「かがわ発！先進的ビジネスモデル2018」公募要領
成
の事業

果を

一定
創造的な技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加
方向け
られた
げ
挙
価値を創造しようとする、独創的なビジネスプランを樹立・実践し、実績を挙げた
中小企業または個人を表彰することにより、香川県の将来を担う革新的ベンチャー企業の育成を図ります。

目 的

次の条件すべてに該当する方とします。
①過去10年以内に独創的なビジネスプランを自ら樹立・実践し、県内の産業技術の高度化
及び産業の振興に寄与したと認められる成果を挙げた中小企業者（会社又は個人）、一
般財団法人、一般社団法人、若しくは特定非営利活動法人
②一般財団法人、一般社団法人若しくは特定非営利活動法人にあっては、中小企業者の
振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うもの又は中小
企業者を支援する事業を行うために中小企業者が主体となって設立したものであること
③香川県内に住所を有すること

応募資格

来たれ!!

起業家

大賞1件、優秀賞2件

表彰内容

かがわ型新ビジネスモデル奨励事業
■かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ2018
最 優 秀 賞 1件 、優秀賞2 件 創業者向け

■かがわ発!先進的ビジネスモデル2018
大 賞 1件 、優 秀 賞2 件 実績者向け

最優秀賞には

（受賞者には表彰状及び記念品等を贈呈）

9 25

最大

200万円の
助成金

11 30

募集期間 平成30年 月
日（火）から
月
日（金）必着
応募方法・
①応募書に必要事項を記入し、事務局まで電子メール、郵送、FAX、
または持参により、お申し込みください。
スケジュール

かがわビジネスモデル･
チャレンジコンペ2018のみ
（詳しくは中面にて）

→

なお、応募書を用いない応募については無効といたします。
②応募書は、以下のURLアドレスからダウンロードして入手してください。
応募関係資料は返却いたしませんので、
あらかじめご了承ください。
かがわ型新ビジネスモデル
https://www.kagawa-isf.jp/ かがわ型新ビジネスモデル
検索

受 賞 者の決定（ 書類及び応募者の説明による選考 ）
応募いただいた案件は、12月下旬に開催の「審査委員会」の審査により受賞者を決定します。

表彰式・発表会
表彰式と受賞内容の発表は「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」本選審査会場にて実施します。
①日時：平成31年2月7日
（木）予定 ②会場：サンメッセホール大会議室（サンメッセ香川2階）
※注意事項については、かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018と同様です。
（②二次選考を通過した→受賞した、
と読み替え）

◎平成23年度大賞 ㈱平井料理システム
◎平成24年度大賞 ハイスキー食品工業㈱
◎平成25年度大賞 ㈱大河内工務店
◎平成26年度大賞 くりや㈱

過去の
受賞者

号
国道

尾線

かがわを元気にする ビジネスモデルを募集します!!

RISTかがわ

四国横断自動車道

地域共同研究部

県立図書館・文書館

バス停
サンメッセ香川

サンシャイン通り

FROM香川

サンメッセ香川

ネクスト香川

技術振興部

かがわ産業支援財団
総務部 企業振興部

国道11号バイパス

高松中央
I.C

太田駅

長尾

街道

お問い合わせ・申し込み先（事務局）

県道太田上町志度線
香川インテリジェントパーク

高松西I.C

高松桜井高校
高松土木
事務所

香川大学工学部

琴電長

号

四国横断
自動車道

32

琴電志度線

JR高徳線
レインボーロード

琴電琴平線

11号

国道

国道

高松檀紙
I.C

至レインボーロード
▲

国道11号

瓦町駅

あなたの

＜香川インテリジェントパーク 拡大図＞

琴電
高松築港駅

JR高松駅

◎平成27年度大賞 山一木材㈱
◎平成28年度大賞 hacomo㈱
◎平成29年度大賞 さんわ農夢㈱

県道三木国分寺線

企業振興部企業支援課

担当：三谷、松村

〒761-0301 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2F

Tel.087-840-0391 Fax.087-869-3710

E-mail support@kagawa-isf.jp HP https://www.kagawa-isf.jp/

応募期限 ■かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ2018
詳しい内容は中面にて

平成30年11月2日（金）必着（9月25日応募受付開始）

■かがわ発!先進的ビジネスモデル2018
平成30年11月30日
（金）必着（9月25日応募受付開始）
発表会
平成31年2月7日（木）予定
表彰式

サンメッセホール大会議室（サンメッセ香川2階）

【主催】
公益財団法人かがわ産業支援財団
【後援】
香川県、香川大学、四国学院大学、徳島文理大学、高松大学、香川高等専門学校、株式会社日本政策金融公庫高松支店、
株式会社商工組合中央金庫高松支店、株式会社百十四銀行、株式会社香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫、
香川県信用組合、香川県信用保証協会、四国新聞社、RNC西日本放送、KSB瀬戸内海放送

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018」公募要領
目 的

応募資格

創造的な技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しようとする、独創的なビ
ジネスプランを募集・審査し、潜在的な起業家を発掘するとともに、今後の成長が期待できる起業家を集中的に支援
することにより、香川県の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出及び育成を図ります。

する
業を開始向け
事
な
方
新た
もない）
（して間

最優秀賞（1件）

表彰と
特典

最大200万円の助成金

①

新かがわ中小企業応援ファンド等事業（創業ベンチャー支援事業）の対象となります。
（平成31年度の事業で、平成32年3月末までに完了するもののみ）
（新かがわ中小企業応援ファンド等事業審査会の審査があります。）

次の条件すべてに該当する方とします。
①独創的なビジネスプランを有し、平成32年3月31日までに香川県内で創業若しくは設立する予定又は平成31年4
月1日現在で創業若しくは設立が5年未満である中小企業者（会社又は個人）、一般財団法人、一般社団法人、若
しくは特定非営利活動法人
②一般財団法人、一般社団法人若しくは特定非営利活動法人にあっては、中小企業者の振興に資する事業を行う
ものであって、中小企業者と連携して事業を行うもの又は中小企業者を支援する事業を行うために中小企業者が
主体となって設立するものであること
③大企業からの出資が50％以上でなく、かつ、実質的な経営の参画がないこと

9 ２5

インキュベーション施設の無料提供

②

財団のインキュベータールームに入居される場合、賃借料を1年間無料とします。
（使用実態等により最長1年間の更新が可能です。）
③財団コーディネーターによる支援
経営指導の専門家を中心に、経営、技術開発、販路開拓等の経営課題に対して総合的な支援が無料で受け
られます。
④県内金融機関等による支援
受賞対象事業について以下の支援を受けることができます。
（諸事情により支援内容が変更される場合があります。融資においては各金融機関が定める審査等の手続きが必要です。
詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。）
・地方創生対応商品「114地域産業成長ローン」による融資【百十四銀行】
（所定利率※注1 より最大年0.5％引き下げ対応）
・
「かがわ新事業サポート融資」による融資【香川銀行】
・
「かがわ創業・第二創業対策融資」による融資【香川銀行】
（上記２点、条件により所定利率※注1 から最大年0.5％引き下げ対応）
・開業支援融資商品「アドバンス」による融資【高松信用金庫】
（所定利率※注1 より年0.5％引き下げ対応）
・
「かんしん商工会議所・商工会連携、
フロンティア融資」による融資【観音寺信用金庫】
（所定利率※注1 より最大年0.5％引き下げ対応）
・創業担当窓口において計画策定支援等の個別対応【日本政策金融公庫高松支店・商工組合中央金庫高松
支店・百十四銀行・香川銀行・高松信用金庫・観音寺信用金庫・香川県信用組合・香川県信用保証協会】

11 2

募 集 期 間 平成30年 月
日（火）から
月 日（金）必着
応募方法・
スケジュール ①応募シートに必要事項を記入し、電子メール、郵送、FAXまたは、持参により、事務局までお申し込みください。

→

なお、応募シートを用いない応募については無効といたします。
②応募シートは、以下のURLアドレスからダウンロードして入手してください。
提出いただいた応募シートや資料は返却いたしませんので、
あらかじめご了承ください。
https://www.kagawa-isf.jp/
かがわ型新ビジネスモデル
かがわ型新ビジネスモデル
検索

一次選考（書類選考）

11 8

平成30年
月 日（木）予定
①一次選考結果の通知
②応募いただいた応募シートを事務局内で書類選考し、選考結果を電子メール等で通知します。
併せて、通過者には、二次選考に必要な「ビジネスプラン記載用シート※」等をご案内します。
※この時点で、事業計画と共に、右記助成金の対象経費を記載していただきます。

二次選考用ビジネスプランの提出

12 6

①提出締切日
平成30年
月 日（木）必着
一次選考通過者は、作成したビジネスプランを、事務局へご持参または簡易書留等による郵送にてご提出ください。
②提出いただいたビジネスプランや資料は返却いたしませんので、
あらかじめご了承ください。

二次選考（書類及び応募者の説明による選考）

※注1：所定利率

優 秀 賞（ 2 件 ）

12 下旬

受賞者には表彰状及び盾を贈呈します。
なお、かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018の本選審査は、
公開で行われるため、本選発表者は、
プレゼンテーションを通じてベンチャーキャピタル、金融機関、支援機関、
県内企業、
マスコミ等へのPRが図れます。

2 7日（木）予定

①日 時
平成31年 月
②場 所：サンメッセホール大会議室（サンメッセ香川2階）

注意事項

①かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2018は、公開で行われるため、特別なノウハウや秘密事項については、
あらかじめ法的保護を行うなど、
また他者の権利を侵害することのないように、応募者の責任で対応してください。
②二次選考を通過したビジネスプランについては、
「応募者」、
「事業名称」、
「事業概要」等を公表いたしますので、
あらかじめご了承ください。
③応募資格等の違反または虚偽の事実があった場合には、失格あるいは認定取り消しとする場合があります。

最優秀賞における③、④の特典を受けることができます。

その 他 特 典

①二次選考結果の通知
平成30年
月
予定
②二次選考応募者全員に郵送にて通知させていただきます。選考通過者には本選審査に必要な事項をご案内します。

本選審査（プレゼンテーションによる選考）及び表彰式

…市場金利の変動により変更となる可能性があります。

選考・審査
基準

一 次 選 考
応募シートの記載内容からビジネスプラン作成の基礎的要件を選考いたします。

二 次 選 考
ビジネスプランを「目的・内容」、
「新規性」、
「実現性」、
「成長性（市場性）」等の観点から厳正に選考いたします。

本 選 審 査
二次選考通過者による公開プレゼンテーションを行い、審査委員による審査会で受賞者の決定を行います。

◎平成23年度最優秀賞

hacomo㈱

◎平成26年度最優秀賞

㈱禾

過去の ◎平成24年度最優秀賞 馬場加奈子（さくらや）
受賞者 ◎平成25年度最優秀賞 ㈱cavic

◎平成27年度最優秀賞
◎平成28年度最優秀賞
◎平成29年度最優秀賞

㈱ADSムラカミ
齊藤眞理（Low carb moooco）
㈱フレップテック

