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 2021 年 2月 24 日 

 各  位                                                    

 株式会社三十三フィナンシャルグループ 

 

『33FG ビジネスプランコンテスト 2020』受賞者の決定について 

～「表彰式」および「起業家と経営者のビジネスミーティング」の開催～ 

 

 三十三フィナンシャルグループの三重銀行、第三銀行および三十三総研は、「33FG ビジネスプランコ

ンテスト 2020」の受賞者を決定しましたのでお知らせいたします。 

 ご応募いただいたビジネスプランについて、有識者からなる審査委員会等にて厳正な書類審査及びプ

レゼンテーション審査を行いました結果、下記 9件のビジネスプランを表彰させていただくこととなり

ました。 

 また、2021 年 3 月 15 日（月）には、四日市商工会議所において、三重県中小企業家同友会（四日市

市、代表理事：西村 信博 氏）との共催で、「33FG ビジネスプランコンテスト 2020 表彰式」及び「起

業家と経営者のビジネスミーティング」を開催いたします。 

 本表彰式及びビジネスミーティングでは、コンテスト受賞者の表彰に加え、起業家（2020 年度及び

2019 年度受賞者）による三重県中小企業家同友会や三十三ビジネスクラブ
＊
の会員等に向けたビジネス

プランのプレゼンテーションを通じて、ビジネスの更なる飛躍に繋がるネットワーク構築の機会を提供

いたします。 

 地方創生に対して地域金融機関の積極的な関与が求められる中、三十三フィナンシャルグループは地

域における創業・新事業展開への支援を通じて、地域活性化に貢献してまいります。 
 

＊三十三ビジネスクラブは、三十三総研が運営する約 3,000 社の会員組織で、講演会・研修会・セミナー等を開催する

ほか、法務・税務等の経営相談、各種情報の提供等を行っています。 
 

 

記 
 
１．受 賞 者   

［一般コース］ 

（1）グランプリ（賞金 30 万円）／ 1 件  

受賞者 所在地 ビジネスプラン名 

前田 伊織 様 
三重県 

津市 
高齢者・障害者に向けた訪問歯科診療 
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（2）準グランプリ（賞金 20万円）／ 2 件 

受賞者 所在地 ビジネスプラン名 

TI ソリューション株式会社 

代表取締役 佐藤 隆浩 様 

愛知県 

名古屋市 

展示会・展示販売をもっと楽しくスマートに！！ 

－スマート楽市－ 

株式会社ジャパンリビングサポート 

代表取締役  

喜屋武 カストロ アベル 勇 様 

三重県 

菰野町 

外国人の生活をサポートし、地域活性化につなげる 

「４Ｌ（クアトロ・エル）サポート」 

 

（3）優秀プラン（賞金 10 万円）／ 3 件 

受賞者 所在地 ビジネスプラン名 

合同会社 iy コーギー 

代表社員 小阪 靖子 様 

三重県 

四日市市 

単身者でも猫と安心して暮らせるペット共生型賃貸

マンション「ガト・アコルデ」 

有限会社東海樹脂加工 

代表取締役 梅本 祐希 様 

三重県 

松阪市 
完全非接触を実現するお手洗いの新しい生活様式 

株式会社ライフロジサポート 

企画・広報 日沖 優太 様 

三重県 

四日市市 

高齢者の“真の困りごと”を解決するマッチング事業 

「CONNECT＋（コネクトプラス）」 

 

［学生コース］ 

（1）最優秀賞（賞金 5万円）／ 1件  

受賞者 学校所在地 ビジネスプラン名 

藤田 岳 様  纐纈 侑起 様 

倉野 愛白 様 

(中部大学 経営情報学部) 

愛知県 

春日井市 
企業と個人を“ツナグ”「CC CONNECTS」 

 

（2）優秀賞（賞金 3万円）／ 1 件 

受賞者 学校所在地 ビジネスプラン名 

尾﨑 友則 様 森井 洸樹 様 

(皇學館大学 現代日本社会学部) 

三重県 

伊勢市 
“地域×福祉”高齢者のためのマイクロツーリズム 
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（3）佳作（賞金 1万円）／ 1件 

受賞者 学校所在地 ビジネスプラン名 

別當 知明 様 上村 道也 様 

(皇學館大学 現代日本社会学部) 

三重県 

伊勢市 
伊勢のめでたい！！あじだいこん！！ 

   

 

２．受賞特典  【三十三フィナンシャルグループ】 

  受賞者の中から希望者を対象に、三十三フィナンシャルグループがビジネスプラ

ン実現に向けた事業化サポートを最大 1年間実施します。 

［一般コース・学生コースともに対象］ 

①㈱三十三総研が主催するセミナー・研修会への無料招待（1年間） 

［一般コースのみ対象］ 

②創業・経営革新を専門とする㈱三十三総研コンサルタントによる事業実現に向

けた経営指導の実施（1年間） 

③㈱三十三総研ホームページ上での事業プロモーションおよび㈱三十三総研が

運営する三重の特産品販売サイト「リージョネット三重」を活用した販路開拓

支援（1年間） 

④販路の開拓、技術面での提携等に向けた、経営者団体等とのマッチング機会の

提供 

⑤各種支援団体、経済団体等との連携による、起業家の事業内容・ステージに合

わせた支援の実施 

⑥みえぎん事業者向けフリーローン「クイック」の借入金利を 1.0％引き下げ 

※①セミナー・研修会への無料招待、②経営指導の実施、③「リージョネット三重」を活用

した販路開拓支援の実施期間は、2021 年 4 月～2022 年 3 月とします。 

 ⑥「クイック」の借入金利引き下げは、1次審査通過者も対象とします。また、対象者で

も審査の内容によっては融資を受けられない場合があります。 

 

         【後援団体】 

（1）いなべ市より、いなべ市商工会主催（いなべ市後援）の「いなべ創業塾」等で 

の受賞プランのプロモーションの機会および地域創業者・創業支援者との交流 

・情報交換の機会が提供されます。 

※いなべ市に在住している、またはいなべ市内に事務所を有する等、いなべ市が定める要件

を満たす必要があります。 

 

（2）起業家が活動を行うためのビジネス環境の提供を目的とした、四日市市の公益 

財団法人三重北勢地域地場産業振興センターにあるインキュベーションルー 

ム 1室を 1年間(最大 2021 年 4月～2022 年 3月)家賃無料で利用できる権利が 

授与されます。(受賞者 1名) 
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※本コンテストの 2次審査で評価が高かった受賞者の申し込みを優先します。また、四日市

市に在住している、または四日市市に主たる事業所を有する等、インキュベーションルー

ムの入居条件を満たす必要があります。 

※新たに創業するか、創業後 5年以内の個人又は法人が対象となります。 

 

（3）志摩市より、志摩市内で創業や第二創業を行う事業者の経営基盤を強化するた 

めの「令和二年度 志摩市を元気にする創業支援補助金」について、交付を受 

けるための要件の１つである、協定金融機関が実施する支援制度の支援対象と 

なります。 

※補助対象事業として、地域特有の資源を有効に活用した事業や観光資源を活用した事業、

伝統産業・地場産業を活用した事業等、志摩市が対象とする事業である必要があります。

また、個人の場合は志摩市内に住民登録があること、事業者の場合は志摩市内に事務所又

は事業所を有する等、志摩市が定める各種要件を別途満たす必要があります。 

 

（4）三重県中小企業融資制度「働き方改革支援資金」の融資対象者として認定され 

ます。 

※三重県内に主たる事業所を有する等の条件を満たす必要があります。また、融資対象者で 

も審査の内容によっては融資を受けられない場合があります。 

 

   （5）三重県信用保証協会の独自補助により、三重県中小企業融資制度「働き方改革 

支援資金」利用時の保証料が 0.1％軽減されます。 

※審査の内容によっては保証を受けられない場合があります。 

 

３．「表彰式」および「ビジネスミーティング」   

（1）日  時   2021 年 3月 15 日（月） 13:30～18:00（予定） 

（2）場  所   四日市商工会議所 1 階 会議所ホール（四日市市諏訪町 2番 5号） 

（3）内  容   第一部 『33FG ビジネスプランコンテスト 2020 表彰式』 

         第二部 『起業家と経営者のビジネスミーティング』 

             起業家（2020 年度及び 2019 年度受賞者）によるビジネスプランの 

             プレゼンテーション 

（4）主  催    三十三フィナンシャルグループ 

         (株式会社三重銀行、株式会社第三銀行、株式会社三十三総研)、 

         三重県中小企業家同友会 

  （5）後  援    経済産業省中部経済産業局、三重県、愛知県、いなべ市、桑名市、四日市市、 

           鈴鹿市、亀山市、津市、伊賀市、名張市、松阪市、志摩市、熊野市、名古屋市、 

           株式会社日本政策金融公庫、三重県信用保証協会 
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  （6）その他     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「アルコール消毒液の設置」、「参加 

           者の間隔の確保」、「空調による換気」を実施します。参加者の皆様には、「マス 

           クの着用」、「検温」、「手洗いの励行」をお願いします。 

           新型コロナウイルス感染状況によっては、上記内容の変更・開催を見合わせる 

           場合もございますので、予めご了承ください。 

 

以 上 

 
 
 

 [お問い合わせ先] 

担 当 三十三総研 コンサルティング部 水谷・伊藤 059－351－7417 

 


