyama, Mihoko Arase, Fukushima Ai): Live streaming system using NFT 

Shimura Holdings (Shinyu Miwa, Yuko Suzuki, Fufnej Gumede, Haruto Suzuki, Taito Yanagi, Yuhi 

Nakamura): Metaverse payment system construction 

 

(Second years) 

Gadgetanker (Daiki Mogi, Kazuma Nakamura, Junya Yoshikawa, Hayato Takahashi, Toma Kawanami): 

Use of digital tools and provision of various gadgets and filming technology 
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▲Left: libroom, middle: Shimura Holdings, right: Gadgetanker 

 

■Inno Pro Demo Day Students’ Choice Award 

(First years) 

Sonia (Hiroki Sato, Yusei Nagahori, Daiki Uematsu, Ayumi Ochiai, Hidetoki Nakajima): App supporting 

the realization of dreams mainly for local resident students 

 

(Second years) 

VBrand (Luna Goto, Takao Makiguchi): Construction of apparel C2C platform using VR 

 

  

 

 

 

 

 

  ▲Left: Sonia, right: VBrand 

 

■Other information 

For more information about this contest, please check the event website (https://iuinnovation.jp/). 

 

 

https://iuinnovation.jp/

