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2021年 9月 27日 

第 2回「西日本 FHビジネスコンテスト 2021～OPEN INNOVATION HUB～」 

のエントリー募集について 

西日本フィナンシャルホールディングス（社長 村上 英之、以下「西日本 FH」）は、地域経済の

活性化や地域の課題解決につながる新たなビジネスモデルの創出を実現するため、第 2回「西日本

FHビジネスコンテスト 2021～OPEN INNOVATION HUB～」（以下「本コンテスト」）のエントリー

を募集しますので、お知らせします。 

今回、募集するビジネスアイデアは、「地域とつながる、家族をつなぐ、デジタルサービス」を

コンセプトとしており、金融・非金融は問いません。 

当社は、今後も引き続き、地場企業との協業機会の創出などにより、スタートアップ企業を応援

します。 

たくさんのご応募お待ちしております。 

 

 

 

 

記 

１．本コンテストの概要 

名 称 
第 2回 西日本 FHビジネスコンテスト 2021 

～OPEN INNOVATION HUB～ 

開 催 目 的 

■ 優れたアイデアを持つスタートアップ企業等と大手・地場企業の協業機会

の創出 

■ スタートアップ企業や大手・地場企業が地域に集まる仕組みづくり 

■ 上記を通じた「地域経済の活性化」および「地域課題の解決」 

表 彰 最優秀賞（50万円）、優秀賞（30万円）、企業賞（協力企業さまより提供予定） 

主 催 西日本 FH、西日本シティ銀行 

２．募集内容およびスケジュール 

募    集 

コンセプト 

“地域とつながる、家族をつなぐ、デジタルサービス”をコンセプトに多種  

多様なビジネスアイデアを金融・非金融問わずに募集 

＜ビジネスアイデア例＞ 

①地域の課題解決や家族の絆の深化につながる新たな商品・サービス 

②「人と人」「人と企業」「企業と企業」がつながる新たなデジタルサービス 

③地域のオープンデータを活用したビジネス 
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応 募 資 格 

■ 募集コンセプトに沿ったビジネスアイデアや製品・サービスを持つ法人・ 

個人（18歳以上）・団体 

■ 西日本 FH グループおよび本コンテストの協力・後援企業との協業が可能

な法人・個人（18歳以上）・団体 

※事業ステージ（シード・レイター等）は考慮しません。 

※公序良俗に反するビジネス、反社会的勢力またはそれに準じた組織に関わるビジネスは 

対象外とします。 

応 募 

スケジュール 

募集期間 
2021年 9月 27日（月）～11月 12日（金） 

※事前エントリー締切 2021年 11月 5日（金） 

1次選考（書類）結果通知 2021年 11月下旬～12月上旬 

2次選考（ピッチ（注））結果通知 

（注）短いプレゼンテーション 
2022年 1月上旬～中旬 

最終選考時期 2022年 2月下旬予定 

応 募 方 法 

①事前エントリー【締切：2021年 11月 5日（金）】 

専用WEBサイト（https://www.oihub.nnfh.co.jp/）からご応募ください。 

②本エントリー【締切：2021年 11月 12日（金）】 

 事前エントリーで入力いただいたメールアドレス宛に、本エントリーシート

を送付いたします。本エントリーシート返信により本エントリー完了と   

なります。 

審 査 基 準 
事業・サービス内容の成長性・革新性・実現可能性・地域貢献度等、総合的な

観点から審査します。 

選 考 会 場 

① 2次選考会 

1次選考の通過者へ個別にご案内します。 

② 最終選考会 

Fukuoka Growth Next（福岡県福岡市中央区大名 2丁目 6‐11） 

※状況に応じて、開催場所・時期の変更がある場合がございます 

３．開催協力・協力企業・後援 

開 催 協 力 一般社団 Startup GoGo、Fukuoka Growth Next、株式会社 gaz 

協 力 企 業 

RKB毎日放送株式会社、株式会社 NTTデータ、株式会社 NTTドコモ、 

株式会社エフエム福岡、九州朝日放送株式会社、九州電力株式会社、 

株式会社 QTnet、株式会社九電工、九州旅客鉄道株式会社、 

西部ガスホールディングス株式会社、株式会社シティアスコム、 

株式会社新出光、株式会社正興電機製作所、株式会社関家具、 

株式会社ゼンリン、ソフトバンク株式会社、第一交通産業株式会社、 

大日本印刷株式会社、株式会社 TVQ九州放送、株式会社テレビ西日本、 

凸版印刷株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、株式会社ナフコ、 

株式会社西日本新聞社、西日本鉄道株式会社、株式会社日立製作所、 

福岡地所株式会社、富士通株式会社、三谷産業株式会社、 

LINE Fukuoka株式会社、株式会社 YE DIGITAL、 

株式会社ワールドホールディングス等【※五十音順】 

後 援 

福岡市、北九州市、公益財団法人北九州産業学術推進機構、 

一般社団法人九州経済連合会、福岡県ベンチャービジネス支援協議会、 

COMPASS小倉、The Company、fabbit、Fukuoka Growth Next等 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先    

西日本 FH オープン・イノベーション推進室 OPEN INNOVATION HUB事務局  

田口・松下 TEL 092-476-2764 

https://www.oihub.nnfh.co.jp/


開催趣旨ABOUT

コンテストの流れCONTEST FLOW

地域とつながる、家族をつなぐ、デジタルサービス
西日本FHグループは、中期経営計画「飛翔����」に掲げる「地域の元気を創造する」を実現すべく、ヒューマンタッチとデジタルの両面で地域社
会の発展に貢献することを目指しています。２回目となる『OPEN INNOVATION HUB』では、「地域とつながる、家族をつなぐ、デジタルサービ
ス」をテーマに、地域の元気を創造する、多種多様なビジネスアイデアを、金融・非金融問わず募集いたします。

2021年9月27日(月) 11月1 日

募集期間

本エントリー締切　：����年��月��日
１次選考結果通知：���� 年 ��月下旬 - ��月上旬

２次選考結果通知：���� 年 � 月上旬 - 中旬

書類による選考

１次選考

開催時期：����年 �月上旬
（１次選考通過者に個別で２次選考の日程・場所をお知らせします）

開催時期：����年 �月下旬
Fukuoka Growth Next にて開催予定。ピッチによる選考。

ピッチによる選考

２次選考

最終選考

※状況に応じて、開催時期に変更がある場合がございます。

応募要項や表彰・特典は次のページへ

【募集コンセプト】

【例１】

～ (金)

地域の課題解決や家族の絆の深化につながる、新たな商品・サービス

(金)

「OPEN INNOVATION HUB」は、業界・業種の垣根を超えた
「価値の共創」を行うオープンイノベーション型のビジネス
コンテストです。西日本FHグループや協力企業・後援企業と
の協業機会を創出することで、地域経済の活性化、及び地域
経済の課題解決に繋がる新たなビジネスモデル創出を目指し
てまいります。

【例２】 「人と人」「人と企業」「企業と企業」がつながる、新たなデジタルサービス

2

事前エントリー締切：����年��月 �日(金)

地域のオープンデータを活用したビジネス【例３】



ORGANIZER

応募要項APPLICATION
応募資格

・募集コンセプトに沿ったビジネスアイデアや製品・サービスを持つ法・個人、団体（個人の場合は満��歳以上）
・ 西日本FHグループ及び本コンテストの協力企業・後援企業との協業が可能な企業

※公序良俗に反するビジネス、反社会的勢力またそれに準じた組織に関わるビジネスは対象外

応募方法

➀事前エントリー
Webサイトの応募フォーム（下記 QR コード添付）に必要事項を入力し、事前エントリーをお願いいたします。

➁本エントリー
応募フォームに入力いただいたメールアドレス宛に、別途エントリーシートを送付いたします。
エントリーシート返信により本エントリー完了となりますので、締切までのご返信をお願いいたします。

選考会場

【説明会】 オンラインにて開催
  エントリー企業（個別にメールにてご連絡いたします。）
  エントリーを検討中の企業（Webサイト等でお知らせさせていただきます。）

【２次選考】１次選考通過者へ個別に２次選考会の日程・場所をお知らせします。
【最終選考】 Fukuoka Growth Next ※

※状況に応じて、オンラインでの実施や会場の変更等がございます。

主催 SPONCERS開催協力

SPECIAL

COOPERATION

COOPERATION協力企業

後援企業

表彰・特典AWARDS
30
優秀賞

万円

企業賞50
最優秀賞

万円

RKB毎日放送株式会社

一般社団法人Startup GoGo Fukuoka Growth Next 株式会社gaz

株式会社QTnet
株式会社新出光

株式会社NTTデータ
株式会社九電工
株式会社正興電機製作所

株式会社NTTドコモ
九州旅客鉄道株式会社
株式会社関家具

株式会社エフエム福岡
西部ガスホールディングス株式会社
株式会社ゼンリン

第一交通産業株式会社 大日本印刷株式会社 株式会社TVQ九州放送
凸版印刷株式会社 株式会社ナフコ 株式会社西日本新聞社 西日本鉄道株式会社
株式会社日立製作所

トヨタ自動車九州株式会社
LINE Fukuoka株式会社

ソフトバンク株式会社

公益財団法人北九州産業学術推進機構 一般社団法人九州経済連合会 福岡県ベンチャービジネス支援協議会 COMPASS小倉 The Company

fabbit Fukuoka Growth Next

九州電力株式会社
株式会社シティアスコム

Webサイトはこちら

お問い合わせはこちら

OPEN INNOVATION HUB 事務局
西日本フィナンシャルホールディングス

〒���-����
福岡県福岡市博多区博多駅前 � 丁目 � 番 � 号

092-476-2764

nnfh_oihub_info@ncbank.co.jp

審査基準 事業・サービス内容の成長性・革新性・実現可能性・地域貢献度等、総合的な観点から審査いたします。

富士通株式会社
株式会社YE DIGITAL 株式会社ワールドホールディングス （五十音順）

等

等

※事業ステージ（シード・レイター等）は考慮しない

株式会社テレビ西日本

九州朝日放送株式会社

福岡市 北九州市

福岡地所株式会社 三谷産業株式会社

【締切：���� 年 �� 月 �日（金）】

【締切：���� 年 �� 月 ��日（金）】


