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第

2回 工学院 サスティナビリティ・チャレンジ

The 2nd

School of Engineering Sustainability Challenge
(E×S Challenge)
それじゃ、世界を救うため

工学院の本気を見せようか
Let s go all out to save the world !
−Technology, Practice, and Our Future−
東京工業大学工学院は持続可能社会の実現に向けた、課題解決策の実現可能
アイデアを競うコンテストを開催します。地球温暖化対策、不平等、ジェン
ダー平等、質の高い教育、安全な水とトイレなど、SDGs の 17 の目標のどれ
に関するものでも構いません。研究室にある最新のシーズ、論文にはならな
いけれどビジネスになるのではと思っているアイデアなど、個人、グループ、
研究室でアイデアコンテストに参加しませんか？
School of Engineering at Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) holds a
problem-solving practical idea contest to realize a sustainable society. Your
ideas can be related to any of the 17 goals of the SDGs, such as combating
global warming, inequality, gender equality, quality education, safe water and
toilets, etc. You are welcome to participate in the idea contest as an
individual or a member of a team with the latest seeds from your laboratory,
or ideas that might ﬁt better for new businesses than for academic
publication.

E×S Challenge 体験 E×S Challenge Experiences
参加者を対象とする特別セミナー
（サスティナビリティ、戦略、ファイナンスを学ぶ）
Special seminar for participants to learn about sustainability,
strategy, and ﬁnance
野村総研の戦略コンサルタント陣やベンチャー投資家か
らなるメンターチームがピッチ（PITCH）以降、ローンチ
（LAUNCH）までの具体化検討プロセスを強力にサポート
Strong support provided by a mentor team of strategic
consultants and venture investors from Nomura Research
Institute, Ltd. throughout the pitch and launch process
内外のテクノロジー企業経営者、投資家、コンサルタント
からなる強力な最終審査パネルメンバーとの対話
Interactive discussion with outstanding judges consisting of
executives in tech companies, investors, and consultants
from Japan and abroad

昨年参加のチーム、個人も参加可能です

Teams and individuals who participated last year are also
welcome to participate.
主
催：工学院
参加要件：工学院所属の学生、ポスドクまたは助教が代表として参加
しているグループまたは個人

※准教授・教授は代表にはなれませんがメンバーとして参加は大歓迎です。
代表以外のメンバーは、工学院以外の学院の学生、他大学の学生、インターン
先やバイト先の企業の社会人でも構いません。

Organizer: School of Engineering, Tokyo Tech
Participation requirements: Groups or individuals represented by
a student, postdoc, or assistant professor at the School of
Engineering, Tokyo Tech

※Associate professors and professors cannot be representatives, but they
are welcome to join as members. Students at other schools at Tokyo Tech,
students at other universities, or even workers in companies are welcome
as a member of a group, but cannot be the representatives of a group

これらの体験を通じて、参加チームには自分たちのアイデアを成長させ、
「世界を変える、世界を救う」ためのエコシステムが提供されます。
さらに、PITCH上位チームにはPITCHアワード10万円が、
LAUNCH優勝チームには、
E×Sアワードとして100万円の開発資金、
加えてリケジョが代表のチームのLAUNCH最上位チームには
30万円の開発資金が提供されます！
These experiences provide an ecosystem to grow your
ideas and "change the world, save the world".
Awards:
- PITCH Award (100K yen) for the top PITCH teams
- School of Engineering ExS Award (1-million-yen
development fund) for the winning LAUNCH team
- 300K yen development fund for the top LAUNCH team
represented by a RIKEJO, a woman scientist and engineer

LAUNCH
STORM
PITCH

工学院 E×S Challenge は、
PITCH（ピッチ）
STORM（ストーム）
LAUNCH（ローンチ）
の 3 段階のステージで競い合います！

The School of Engineering E×S
Challenge is a contest with three
stages:
PITCH, STORM, and LAUNCH!

スケジュール Schedule
2022 年 6 月 30 日（木）:
June 30, 2022 (Thu) :

2022 年７月９日（土）:
July 9, 2022 (Sat) :

2022 年 9 月 3 日（土）:
September 3, 2022 (Sat) :

2022 年 10 月 8 日（土）:
October 8, 2022 (Sat) :

2022 年 11 月 26 日（土）:
November 26, 2022 (Sat) :

主催：工学院

Challenge Entry 締め切り

Entry deadline

特別セミナー

special seminar

PITCH（アイデア・プレゼンテーションコンテスト）
3 分間の英語プレゼンテーション

PITCH (Idea presentation contest)
3-minute English presentation

オンライン開催、事前登録制
Online Event, Pre-registration is required
詳細は大学 HP にて
「E×S Challenge」
で検索

For more information, visit Tokyo Tech website and search
for E×S Challenge

STORM（中間発表会）

STORM (Midterm presentation)

LAUNCH（最終プレゼンテーション大会・審査表彰）
優勝チームに工学院 ExS Award 100 万円！

LAUNCH (Final presentation・Judging& Awards)
1-million-yen School of Engineering ExS Award
to the winning team!

E×S 実行委員会 Organizer: School of Engineering, Tokyo Tech

問い合わせ先 Contact

exs-challenge@jim.titech.ac.jp

