
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：柳正憲、以下「DBJ」 

という。）は、中国地方で女性の起業支援に取り組む中国経済産業局、 
一般社団法人中国経済連合会、一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会と

連携し、「中国地域女性ビジネスプランコンテスト（SOERU）」（以下 
「当コンテスト」という。）を開催します。 

 
DBJ は、「DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション」の毎年の開催を 

はじめ女性起業家に対するサポートに取り組んできましたが、今般、全国で 
女性起業家等支援ネットワーク構築事業を展開する経済産業省の事業の一環と

して、中国地方で初めて当コンテストを開催することとなりました。 
 

当コンテストを通じて、地域の女性起業家と支援者との出会いや優良モデル

の顕在化を促進し、ひいては地域の活性化に繋げていきます。当コンテスト 

では、各種表彰に加え、入賞者のビジネスプランに応じて、賛同する地域    

企業等によるサポートも予定しています。 

 
 
【開催要領】 

開催日程： 
平成 30 年 1 月 25 日（木）（会場:TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 3 階） 
 
募集期間： 
平成 29 年 9 月 1 日（金）～10 月 31 日（火） 
 
対象： 
女性起業家（予定者を含む）による事業計画で、今後の成長が期待でき、かつ 
技術・サービス・ビジネスモデル等において新規性や付加価値が期待できるもの 
 
表彰： 
中国経済産業局長賞（大賞）、優秀賞、ワーク・ライフ・シナジー賞他、 
サポーターによる支援等 
 
 

中国地域女性ビジネスプランコンテスト（SOERU） 
～女性起業家による新しいビジネスの芽で地域に変革を～ 

開催・募集のご案内 

平成 29 年 9 月 1 日

株式会社日本政策投資銀行

代表取締役社長 柳 正憲



 

審査委員： 
（一財）日本経済研究所 専務理事 鍋山 徹氏、県立広島大学 経営専門職大学院 
教授 木谷  宏氏、女性創業応援やまぐち（株） 代表取締役 杉山 敏美氏、 
ブリリアントアソシエイツ（株） 代表取締役 福嶋 登美子氏 他  
 
サポーター： 
（株）青山キャピタル、あさひ製菓（株）、（株）アデリー、（株）イズミ、 
おけいこドットコム（同）、オタフクソース（株）、Girl Power Okayama、 
（株）山陰合同銀行、（株）ジュンテンドー、女性創業応援やまぐち（株）、 
新日本有限責任監査法人、（株）ソアラサービス、田中食品（株）、 
（株）中国銀行、（独）中小企業基盤整備機構、デリカウイング（株）、 
（株）鳥取銀行、広島ガス（株）、（株）広島銀行、（株）広島三越、マツダ（株）、

（株）マルシン広告社、（株）山口銀行等 
 

SOERU（ソエル）には、ビジネスに＋αの付加価値を添える、必要なサポート 
を添えるの意味を込めています。 
 

DBJ は、企業理念「金融力で未来をデザインします～金融フロンティアの  
弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的  
発展を実現します～」に基づき、地域の方々とも密接に連携し、今後とも女性 
起業家の挑戦を積極的に支援してまいります。 
 
 
【お問い合わせ先】 

中国支店企画課（担当：江藤、吉田） 電話番号 ０８２－２４７－４９７０ 



【 表 彰 】

大賞  中国経済産業局長賞（1件）

優秀賞（2件程度）

2018
1/25
開催!!

コンテスト概要 中国地域で初となる、中国 5県を対象とした女性の

ビジネスプランコンテストを開催致します。中国地域で活躍する

女性起業家（創業予定者含む）にとって、今後の活動の動機となる目標、

地域企業や支援者等との出会い、PRの機会としていただくことを目指しています。

【サポーター】
（株）青山キャピタル / あさひ製菓（株） / （株）アデリー /  （株）イズミ / おけいこドットコム（同） / オタフクソース（株）

 Girl Power Okayama /  （株）山陰合同銀行 / （株）ジュンテンドー / 女性創業応援やまぐち（株） / 新日本有限責任監査法人

（株）ソアラサービス / 田中食品（株） / （株）中国銀行 / （独）中小企業基盤整備機構 / デリカウイング（株） / （株）鳥取銀行 

広島ガス（株）  / （株）広島銀行 /  （株）広島三越  / マツダ（株） / （株）マルシン広告社 /  （株）山口銀行　他

※現在も募集中です！詳しくはWEBでご確認ください。

特別賞：ワーク・ライフ・シナジー賞（2件程度）

女性経営者　による既にスタートしている事業、もしくは女性創業予定者　による

これからスタートしようとする事業計画で、今後の成長が期待でき、かつ技術・

サービス・ビジネスモデル等において新規性あるいは付加価値が期待できるもの。

※1  女性経営者とは、個人事業主または法人代表者（法人が設立未済の場合には代表者に就任予定）の 方
対象プランは開始 5 年以内を目途とする。（他のコンテスト、各種補助制度への応募実績があっても応募可能）

※2  女性創業予定者とは、今後自らが代表となり（個人、法人問わず）事業を始めようとする方

募集対象

【応募者募集】

9 /1（金） ～ 10/31（火）必着 募集期間

中国地域女性
ビジネスプランコンテスト

ワーク・ライフ・シナジー賞について
新たな社会的価値（イノベーション）を生み出す起業に
は日常の活動から知見を広げワークに活かす、「ワーク・
ライフ・シナジー」が重要です。働き方のひとつである
起業により仕事とプライベートのバランスが取れた充実
した日々を手に入れた方、仕事と生活で相乗効果が生ま
れている方、暮らしに密接した起業を目指している方、
等もぜひご応募ください。

女性起業家による新しいビジネスの芽で地域に変革をもたらします

サポート例：マーケティングサポート、商品開発アドバイスやノウハウ提供、ビジネスマッチング、事業計画策定サポート、
広報活動のサポート、支援金、等。具体的な支援内容は、ファイナリストの事業内容や課題に応じて決定します。

【主催】中国経済産業局、（株）日本政策投資銀行、（一社）中国経済連合会、( 一社 ) 中国地域ニュービジネス協議会

起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク（woman.cnbc.or.jp）も応援しています。

本事業は、「経済産業省平成 29年度女性活躍推進基盤整備委託事業女性起業家等支援ネットワーク構築事業」で実施します

SOERU（ソエル）には、ビジネスに+αの付加価値を添える、必要なサポートを添えるの意味を込めています。

(※1) (※2)

中国地域女性
ビジネスプランコンテスト

ソエル

※その他、ビジネスプランの内容によって、各賞を設置することもある。

ファイナリスト（10名程度）は、サポーター（地域企業や団体等）から、
多様なサポートが受けられます！



TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 3階
広島市南区大須賀町 13-9 ベルヴュオフィス広島

2018年1月25日（木）日時 :

場所 :

当日は基調講演を開催いたしますので、コンテストへの応募者はもちろん、既に起業されている方、

これから何か始めたい方等、多くのご参加をお待ちしております。

【コンテストに関する問合せ先】

事務局：起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク運営事務局
　（一般社団法人　中国地域ニュービジネス協議会）担当：山根、畝原、梅原

〒730-0017 広島市中区鉄砲町 1-20 第 3ウエノヤビル７F

起業女子応援ナビ

TEL 082-221-2929　FAX 082-221-6166
Email：woman-navi@cnbc.or.jp　 URL：woman.cnbc.or.jp

〈一次審査〉（11月中旬）応募書類を基に審査致します。

〈二次審査〉（12月）
一次審査通過者のみ二次審査に進みます。二次審査では面談、現地審査を行います。

〈最終選考〉（1月）
二次審査通過者のみ最終審査に進みます。審査は書類審査と、面談形式で行います。
最終審査を通過した方は、ファイナリストとして発表会（広島開催）へ出席いただきます。

〈ビジネスプラン発表会及び表彰式〉

ファイナリストによるプラン発表会と各賞の表彰を行います。
サポーターとのマッチングも同時に行います。

コンテストの流れ
審査の詳細は応募者にご連絡いたしますので、
スケジュール確保等をお願いいたします。

ご希望に応じてビジネスプランのブラッシュアップに関し、
専門家の指導を受けることができます。

〈全体審査〉

〈ワーク・ライフ・シナジー表彰　審査〉

鍋山 徹氏

一般財団法人日本経済研究所

専務理事 杉山 敏美氏

女性創業応援やまぐち株式会社

代表取締役社長木谷 宏氏

県立広島大学 経営専門職大学院

教授 福嶋 登美子氏

ブリリアントアソシエイツ株式会社

代表取締役

審 査 員

公募要項及び応募書類は、公式サイトよりダウンロードいただき

必要事項をご記入の上、メールにてご応募ください。

応募方法

【ソエル公式サイト】
http://soeru.cnbc.or.jp

※詳しくは、公式サイトにて最新情報をご確認ください。

木谷 宏氏

県立広島大学 経営専門職大学院

教授 代表取締役 取締役 藤原 輝氏

株式会社ワーキンエージェント

宮﨑 結花氏

株式会社Woman’s

中国 NBC

詳細は随時公式サイトでお知らせいたします。参加申込み受付は、10月頃より開始予定です。

第４回DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション

DBJ 女性起業大賞受賞者

■ 基調講演

株式会社 和える（aeru）
代表取締役 矢島里佳氏

ソエル中国地域女性
ビジネスプランコンテスト
中国地域女性
ビジネスプランコンテスト
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