
小川舞子 包丁ゆびガード
藤江花連 １つ３役 守るくん

神尾悠輝 お手つだいロボ 小林⻁ノ介 お手軽！ 蚊帳ドーム ⻑尾唯花 すずしいかぜをはこぶとり
岡嵜成央 温度によって色が変わる遊具 松枝久司 かんたんシールワクチン 礒辺彩月 ゴシゴシきれ〜い手袋
輔田一椛 もっと知ろう！！AED♡ 山下桜子 手やふくにつかない絵のぐ 枦尚希 き生虫センサー
佐々木創士 ⺟ちゃん代⾏ロボット 岩﨑花音 栄養バランスを教えてくれるそうち 川本有紗 くるまもるセンサー
稲垣未來 高さ背もたれ調節ベンチ 小林ななみ 「れきしのみえるおか」にちゅうしゃじょう 稲垣ありさ 障害物よけよけシューズ＆首飾り

山村海翔 すずしいぼうし 田中仁季 変身！！ 防災寝袋バッグ
⾏友芳樹 ふたがないペットボトル 齋藤真優 文字ではなすマスク

清水樹 かしこいリモコン 岡嵜俐空 呉氏と子どもたちのかん板 山村美稀 しっかりしょうどくしようねそうち
阿部結愛 忘れんぼうロボ 脇木理緒 くれしとあそぼ。 橋川心音 計ってすぐ書けーる！
新見ありす スペシャルマウスガード 高田沙弥 うそをついたらすぐにばれちゃうぞロボット 張継剛 集中パワフルメガネ
竹中かなた ひやひやランドセル 藤原伶成 スマホでお金うけとり 越智希美 lift そうじロボット
吉岡奏楽 通っただけで、じょきんできる。 浜岡将叶 発見君 岩畔百花 旅⾏VR
井上迪真 けんちくん 豊田愛希 パクパク体おん計

吉本瑛音 万能つえ 橋本康菜 健康ネイル 中下直哉 表情カメラ
村田大宜 未来の自転車 三好陽大 モービルハウス 髙橋孝明 クリーン警備呉氏
攝津美々 持ち運びスロープ 若林麗 海ゴミバキューム 増田夏姫 巾着袋風虫取り網
柴崎結仁 万能自動爪切り機 角野公祐 ボディースキャン 竹内ことみ 二酸化炭素好う機
山本倫乃介 夢の保育士ロボット 廣瀬結  音の出ないそうじ機 南原碧 晴雨兼用ジャンボ傘
野⼾美月 命を守るドローン隊 渡部あおい エコマナーボックス 金原未來 自動センサーゲート
飯干陽子 駅３DMAPアプリ 首藤由花 どこでも小型放送器 村田崚介 ワンタッチ健康観察
福田慎之助 ちょっと待てぃポール 小泉琴晴 つながるペットボトル 南薗亜海 「きくばりポイント」
東稜久 呉市グッズショッピング 山下白桜 プラマイゼロカーペット 沼田紬希 呉タク氏ー （タクシー）
有村優希 ファッションレインコート 宇和村琉海 医療用超小型AIロボット 柴村準之介 字がきれいにかけるメガネ
村上颯音 呉市の代表的なお土産自販機 佐々木健成 食品ロスを減らすための機械 宮﨑咲帆 自分で絵の具の色を作る装置
小松優羽 両手があくらくらくセンサー 松田いろは 無駄０（ゼロ） 自動販売機 田谷乙葉 Forget flower
新田千絢 医療の味方！！ 看護ロボット 板田汐莉 環境にあわせて、変化できる車 岩永詩央 イヤホン型 危険なもの察知機
松原花梨 老若男女、美女になるクスリ☆ 土本真唯 山の畑で猪から作物を守る方法 大宮英真 ゴミから海を守る海の美化ちゃん
下須賀一乃 コンパクトプラネタリウム望遠鏡 久繁こころ つけたら安心！ プロテクトバンド 伊藤杏 高齢者が活躍する社会をつくろう！
有場久遠 くれ観光ばっちりアプリ〜めざせ提督 逸見恵太郎 自分の目に合った度数に変わるメガネ 松本真帆 ワンちゃん・ネコちゃん軽が〜るシール
⻘木柚芽 ごみステーションにつながっているごみ箱 枦祐希 短待速来ユニバーサルデザインエレベーター 山之内輝星 モノレールに乗ってパネルロードへレッツゴー
橋本康菜 voice eye （ボイス アイ 声の視覚化） マウイジェイニー AuTOspray オートスプレー

白木皇 ネコの手 山之内一 呉氏パーク 中村仁美 献立ガチャ
池田早希 コネクトブック 佐藤真弥 にゃんふぉーぜ ⻘野航⼰ 範囲設定扇風機
北木⻯司 使いやすいバス停 新本迅 勉強はかどるペン 岡村直輝 誰もが学べる空間
多田⻁夏 爪が飛ばない爪切り 喜多悠希 近未来冷暖房スーツ 石垣凜空 堤防おそうじロボット
稲谷歩乃佳 便利すぎ〜る、ラジオ 浅海ひなた 完全データ化 ⺟子手帳 日浦風音 未来へポイ捨てペットボトル
畑紫織 Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｂａｌｌ 近藤智哉 町を豊かにするシャッターアート 森瑞稀 汗なんて知らない！瞬間冷却香水
岡浦優 Cut Cat （カットキャット） 藤田晴加 呉駅にストリートピアノを置く（駅ピアノ）
川元美咲 危険察知搭載ミラー mirror of life 上岡百佳 Ｅasy seasoning〜お手軽調味料入れ〜

佐々木芳華 大人の学校 佐々木芳華 新呉駅に銅像を 川畑真理子 キッチンカメラ
荒森圭子 わたるんです！！ 小川洋子 熱中症アラートリング 佐々木芳華 呉氏のラッピング電車
山路よしみ 洗い方自由「縦横洗濯機」 荒森圭子 きて・くれ・カキ シティ 大浜奈緒子 わんこの鑑札、呉氏とコラボ
柴田愛 クレ・クルクル観光タクシー 佐々木芳華 海上自衛官 子供体験型施設 本田慶子 Ｋｉｎｄ ｃａｒ （優しい車）
向田彩希 日焼け対策もできる消毒スプレー 荒森圭子 歩⾏者あり ♡ やさしさステッカー

寺田一典 クイックバケツ 寺田一典 お助け音波くん 新谷英伸 呉市船釣り定期便
中水順一 節水しましょう！ 小川晃生 音楽が出る橋をつくる 大塚恭士 腰部のツボ押しグッズ
琵琶博之 夢の資格試験「夢検定」 近則雄 バルーン式ミスト噴霧システム 大田⿊裕嗣 絵本シェアリングエコノミー図書館
古田政輝 聞かせて、ちょっといいことＢＯＸ 木庭毅 ①呉色のインク ②呉のガチャ（玉） 山路潤 指定席チェック「車掌アシストスマートグラス」

教室にコレ１つ！！ ミラクル⿊板！！
〜学力ｕｐ・やる気ｕｐ〜水口拓哉

「ゴミ拾いはスポーツだ」でおなじみの
『スポＧＯＭＩ』に対抗？
 「草刈もスポーツだ！』が合言葉、
『草刈ますぉ選手権（仮称）』

情動に動かされない悟りの境地へ！感情暴
走警告システム「ＥＡＲＳ」の派生系！
「僕に気遣ってください」を周りに知らせるネック
レス、「いじってねっ！クレす」

使用者だけでなく、運用者もお得！
 「アイデアキャッチャー」★続編森正陽

森正陽

１００年後の未来へつなぐ
「未来への足跡コンテスト」と「夢ロード」

花咲くベンチ
〜日本一元気な高齢者が住む町〜山本直樹 創造はBａｒから始まる。

「呉Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎサロン」創設森正陽

森正陽 年間売上８００億円の達成に向け、まずは観
光都市にふさわそいポータルサイトを！

森正陽
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有田 純子 座ると軽くなる介護椅子
（すわるとかるくなるかいごいす）

一
般
男
性
の
部

山路潤 歩⾏者安心いつもピカピカ「休山トンネルの
パーティション清掃装置」

橋本莉穂 お知らせで安心！
 水分補給補助ウォーターサーバーＷｅｌｌｃｏｍｅ

雨やどり タペストリーの作成及び設置尾濱祐子

山路よしみ 新発想クレアラインと協業
「ドライブ，パーク＆ライド」でＳＤＧＳ 山路よしみ
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新木優春 発泡スチロール、プラ容器楽々ゴミ出し
圧縮装置

楠愛咲 いつでも君のために！
 相棒ワンニャンロボ

中
学
生
の
部

高
校
大
学
の
部

光永桜良 安心できるゆりかご
〜親も子も快適に過ごしたい人のために〜

川村紫乃 画面にうつったりょう理をとり出す
ことができるテレビ＆リモコン 友國創太 くつ下がかたっぽずつまいごにならない

せんたくき

小林寛和 歩車分離式信号の「スクランブル式化」
について


