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 2022年 2月 7日 

 各  位                                                    

株式会社三十三銀行 

株式会社三十三総研 

 

 

『33FGビジネスプランコンテスト 2021』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三十三銀行ならびに三十三総研は、「33FG ビジネスプランコンテスト

2021」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 10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、2022年 3月 17日（木）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 2021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 3,200 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 

ヒゲニ・イスマイル・ワムサンゴ 様 
三重県 

四日市市 

ゼロから始める短期で大量耕作、大量販売、高収益野菜

作り 
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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 

合同会社 OptTech 

代表社員 藤井 琢也 様 

愛知県 

豊橋市 

AI を用いた新たな品質検査用照明による品質検査の高

精度化 

鈴木 一彦 様 
三重県 

津市 

自治会運営の負担を軽減するトータルサポートサービス

「ActPartner」 

 

（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 

株式会社ウエイト東海 

代表取締役 片山 和洋 様 

愛知県 

半田市 

人と荷物を守るフォークリフト専用積荷落下防止装置

「Safety Gate Box」の開発及び販路拡大 

山口化成工業株式会社 

技術営業部 課長 松倉 佳史 様 

愛知県 

豊川市 
乗り心地を重視した自転車用ノーパンクチューブの開発 

株式会社松太郎 

代表取締役 永石 俊夫 様 

三重県 

四日市市 

松茸と椎茸の融合きのこ「松太郎」を活用した地域貢献

サスティナブルモデル 

 

（4）NTT西日本特別賞（賞金 10 万円）／ 1件 

受賞者 所在地 ビジネスプラン名 

株式会社 JTG 

代表取締役 清水 康孝 様 

愛知県 

名古屋市 

食品製造現場の省人化・品質安定・生産性向上を実現す

る AIを用いた品質検査システム 

 

［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 

佐々木 大樹 様  曽我 優太 様 

若月 元哉 様 

(中部大学 経営情報学部) 

愛知県 

春日井市 
食品ロスを楽しく減らす「SAKURAKU」 

 

 

 



 

 

News Release 
（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 

伊藤 いちご 様 

(三重県立津商業高等学校) 

三重県 

津市 

真珠だけじゃない！ゴミの出ない三重県産アコヤガイの

活用 

 

（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 

冨山 正之 様  平井 陸 様 

山下 諒 様 

(皇學館大学 現代日本社会学部) 

三重県 

伊勢市 
あなたに観光を届ける VR観光配信サービス 

   

 

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受賞者紹介および㈱三十三総研が運営する三重県

の特産品販売サイト「リージョネット三重」での特集一覧（三重のお店・企業のご

紹介）への掲載 

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 

※①セミナー・研修会への無料招待、②経営指導の実施期間は、2022 年 4 月～2023 年 3 月としま

す。 

 

         【協賛・後援団体】 

（1）NTT西日本三重支店より、NTT西日本がお客さまとともにデジタルトランスフォー 

メーションを推進し、新たな価値を創造するための共創空間である「LINKSPARK」の

利用機会が提供される等、ICT活用による事業化支援を受けることができます。 

 

（2）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。 
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（3）桑名市より、桑名市内にある空き店舗等を活用した出店の際の改装費用等の一部を補 

助する「桑名市中小企業者支援業務」について、「特定創業支援事業」を受けた者と

して申請できます。 

※桑名市が別途定める要件を満たす必要があります。 

 

（4）四日市市や四日市商工会議所などで構成し、四日市での創業サポートを行う「四日市 

志創業応援隊」より、創業塾や四日市商工会議所広報等での受賞プランのプロモーシ

ョンの機会が提供されます。 

※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、四日市志創業応援隊が定

める要件を満たす必要があります。 

 

（5）亀山市より、空き店舗等を活用した出店の際の改装費用等の一部を補助する「空き店 

舗等活用支援事業補助金」について、審査の際に加点ポイントが付与されます。 

※空き店舗や空き家を改装して出店する個人、法人が対象となります。また、亀山市が別途定める

要件(事業者要件、店舗要件)を満たす必要があります。 

 

（6）松阪市より、松阪商工会議所主催（松阪市委託）の「創業セミナー」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。 

※松阪市に在住している、または松阪市内に事業所を有する等、松阪市が定める要件を満たす必要

があります。 

 

（7）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 

「令和三年度 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。 

 

（8）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。 

 

（9）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。 

 

 

 

 

 



 

 

News Release 
 

３．「表彰式」および「ビジネスミーティング」   

（1）日  時   2022年 3月 17日（木） 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 2021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(株式会社三十三銀行、株式会社三十三総研)、 

         三重県中小企業家同友会 

（5）協  賛    西日本電信電話株式会社 三重支店 

  （6）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 

 

  （7）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、「不織 

           布マスクの着用」、「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 伊藤（綾）・水谷 059－351－7417 

 


