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起業スタートダッシュ 養成講座 エントリーシート 

2022 年 11 月 14 日（月）12:00 締切 

【応募者情報】 

 

複数人のグループでの応募の場合は下記を記載してください。 

 

代表者以外にメンバーがいる場合は下記に記入してください（メンバーの人数に応じて適宜行を追加してくだ

さい） 

 
セイ メイ 年齢 学校名 

学科 学年 メールアドレス 
姓 名 自宅・学校所在地 

①  
トウキョウ ハナコ 17 歳 起業学園高等学校 

国際文化科 ２年 kigyo@mail.com 
東京 花子 都内在住・都内在学 

②  
エド タロウ 16 歳 起業商業高等学校 

総合ビジネス科 1 年 edotaro@mail.com 
江戸 太郎 都外 

③  
    

  年  
  都内在住・都内在学・都外 

 

代表者もしくはグループでの受賞歴など 

フリガナ 

氏名 

キギョウ シソウ 

姓 起業 名 始走 

年齢 １７歳 

学校名 東京都立起業高等学校 

学科 普通科 

学年 2 年 

自宅・学校所在地 都内在住・都内在学 

グループ名 

※個人応募の場合は不要 

フリガナ：キギョウスタートダッシュプロ

ジェクトチーム 

人数：３ 

起業スタートダッシュプロジェクトチーム 

受賞歴 

ビジネスコンペティションにて受賞経験がある場合、「有」に○を付し、年月、

コンペティション名とその賞名を記入してください。 

有  受賞年月： 

   コンペティション名： 

受賞した賞名（大賞、奨励賞等）： 

〇無   
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【応募理由】 

応募理由、養成講座を通じて学びたいこと、達成したいことなど 

起業したいと考えているが、何から始めればよいかわからず悩んでいたところ、この講座のことを知り

ました。 

高校生向けで学校や部活動などと両立できる内容なので、是非参加したいと思い応募しました。 

講座では基礎からビジネススキルを学んで、自分たちが考えているプランの実現のために、市場調査や

サービスのサンプル作成などを行って、具体的な起業に向けたプランを作っていきたいと考えています。 

ビジネスプランを思いついたきっかけ、解決したい課題など 

自分たちが起業を目指したときに「何から始めればいいのかわからない」、「高校生向けの起業サポート

があまりない」、「学業や部活と起業活動の両立をどうすればよいのか」に悩みました。 

そこで実際に周りに聞いてみると同じように悩んでいる人が多く、高校生をはじめとした若い世代の人

がもっと起業しやすい環境づくりが必要だと考え、今回のプランを思いつきました。 

  

受賞者/チーム名： 

プログラム参加歴 

過去もしくは現在、起業支援プログラムへの参加実績がある場合、

「有」に○を付し、期間及びプログラム名を記入してください。 

有  参加期間： 

   プログラム名： 

   プログラム主催者： 

 〇無   

参加者/チーム名： 
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【ビジネスプラン概要】   

  「誰（想定顧客）」に「何（商品・サービス）」を「どのように（顧客への提供方法：アプリ、EC サイト

等）」提供するのか？「なぜ（社会的な背景や解決したい課題など）」行うのか？をわかりやすく記載してくだ

さい。 

   ＊可能な限り、すべて記載してください。 

ビジネスプランの名称 高校生起業しよう！！事業 

概要 

起業を目指す高校生や具体的なビジネスアイデアを持つ高校生等を対象

に、ビジネスアイデアやプランの具現化、起業に必要な知識やスキルの

習得などの機会を提供する講座を提供します。 

ものづくりやソフトウェア開発に必要なノウハウの提供やロールモデル

となる起業家との交流、投資家へのプレゼンテーションの機会等を通じ

て、チャレンジができる仕組みを想定しています。 

実際に起業家をサポートしているメンターが、ビジネスアイデアを実現

するための事業計画作成やブラッシュアップ、アドバイスを行います。 

想定顧客（誰に） 
起業を目指す高校生、ビジネスアイデアやプランを持っているが何から

始めれば良いか分からない高校生 

想定顧客の課題やニーズ 

（顧客にとってなぜこの商品・

サービスが必要なのか、社会的

背景や解決したい課題など） 

日本では起業に関する情報がまだまだ少なく、特に高校生など若い世代

の方々が情報収集をしたり、実際に起業をしたりしようとした際に支援

が充実していない。またロールモデルとなるような起業家との交流もし

にくい。 

本事業が拡大、継続していくことで、上記の課題を解決し、さらに今後

起業したいという高校生等の若年層が増加することを目指しています。 

想定顧客へのヒアリング 

〇実施・未実施 

実施の場合は、概要を記入してください。 

（ヒアリング対象、人数、実施期間、得られた意見や結果など） 

 

高校生、高校生の保護者、高校生時代に起業を検討した方約 10 名に、 

質問に回答いただく形でヒアリングを行った。下記回答を記載する。 

１．高校生 

・起業の意向はわからないが、プログラミングなどには興味がある 

・起業は少し難しそうな印象 

２．高校生の保護者 

・非常にユニークな取り組みだと思う 

・たとえ起業しなくても、自身で考えて行動できる大人になってほしい

ので、是非自分の子どもに参加してほしい 

・子どもが自分のやりたいことを見つけたときに、実現できる力を身に
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付けてほしい 

３．高校生の時に起業を検討した方 

・自分の目標に向かって困った経験があるので、高校生向けの支援事業

があるのはうらやましい 

・ぜひ高校生向けの支援事業が社会に定着してほしい 

商品・サービス名 

（何を） 
起業スタートダッシュ 

商品・サービス概要 

特徴 

・起業に関する知識を、専門家から直接得ることができる 

・現役の起業家との交流ができる 

・実際に起業家をサポートしているコンサルタントが高校生を支援 

利用者が得られるメリット 

・効率的に起業に向けて何をすれば良いか整理・準備をすることができ

る 

・自分のビジネスアイデアを客観的な立場からアドバイスしてもらえる 

・実施に起業する際に役立つ、ネットワーク構築をすることができる 

商品のサイズ 

（ない場合は空白可） 
無 

価格（想定） 無料（受講者ではなく、スポンサーから収入を得る） 

サンプル・試作品の有無 有 ・ 〇無 

ビジネスプランのユニークなポ

イント 

(アピールしたいポイント、なぜ顧客が他の商品・サービスではなくあな

たの商品・サービスを使いたいと思うのかを記載。) 

・対象を高校生に特化していること 

・高校生が、実際に起業家を支援してるコンサルタントおよび技術系の

専門家からの助言を受けられ、ビジネスプランをブラッシュアップでき

ること 

・高校生が、起業家とのネットワーキングや、実際に起業を準備するま

での支援をシームレスに受けられること 

競合となる商品・サービス・企

業 

・プログラミング講座 

・起業部など学校が実施しているサポート 

上記競合と比較した優位性 

(競合に商品・サービスを模倣さ

れない理由等) 

・総合的に起業をサポートすることができる点 

・プロの支援が受けられる点 

販売（提供）方法 

（どのように提供するのか） 

・教育委員会や学校の協力を得て周知行う 

・2 年目以降は過去の参加者や卒業生などの協力を得てリファラルでの

周知、勧誘を行う 
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ビジネスプランの実現に向けて考えられる、課題やハードルとその対応策 

・今まで高校生向けのアプローチをした経験が少なく、リーチも少ないため、仮説立案や検証の試行回数が

少ない 

・対象となる高校生は、起業家と違い学校や部活動などとの両立を考えなければならず、配慮が必要 

必要な経営資源（ヒト、モノ、技術、ノウハウ、資金） 

(ビジネスプランを実現する際に商品・サービスを作り、顧客に提供するまでの過程を考え、各過程に必要

なヒト、モノ、技術、ノウハウ、資金を考え記載。) 

 

・起業家支援スキル、ノウハウ 

・事業に協力してくれる起業家や投資家などのネットワーク 

・事業の企画、運営に関連するスキル、ノウハウ 

・実際に起業するまでに必要な法務手続き、資金調達方法の支援スキル、ノウハウ 

ビジネスプランの実現するために必要な技術力（プログラミングや製造ノウハウ）を自身もしくはグループ

で有しているのか。ある場合はその概要、ない場合は考えられる対応策を記載。 

・事業運営費用 

・ウェビナーのインフラ 

・ビジネスプラン構築に関するフレームワークと知識 

・セミナーの企画、運営ノウハウ 

・上記の運営人員（5 人程度） 
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各種同意 

下記の事項に同意したことを確認できるよう、全ての事項を確認後、ページ下の□にチェックを入れてく

ださい。 

 

1. 応募にあたり、次の事項の全ての表明に同意します。 

(1) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 

(2) 応募者、グループメンバー及び保護者と保護者の所属機関の役員が、暴力団等の反社会的勢力でな

いこと、反社会的勢力との関係を有しないこと、並びに反社会的勢力から出資等の資金提供を受け

ていないこと。 

(3) 公序良俗に問題のある事業に係る応募でないこと。 

(4) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業に係る応募でないこと。 

(5) 養成講座開始時点（2023 年 1 月 9 日予定）で、公的機関が実施する本事業の支援に類似する他の支

援を受けていないこと。 

(6) 学校行事等やむを得ない特別な事情を除いて、メンタリング並びに個別講座など養成講座のすべて

のプログラムに出席いただくこと。 

(7)  2023 年 7 月（予定）の修了式・成果報告会に参加いただくこと。 

(8) 今後、起業した場合は、講座終了後も可能な範囲で東京都が実施する創業支援事業等に協力いただ

くこと。 

 

2. 応募に関する情報について、下記の内容に同意します。 

第三者への情報提供について、エントリーシートに記入した個人情報及び応募内容が、「起業スタート

ダッシュ 養成講座」の審査員及び講師・メンター等の協力企業に提供されることに同意します。 

［注］同意されない場合は審査対象となりませんので、ご注意ください。 

 

  

☐上記の全ての事項に同意する  

*グループでの応募の場合、メンバー全員が同意したこととなります。 
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エントリーシート記入に係る注意事項 

 応募前、以下の内容をご確認ください。 

1. 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。 

2. 応募書類等について、東京都、当事業の運営委託先であるデロイトトーマツベンチャーサポート株式会社、

協力企業及び審査員以外には、法令に基づき権限ある官庁より要求された場合を除き、第三者に公表する

ことはいたしません。ただし、応募書類に記載された個人情報は、本プログラム及びそれに関連した目的

の範囲内で使用いたします。 

3. 二次審査は面接・プレゼンテーション形式となります。 

4. 二次審査はオフライン審査の予定です。ただしコロナウィルス感染症の感染拡大状況次第で、オンライン

審査に変更の可能性があります。 

5. 特許権などの知的所有権は応募者に帰属します。また著作権などに関して問題が生じた場合は、応募者の

責任となります。 

6. 応募内容についての秘密は厳守しますが、特別なノウハウなど秘密事項については、事前に法的保護（特

許出願など）を行うなど、応募者の責任で対応をお願いします。 

7. 審査内容につきましては公表できませんので、予めご了承ください。 

8. 通信費・交通費等、本プログラムに参加するための関連経費は、特別に定めのある費用を除き、全額応募

者の負担とします。 

9. 主催者は、応募提案内容を報告書等に掲載する権利を有します。 

10. 養成講座期間中は、学校行事等やむを得ない場合を除き、原則全日程の参加や課題提出等を行ってい

ただく必要があります。 

 

問い合わせ先 

起業スタートダッシュ 事務局 

（デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社内） 

MAIL：kstartdash.tokyo@tohmatsu.co.jp 

TEL：03-6860-3109 

受付時間：平日 10:00～17:00 

 

 以上 

 

mailto:kstartdash.tokyo@tohmatsu.co.jp

