
 

 

 

 
 
 
 

株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）は、中国地域で女性の

起業支援に取り組む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のもと、中国経済産業局（注 1）の協力により、「第 3

回中国地域女性ビジネスプランコンテスト（SOERU）」を開催します。このた

び、中国 5 県から集まった 50 件を超える応募の中から受賞者 8 名を決定しまし

たのでお知らせします。当日は、受賞者のプレゼンテーション後に各賞の表彰

を行います。 

【受賞者一覧】 

大賞（中国経済産業局長賞） 

patternstorage：今井 恵子（岡山県岡山市） 

中国経済連合会長賞  

株式会社Ｎライフケア：永末 加奈絵（岡山県岡山市） 

日本政策投資銀行中国支店長賞  

RADIA 株式会社：藤法 恵子（広島県広島市） 

中国地域ニュービジネス協議会長賞  

PMO 広島株式会社：徳原 範子（広島県広島市） 

ワークライフシナジー賞 

下着屋 Clove：ボーマン 三枝（岡山県都窪郡早島町） 

ワークライフシナジー賞 

Food Marico：上田 まり子（島根県松江市） 

アイデア特別賞 

福祉の美容室 nana：中川 由加理（広島県広島市） 

ダイバーシティ特別賞 

TONOERU：藤岡 佳子（広島県広島市） 

 

【開催要領】 

日 時：2019 年 12 月 16 日（月）14：00～18：30 

場 所：広島国際会議場地下 2 階ダリアの間 

 

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。 

 

（注 1）このイベントは、経済産業省「令和元年度 女性起業家等支援ネットワー

ク構築補助金」事業で実施します。 

 

 

第３回中国地域女性ビジネスプランコンテスト 

ＳＯＥＲＵの受賞者決定 

2019 年 11 月 22 日 

株式会社日本政策投資銀行 



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：星、吉田） 電話番号 ０８２－２４７－４９７０ 



（大賞）中国経済産業局長賞 

 
 

（優秀賞）中国経済連合会長賞 

 
 

（優秀賞）日本政策投資銀行中国支店長賞 

 
 

（優秀賞）中国地域ニュービジネス協議会長賞 

 
 

■ｐａｔｔｅｒｎｓｔｏｒａｇｅ 

今井 恵子 【岡山県岡山市】 

「アパレル製品の仕様書作成・工程管理ができるＳａａＳサービスで、

仕様書の管理にかかる業務を大幅に改善」 

 

アパレル製造業の縫製仕様書が簡単に作れるクラウドサービス。15年の

現場経験にシステム開発を掛け合わせ、仕様書のトラブルで混乱する現

場を根本から解決、将来的には個人が自由に服を作れる未来を創出する。 

■ＲＡＤＩＡ株式会社 

  代表取締役 藤法 恵子 【広島県広島市】 

「女性の社会進出支援とネイル業界の人材不足を解消する、ネイリスト

希望者・応募者のマッチングシステムの構築」 

 

自らの経験に基づいて、実践的な技術を習得出来るスクールを運営し、

就職斡旋も行うことで、女性の社会進出を後押しし、サロンの収益確保、

ネイリストの社会的地位向上を目指す。 

■ＰＭＯ広島株式会社 

代表取締役 徳原 範子 【広島県広島市】 

「地域密着型のプロジェクト企画・実行および支援サービスの提供によ

り地域をより元気に」 

 

「広島の平和都市文化を継承発展させる」ことをテーマに、法務・知的

財産のリスクにも対応した地域横断型のプロジェクト立案・活動推進に

貢献する。 

■株式会社Ｎライフケア 

代表取締役 永末 加奈絵 【岡山県岡山市】 

「あなたの街のお風呂屋さん ～あらゆる要介護レベルに対応する入浴特化

型デイサービス～」 

 

看護師が経営する入浴特化型サービス。理学療法士による機能訓練を行 

うほか外部管理栄養士や訪問美容師とも提携し、入浴をきっかけに、要 

介護者が外出しコミュニティを形成する場を提供する。 



ワークライフシナジー賞 

 
 

ワークライフシナジー賞 

 
 

アイデア特別賞 

 
 

ダイバーシティ特別賞 

 

■ＴＯＮＯＥＲＵ 

藤岡 佳子 【広島県広島市】 

「企業の「困った」を解決 営業・人事プレイングディレクションサー

ビス」 

 

購買決定権がある女性に対してのサービス販売の強化を図りたい企業、

男女間・世代間で起こるコミュニケーションのギャップに悩む企業など

を対象に、研修や現場改善の提案で困り事を解決する。 

 

■Ｆｏｏｄ Ｍａｒｉｃｏ 

  上田 まり子 【島根県松江市】 

「食アレルギーに寄り添う世界とダイバーシティフードの提供」 

 

アレルギーや宗教上、思想上の食の禁忌での困り事を解決し、“皆で一

緒”に、安心・安全で楽しく食べる世界を創る。食べ物による制約を無

くすためのレシピ提供、調理、販売までの総合プロデュース。 

■下着屋Ｃｌｏｖｅ 

  ボーマン 三枝 【岡山県都窪郡早島町】 

「KimihugTM（キミハグ）と勇気を贈り乳がん貴女、世界を変える」 

 

自身の経験をもとに、乳がん経験者向け商品“KimihugTM”を開発・販売。

若年性がん患者会 AYACan!!の活動や乳がん経験の講演活動を通じて、

イキイキと輝くがん経験者の姿を発信社会のがんに対する意識を変え

る。 

■福祉の美容室ｎａｎａ 

  中川 由加理 【広島県広島市】 

「みな様の「ふだんのくらしをしあわせに」をテーマとし美容業界の福

祉の Quality up を行います」 

 

高齢の方やハンディのある方が安心して利用できる福祉環境を整えた

「みんなの美容室」づくりの推進。介護の現場で培った経験を活かし、

美容業界のユニバーサル化を目指す。 



ファイナリスト発表会＆表彰式

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

【最新の情報はWebページにて公開中！】http://soeru.cnbc.or.jp/
このイベントは、『経済産業省「令和元年度 女性起業家等支援ネットワーク構築補助金」事業』で実施します。

第３回 中国地域女性
ビジネスプランコンテスト

▷参加費

■第２部

■第３部 交流会

地域の協賛・サポーター企業、金融機関、支援機関、先輩起業家など多数参加予定。
女性起業家は1分間PRタイムで事業PRができます。（先着順）

第１回 大賞受賞者

第１・２部 参 加 無 料

発表会では、選考を勝ち抜いた第3回SOERUファイナリストのみなさんが、自らの事業や事業プランを

《熱く》プレゼンテーションします。 ファイナリストには、中国経済産業局長賞(大賞)、優秀賞、さらに

該当者には、特別賞や、当コンテストの特徴の一つでもあるワークライフシナジー賞の表彰を行います。

一般：3,000円
女性起業家、起業に興味のある女性：1,000円（当日飛び入り参加ＯＫ！）

第３部交流会は、有料です。
★無料託児有（20名まで）

起業のヒントと
成長へのアドバイス！

広島国際会議場地下2階ダリア

▷参加者の声より
「プランの独創性と収益性に大変
刺激を受けました。」
「地域が元気になり、生活に活力を
与える事業が沢山ありました。
自分もパワーを頂けました。」
「女性ならではの着眼点・発想の
ビジネスプランを学べました。」

■第１部

（交流会 17:00～18:30）

2019.12.16 （月）

14：00～16：45
※受付開始時間 13：30

協賛＆サポーター企業・団体より
ノベルティ プレゼント！

（女性参加者のみ ご来場先着100名様）

ＳＯＥＲＵ大賞受賞者による経験談、サポート事例紹介

～ファイナリストの熱いプレゼン～ ～表彰式の様子～

N.K.Cナーシングコアコーポレーション
合同会社
代表
神戸 貴子 氏

株式会社petapeta
代表取締役
山崎 幸枝 氏

第２回 大賞受賞者
一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会
代表理事
振本 恵子 氏

第２回 ファイナリスト



又は

※：託児希望の場合、事務局から折り返し連絡します。
【個人情報のお取扱について】お申込時にご記入いただいた情報につきましては、当イベントに係る事務処理のほか、

今後開催する関連事業のご案内等に使用させて頂くことがございますので、予めご了承願います。

広島国際会議場 ：広島市中区中島町1番5号（平和記念公園内）
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/access.html

＊以下の必要事項をご記入頂き、上記宛先へご送信下さい。
＊お申込は先着順です。定員に達した場合は、ご連絡いたします。
＊当日、会場には、こちらでの駐車場の用意をしておりません。
ご来場は出来る限り公共交通機関などでお願い致します。

＜申込〆切＞ 2019年12月9日（月）

会場住所 （アクセス方法は、リンクを参照願います）

「中国地域女性ビジネスプランコンテスト表彰式・発表会＆交流会」参加申込書

協賛＆サポーター企業・団体名
最新情報は特設ウェブサイトにてご確認ください⇒

女性参加者のみ、
ご来場先着100名様には

協賛＆サポーター企業・団体より
ノベルティグッズを配布！

（一財）日本経済研究所

専務理事
鍋山 徹 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

■審査員
女性創業応援やまぐち(株)

代表取締役社長
杉山 敏美 氏

県立広島大学
経営専門職大学院

教授
木谷 宏 氏

FAX 082-221-6166 E-mail soeru@cnbc.or.jp/

協賛企業・団体
サポーター企業・団体

＊欄が足りない場合、コピーの上、参加予定者をお知らせ下さい。
＊当申込をもって受付とさせて頂き参加票等の発行は致しません。
＊交流会ではアルコールの提供があります。

▷交流会参加費(税込)
一般：3,000円
女性起業家・起業に興味のある女性：1,000円

企業・団体名

氏 名 属 性

所属・役職 交 流 会

氏 名 属 性

所属・役職 交 流 会

氏 名 属 性

所属・役職 交 流 会

連絡先ＴＥＬ E-mail

託児希望※ 発表会まで 交流会まで 1分間PR

①女性起業家 ②起業に興味のある女性
③協賛/サポーター企業 ④その他

希望する ・ 希望しない（女性起業家のみ）

（いずれかに○）

（いずれかに○）

（いずれかに○）

（いずれかに○）

（いずれかに○）

（いずれかに○）

（定員20名）

A.参加する(属性①②:1,000円) B.参加する(属性③④:3,000円)
C.参加しない

【QRコードからのお申込はコチラ】

QRコード

SOERU事務局：山根、阪井、榎（一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 内）

TEL 082-221-2929/

http://soeru2.cnbc.or.jp/3rd_sponsor/
http://soeru2.cnbc.or.jp/3rd_supporter/

①女性起業家 ②起業に興味のある女性
③協賛/サポーター企業 ④その他

A.参加する(属性①②:1,000円) B.参加する(属性③④:3,000円)
C.参加しない

①女性起業家 ②起業に興味のある女性
③協賛/サポーター企業 ④その他

A.参加する(属性①②:1,000円) B.参加する(属性③④:3,000円)
C.参加しない

▷サポーター企業・団体名（2019年10月23日現在）

▷協賛企業・団体名（2019年10月23日現在）

（アイウエオ順）

 ㈱アデリー  ㈱ジュンテンドー  東武トップツアーズ㈱広島支店  ㈱広島リビング新聞社

 ㈲アプトプランニング  (一社)女性活躍委員会（SWEet）  ㈱鳥取銀行  ブリリアントアソシエイツ㈱

 一畑電気鉄道 ㈱（一畑グループ）  女性創業応援やまぐち㈱（WISやまぐち）  ㈱八天堂  ㈱マルシン広告社

 EY新日本有限責任監査法人  菅野㈱  ㈱バルコム  三島食品㈱

 ㈱Woman's  ㈱ソアラサービス  (一社)ひろぎん経済研究所  三井物産㈱

 オタフクソース㈱  ㈱ダブルノット  ㈱広島銀行  ㈱山口銀行

 (独)国際協力機構（JICA中国）  ㈱中国銀行  NPO法人広島経済活性化推進倶楽部  弁護士法人山下江法律事務所

 ㈱山陰合同銀行  中国電力㈱  (一社)広島県発明協会  両備ホールディングス㈱

 ㈱山陽管理  (独)中小企業基盤整備機構中国本部  広島信用金庫  ㈱ワーキンエージェント

 ㈱システムズナカシマ  (一社)テレコムサービス協会  国立大学法人広島大学

（アイウエオ順）

 ㈱アイグラン  ㈱ジュンテンドー  野村乳業㈱  マツダ㈱

 ㈱青山キャピタル  医療法人新生会  ㈱ハイエレコン  丸紅㈱

 今井産業㈱  住友商事㈱  ㈱バルコム  三島食品㈱

 EY新日本有限責任監査法人  ㈱大進本店  ㈱ひまわりプラン ／ 蔵田事務所  三井物産㈱

 ㈱ウィズスタッフサポート  ㈱タケウチ建設  広越㈱  三菱商事㈱

 オタフクソース㈱  ㈱中国警備保障  広島ガス㈱  美保テクノス㈱

 ㈱オネスト  中国電力㈱  ㈱広島銀行  ㈱山口銀行

 カナツ技建工業㈱  ㈱データホライゾン  広島市信用組合  弁護士法人山下 江 法律事務所

 ㈱こっこー  デリカウイング㈱  広島信用金庫

 ㈱山陰合同銀行  東京海上日動火災保険㈱  ㈱フジマ

 ㈱システムズナカシマ  日本海経済交流事業協同組合  ㈱古昌


