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神戸市外国語大学法経商コース 中嶋ゼミ３回生 

人口高齢化とビジネス～プレゼン大会結果～ 
 

 

中嶋ゼミでは、３回生の秋に「人口高齢化のビジネスインプリケーション」をテーマとしてゼミ内のプレ

ゼン大会を、恒例で実施しています。各自が選んだ業界企業に対して、人口動態変化がどのような

変化、影響をもたらしているのか。そのことから良くも悪くも課題が生じ、業界企業がその対策に取り

組んでいる実態をリサーチ。対策の現状を評価し、残された課題を特定、その改善策を検討します。 

発表時間は一人当たり 12 分、質疑応答 3 分、合計 15 分。以下、歴代ゼミ生の発表タイトルと各年

度の表彰者のリストです。 

 

 

※最優秀賞者・優秀賞者以外は、学科・学籍番号順に並んでいます。 

 

２０２１年度 
1. 土井瑞輝「人口高齢化とゲーム業界」 

2. 金山真大「縮小するパチンコ市場～この先存続できるのか～」 

3. 牧勇之心「MaaS と人口動態」 

4. 石川詩苑「自動車業界の今後」 

5. 新田朱里「フリマアプリ」 

6. 多賀穂乃花「化粧品業界と少子高齢化」 

7. 辻田創「日本のラストワンマイル配送業界～少子高齢社会に適した配送デザイン～」 

8. 朝野涼子「人口高齢化とショッピングセンター業界」 

9. 金原恵「少子高齢化とミールキット～“ワーママ”をもっと笑顔に～」 

10. 阪口和花「人口高齢化と人材業界」 

11. 上家空「パン業界～食パン専門店～」 

12. 新庄鈴音「少子高齢化と航空業界」 

２０２０年度 
担当教員のサバティカル休暇取得のため、新３回生未募集、プレゼン大会不開催。 

２０１９年度 
1. 平松由衣「人口高齢化と自動車業界」（最優秀賞） 

2. 地福はるか「住宅産業と人口高齢化」（優秀賞） 

3. 飯田智美「化粧品業界の今とこれから―縮小する国内市場と対外戦略」 

4. 糸賀太郎「国内スニーカーブランドの生存戦略」 

5. 河村夏実「下着業界と高齢化」 

6. 北風菜穂「航空業界のマーケティング戦略」 

7. 杉本真奈夢「映画館と人口高齢化」 

8. 中川麻畝「コーヒー市場の販売戦略」 

9. ハイムズ風乃「スポーツ用品市場と人口動態変化―国内スポーツ用品メーカーのこれから」 

10. 本山凛子「ペット業界と高齢社会―シニア層のペット離れ」 

２０１８年度 
1. 早川茉佑「ガム市場の現実と未来―第３のミントによる市場の再興」（最優秀賞） 

2. 浅井安奈「テレビ業界―高齢化と視聴環境の変質」（優秀賞） 
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3. 堀之内桃子「ヨーグルト市場―若年層の取り込みと中高年層のニーズ対応」（優秀賞） 

4. 秋山侑里奈 「人口高齢化と「オフィス」の変化」 

5. 市川泉 「教育×テクノロジー学び直したい社会人」 

6. 内本穂波「年賀状市場の今と未来―市場縮小に立ち向かうためには」 

7. 尾迫志央理 「航空業界のマーケティング戦略」 

8. 亀谷祥平 「衣服のゴミからの脱却」 

9. 北原伊華 「ブライダル業界の今後」 

10. 小池芽衣 「EC と超高齢化社会」 

11. 河野千帆里 「インバウンド×地方創生―新ルートの形成とファムトリップ」 

12. 小林光梨 「ヘアサロン業界から見る高齢化」 

13. 砂川浩之「人口高齢化マーケティング―時計市場」 

14. 藤本郁哉 「コンビニ業界―少子高齢社会におけるコンビニの立ち位置」 

15. 宮﨑茜「美しさは永遠に―毛髪業市場の取り組み」 

16. 吉田早絵 「団塊世代の引退と居酒屋業界」 

２０１７年度 
1. 蟹江ももこ 「シニア向け戦略に取り組む化粧品業界」（最優秀賞）  

2. 池田桃子 「ビール市場と高齢化」（優秀賞） 

3. 西浦南 「カラオケ」（特別賞） 

4. 須藤千晴 「中食業界～シニアに優しく～」（特別賞） 

5. 甲藤梨彩 「お笑い劇場とマーケティング」 

6. 佐久間えり菜 「日本野球の未来」 

7. 鈴木理沙 「お菓子の新しいありかた」 

8. 田中佑子 「盛り上げよう日本（観光）」 

9. 畑翔斗 「チョーク市場～変わり続けるニーズと第４の労働力～」 

10. 山下みのり 「シニア世代の海外旅行」 

11. 渡邉知華 「超高齢社会と百貨店」 

２０１６年度 
1. 森光輝 「おもちゃ市場～縮小する市場規模と今後注目すべき市場～」（最優秀賞）  

2. 杉本咲絵 「外食業界～ファミリーレストランと高齢化～」（優秀賞）  

3. 下夷瀬菜 「ランドセルのこれから」（優秀賞）  

4. 渋谷優季 「電子書籍市場～超高齢社会×スマホ時代～」 

5. 家治稚菜 「スポーツ」 

6. 田尻安紗美 「シニア層と家電市場」 

7. 澤出華奈 「ハンバーガーと高齢化」 

8. 植村桃子 「葬儀社と高齢化」 

9. 大井田麻依 「ファミリーレストランと高齢化」 

10. 内田知沙 「日本の学校制服」 

11. 佐々木優 「奮闘するテーマパーク業界」 

12. 知念有紀子 「シェアハウス×人口高齢化」 

２０１５年度 
1. 酒井美菜子 「冷凍食品と高齢化」（最優秀賞） 

2. 野﨑結衣 「コンビニと高齢化社会」（優秀賞） 

3. 河村里奈 「高齢化する日本化粧品市場」 

4. 中井真実子 「三世代ディズニー」 
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5. 福家花菜 「シャンプーの将来性～ニーズに合わせた商品開発～」 

6. 前田奈津希 「家庭用ゲーム機と高齢化」 

7. 馬野弘健 「外食産業」 

8. 脇康文 「フィットネスと高齢化」 

２０１４年度 
1. 大橋航 「カードと高齢化～キャッシュレス社会への影響～」（最優秀賞） 

2. 福島直 「鉄道業界と高齢化問題」（優秀賞） 

3. 遠藤あずさ 「路線バス業界と高齢化」 

4. 佳山奈央 「投資信託」 

5. 小林芙悠子 「これからの高齢社会とコーヒー・カフェ業界」 

6. 千葉美月 「美容と高齢化」 

7. 西川祐亮 「損害保険業界」 

8. 西本真帆 「住宅メーカーと少子高齢化」 

9. 峯村茜 「旅行業と高齢化」 

２０１３年度 
1. 三好真幸 「かんたんごはん～加工食品の可能性～」（最優秀賞） 

2. 麥本（栗田）里沙 「旅行業（海外旅行）」（優秀賞） 

3. 中村愛弓 「ドラッグストア業界～街のかかりつけ～」（優秀賞） 

4. 大塚将太 「お・菓・子」 

5. 小川沙絵子 「出版～市場縮小にどう立ち向かうか～」 

6. 楮本啓介 「ゲーム業界と少子高齢化」 

7. 木口広菜 「消費財業界」 

8. 菅原理恵 「高齢化と銀行」 

9. 田中聖人 N/A 

10. 外崎藍子 「シニアファッション」 

11. 富永裕也 「製薬」 

12. 中川奈緒 「スーパーマーケットと高齢化」 

13. 永田悠一朗 「高齢化社会の教育ビジネス～いま求められる生涯教育とは？～」 

14. 成山和香奈 「ロボットと共存する未来へ」 

15. 原田奈々子 「アルコール業界と少子高齢化」 

16. 平田亜岐 「自動車業界」 

17. 松尾楓華 「鉄道業界」 

２０１２年度 
1. 杉村麻佑 「高齢化と食品業界」（最優秀賞） 

2. 阿川るい 「新聞が、消える？」（優秀賞） 

3. 東花帆 「ブライダル業界」 

4. 酒井若葉 「“お犬様”時代」 

5. 佐々木文樺 「化粧品業界と少子高齢化」 

6. 塩出佳余 「日本の医療機器市場～これからどうなるの？～」 

7. 田形朱夏 「プラダを着たマダム～百貨店の生き残りをかけた闘い～」 

8. 田中亨弥 「クオリティ・オブ・ライフ～ものづくり大国、日本復権への道～」 

9. 津浦瑞規 「高齢者と交通」 

10. 寺尾健史 「高齢化と住宅市場・住居建築」 

11. 橋本奈津美 「旅行業界」 
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12. 村上有紀 「ヤマハ音楽教室の高齢化戦略」 
※学部のみプレゼン大会実施。 

２０１１年度 
1. 杉本達哉 「なぜ今、補講なのか？」（教育業界）（最優秀賞） 

2. 石田裕平 「少子高齢化×教育＝？」（教育業界）（優秀賞） 

3. 藪下華 「旅行業界とシニアビジネス」（優秀賞） 

4. 小池文乃 「生活協同組合」 

5. 鈴木麻友美 「航空業界と高齢化」 

6. 炭原美波 「音楽業界への影響」 

7. 西谷沙紀 「『食べる』のありかた」 

8. 福西まや 「セブンイレブンと買い物弱者」 

9. 芳尾太一 「既存の施設を高齢者向けに転換」N/A 
※学部のみプレゼン大会実施。 


