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  クロステック 

X-Tech Innovation 2018 の概要 

  株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 柴戸 隆成、以下：FFG）は、ICT（情報通信技術）を用いた

サービス、アイデアを募集するビジネスコンテスト「X-Tech Innovation 2018（クロステック イノベーション  2018）」を下

記の通り開催いたしますので、お知らせいたします。 

  本コンテストは、急速に発展する様々なテクノロジーに着目し、業界・業種を横断する新しいサービス、ビジネスアイデアをスター

トアップ企業等から広く募集することで、優れたアイデアを発掘・表彰すると共に、これらのビジネスアイデアの事業化に向けたサ

ポートや、FFGおよび九州に根ざす地場企業とのマッチング、既存ビジネスへの活用可能性を模索することで、地域経済の活性

化を目指す取組みとして、今回で4回目の開催となります。 

  今年度は、昨年度共同開催した北海道銀行（頭取 笹原 晶博）、沖縄銀行（頭取 山城 正保）に加え、新たに七十

七銀行（頭取 小林 英文）が参画することで、北海道（札幌）・東北（仙台）・九州（福岡）・沖縄（那覇）の4地域

を結ぶ日本を縦断する地域共創型イベントとして、地域や既存の枠組みを越えた新たなネットワークの構築とオープンイノベー

ションの実現を目指します。 

  また、九州（福岡）エリアでは、一般財団法人ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団（キューテック）との間で、コンテ

ストと助成金の同時申込み（応募）を可能とする連携を行うことで、アイデア段階の研究・開発を資金面からもサポートする新

たな取組みを進めてまいります。 

  下記開催概要、テーマ等をご参照のうえ、ふるってご応募下さい。 

http://www.ibank.co.jp/xtech2018/ 

コンテストの詳細は、特設サイトをご覧ください。 

“X-Tech”（クロステック）とは、様々な業界・業種を横
断したTechnologyの活用により、オープンイノーベションを
起こす取組みをイメージした造語です 
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 地域・地方にこそ、デジタルによる変革（デジタル・トランスフォーメーション）が求められています。少子高齢化による
労働人口の減少や過疎化が進む今、生産性の向上は、地域が抱える喫緊の課題です。デジタルを活用することで
限られた労働力をカバーし、魅力ある地域資源の付加価値向上に資する新しいサービス、ビジネスのアイデアを募集
します。 

共通 『 Local × Tech ＝ LocaTech （ロカテック）』 

「API」で広がる共創ビジネス 九州 「観光」「食」 北海道 

 地域金融界で整備が進むAPI（オープンAPI）を通じた
サービスの高度化。しかしながら、APIの利活用は金融に
限ったキーワードではなく、あらゆる産業、事業、サービスが
繋がることで、新たな価値を共創する可能性を秘めていま
す。様々なAPIを活用して広がるサービス、ビジネスのアイ
デアを募集します。 

 北海道に根差した産業である「観光」及び「食」をテーマに、
ビジネスを加速させるIoT、テクノロジーを活用したサービス、
ビジネスのアイデアを募集します。 
 

“東北の魅力” × “ＩＴ” 東北 沖縄を楽しく！簡単・便利・オトク・安心 沖縄 

 創業140周年を契機として、東北地方の豊かな自然や
食材のほか、観光や史跡などのさまざまな“東北の魅力”と
“ＩＴ”を掛け合わせ、テクノロジーを活用した地方発のア
イデア・イノベーションを募集します。 

 デジタルトランスフォーメーションで新しい未来を！テクノロジ
ーと新しいビジネスで沖縄をもっと楽しく！！ 
定住者（個人・法人）、国内外の観光客向けを問わず
利用者が楽しくなるようなアイデア、サービスを幅広く募集
します。 
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《 本件に関するお問合せ先 》 

 ふくおかフィナンシャルグループ X-Tech Innovation 事務局 

（DIAGONAL RUN TOKYO 内 ／ 担当：竹田 TEL：03 - 6262 - 7515）  

以 上 

応募資格 

デジタルテクロノロジーを活用し、九州・沖縄・北海道・東北はもとより地域に根ざした企業のビジネスの
加速や、地域の生活者・企業にとって有益なサービスを生み出す意欲がある法人・団体・個人。 

 （個人の場合は満18歳以上） 

応募時点でのサービス提供の実績有無は問わない。 

応募方法 

コンテストに参加・応募をご希望の方、また詳細は以下の特設サイト（web）よりご確認ください。 

  http://www.ibank.co.jp/xtech2018/ 

 ※ FFG及びグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・親和銀行）、または沖縄銀行、北海道銀行、 
   七十七銀行のHP掲載バナーからも特設サイトがご確認いただけます。 

表彰・特典 

（各地区毎） 

最終選考会（ピッチバトル）を3地域でそれぞれ開催。ピッチバトルでの得票数に応じて賞金100万
円を参加者に分配。 

ピッチバトル後に審査のうえ表彰（4地域でそれぞれ表彰）。 

 ・最優秀賞（賞金50万円）1本、優秀賞（賞金10万円）2本 

 ・その他、協賛企業からの賞（特典）を予定 

ゲストパートナー・協賛企業・サポーターとのネットワーキング。 

 ・最終選考会当日、ピッチバトル終了後に懇親会を開催 

優れたアイデアについては、事業化に向けた協業などを検討させていただく場合があります。  

 （事業化・協業・出融資を確約するものではありません） 

スケジュール ※ スケジュールは現時点の予定です。（詳細、変更などは特設サイトにて随時更新） 

  募集期間 2018年7月2日(月) ～ 2018年8月24日(金) 

  １次選考 書類選考：2018年9月上旬 

  ２次選考 面  談 ：2018年10月上旬 

  
最終選考会 

ピッチバトル 

日  時 

場  所 
（予定） 

九州地区 
2018年12月4日(火) 13:00～19:00 

FFGホール(福岡市中央区天神2-13-1) 

北海道地区 
2018年12月6日(木) 13:00～19:00 

札幌プリンスホテル国際館パミール(札幌市中央区南3条西12丁目) 

沖縄地区 
2018年12月13日(木) 13:00～19:00 

琉球新報ホール(沖縄県那覇市泉崎1-10-3) 

東北地区 
2018年12月18日(火) 13:00～19:00 

ホテルメトロポリタン仙台(仙台市青葉区中央1-1-1) 

内  容 

① 2次選考通過者によるプレゼンテーション・デモンストレーション 

② 表彰式 

③ 参加者懇親会（ネットワーキング：交流会） 

※最終選考会（上記①・②）へはどなたでもご参加いただけます。 

審査員 詳細は決まり次第、特設サイト等で発表します。 

マッチングイベント 

（交流会） 

各地域での受賞者が集まり、応募アイデアの披露や事業パートナーとのマッチングイベントを開催。 
（2019年1月中旬に東京・DIAGONAL RUN TOKYOにて開催予定） 

主 催（共同開催） 
株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ、株式会社 北海道銀行、株式会社 七十七銀行、 

株式会社 沖縄銀行 

【ロゴマークについて】 • ロゴマークは、Finance（金融）の頭文字「f」をモチーフに回転させ、

様々な業界・業種を横断、掛け合わせる意味合い込め、「X」に見立てた

デザインを採用 

• 物事を違う角度でとらえる、回転・発想の転換で生まれる新たなアイデア

を情熱・活動的な赤色を交えて表現しています。 
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キューテックの概要と助成制度について ご参考 

名称 一般財団法人ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団（ 通称  キューテック ） 

所在地 福岡市中央区荒戸二丁目1番9号（FKビル3階） 

連絡先 
TEL : 092 – 761 - 0448 FAX : 092 – 713 - 6637 

E-mail : info-fk@kyutec.or.jp 

事業目的 
本財団は、九州・山口地域における技術指向型中小企業の技術及び経営基盤の強化を通じて、
これら中小企業の育成を図り、もって九州・山口地域経済の振興に資することを目的とする。 

事業内容 

九州・山口地域における技術指向型中小企業に対して、 
1.新技術、新製品等の研究開発、人材育成に対する助成金交付 
2.技術開発、経営改善に資するための情報提供及び経営相談 
3.講演会の開催 

設立年月日 1985年（昭和60年）8月1日 

キューテックの概要 

対象者 

1.九州・山口地域に本社または研究開発拠点がある中小企業、小規模企業者、個人事業者。 
※中小企業基本法に定める「中小企業者」、「小規模企業者」。 
  中小企業者で製造業の場合は資本金３億円以下又は従業員300人以下です。 
2.原則として、創業後10年以内または新事業進出後10年以内であること。 
   業種は問いません。全ての業種が助成対象者です。 
3.新技術、新製品等の研究開発及び企業化を実施しようとする具体的計画を持っているもの。 
※企業化とは、助成対象事業で得られた成果（新技術、新製品等）を他へ 
  販売することを目的に製品化、商品化、企業化することをいいます。 

助成対象事業 

現在の技術水準からみて新規性があるもので、以下に該当するものです。 
ア.産業経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すると認められる 
  新技術、新製品等の研究開発に関するもの。 
イ.上記アに関連する設備、部品、材料、原材料等の開発に関するもの。 
原則として、2年以内に企業化の可能性があるもの。 

助成金の使途 研究開発のために必要な調査研究費、設計費、試作費、試験費、設備費、原材料費等です。 

助成金の金額 

2018年4月以降支出される費用を助成金交付額算定の対象とします。 
助成金として、次のどちらか少ない方の額を交付いたします。 
   １企業につき5百万円以内 
   上記１の費用の1／2以下        ※なお、助成金は2019年1月に前払いで交付いたします。 

選考方法 
当財団の審査委員会において 厳正かつ公正な選考を行い、2018年12月までに決定し、2019
年1月に資金交付の予定です。 

選考基準 

前記の助成対象に該当するもののうち、具体的には次の事項を勘案して選考いたします。 
   1.研究開発の新規性 
   2.研究開発の市場性 
   3.研究開発及び企業化に必要な技術力・経営力（2年以内の企業化の可能性） 
   4.資金使途の適否等 

選考スケジュール ※ スケジュールは現時点の予定です。（詳細、変更などはホームページにて随時更新） 

募集締切 2018年8月31日(金)（消印有効） 

助成金交付先決定 2018年12月 

助成金交付 2019年1月 

※詳細につきましては、ホームページをご覧ください（URL：https://www.kyutec.or.jp/index.html） 

平成30年度 研究開発 助成金について 

https://www.kyutec.or.jp/index.html

