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FUSE-ON CHALLENGE(フュージョン チャレンジ)募集要項 

 

1． 目的 

浜松いわた信用金庫が運営する「FUSE（フューズ）」では、地域の新規事業創出や既存事

業の発展、そしてそれを取り巻く人や環境の連携と成長を促進することを目的に伴走型

支援プログラム「FUSE-ON CHALLENGE(フュージョンチャレンジ)」を実施します。 

 

2． 募集対象 

(1) 当金庫営業エリア内において事業を既に行っている個人・法人。 

(2) 当金庫営業エリア内に居住する創業前の個人。 

(3) 当金庫営業エリア内の専門学校生、大学生、大学院生、大学研究員等。 

(4) 申込時に当金庫営業エリア外であっても、最終審査会終了後 1年以内に当金庫営 

業エリア内に居住または事業所を設置し、事業展開を計画している個人・法人。 

※ 応募いただく事業は、創業事業並びに新規事業又は既存事業の発展とし、開始前の

アイデアやプランを立てている状況での応募も可能とする。 

※ 応募できる事業プランは事業開始後 5年以内の事業に限る。 

 

3． 審査において重要視する主な項目 

(1) 応募者（チーム）の事業化に対する熱意 

(2) 実現可能性や成長可能性を有すること 

(3) 新規性または優位性を有すること 

(4) 地域への経済波及効果または社会的インパクトが高いこと 

 

4． スケジュール 

 

 ※各審査の通過又は落選を個別にご連絡します。 

グループメンタリング

①「事業計画」

グループメンタリング

②「コミュニケーション」

グループメンタリング

③「経営戦略・マーケティング」

グループメンタリング

④「スピーチ・プレゼンスキル」

グループメンタリング

⑤「資本戦略」

個別メンタリング
※2次審査会を通過した

ファイナリスト8名のみ
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(1) エントリー期間 

・2022年 7月 15 日(金)～2022年 8月 31日(水) 

 

(2) 1次審査【時期：9月初旬】 

・浜松いわた信用金庫職員（「FUSE」常駐スタッフ）による形式要件及び簡易審査 

(書類審査)を実施します。 

 

(3) パワーメンターによるグループメンタリング（「FUSE」にて集合研修） 

【時期：8月初旬～12月初旬】 

・応募者および応募予定者、１次審査を通過した方を対象に、対象期間で計 5回の 

グループメンタリングを実施します。 

・パワーメンターはプログラムに最適な専門知識を有する方を招聘します。 

グループメンタリングの開催時間帯は 15：00～17：00（2時間程度）を予定。 

・グループメンタリングの開催日程(予定)と対象者は下記の通りです。 

① 「事業計画」 

【日程】2022年 8月初旬(予定) 【対象者】応募者および応募予定者 

 

② 「コミュニケーション」 

【日程】2022年 9月下旬(予定) 【対象者】一次審査を通過した方 

 

③ 「経営戦略・マーケティング」 

【日程】2022年 11月初旬(予定)【対象者】一次審査を通過した方 

 

④ 「プレゼン・スピーチスキル」 

【日程】2022年 12月初旬(予定)【対象者】一次審査を通過した方 

 

⑤ 「資本戦略」 

【日程】2023年 1月中旬(予定) 【対象者】一次審査を通過した方 

 

(4）2次審査会【時期：10月中旬】 

・浜松いわた信用金庫が運営するイノベーション・ハブ拠点「FUSE」にて、行政、 

大学、協力団体などの代表者等を審査員として審査を実施し、ファイナリストを選 

出します。 

 

(5) パワーメンターによるパワートレーニング(オンラインでの個別メンタリング) 

【時期：11月初旬～翌年 2月下旬】 

・2次審査会を通過したファイナリストが対象となります。 

・パワーメンターによるパワートレーニングは、チケット制(3 回分)で実施します。 

・パワートレーニングは 1回当り 1時間を目安とします。 

・1人のパワーメンターに対して、パワートレーニングは 1回限りとなります。 
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(6) スペシャリストメンターによるスペシャルメンタリング 

【時期：11月初旬～翌年 2月下旬】 

・2次審査会を通過したファイナリストが対象となります。 

・「財務・税務・法務」に関わるスペシャリストメンターのスペシャルメンタリン 

グは、チケット制(2回分)で実施します。 

・1人のスペシャリストメンターに対して、スペシャルメンタリングは 1回限りと 

なります。 

 

(7) 最終審査会 【時期：3月初旬】 

・浜松いわた信用金庫が運営するイノベーション・ハブ拠点「FUSE」にて、行政、 

大学、協力団体などの外部有識者を審査委員として一般聴講者等も参加可能な 

公開審査を実施します。 

 

(8) 伴走型支援体制 【時期：2022年 11月～2024年 3月末】 

・2次審査を通過したファイナリストに対しては、「FUSE」常駐の金庫職員チームで 

事業の成長を上記の期間サポートいたします。 

※2次審査後から最終審査会終了後も、1年間(合計約 1年半)伴走させていただき 

ます。 

 

5． 表彰・賞金について 

 

 

 

 

 

 

6． やらまいかアワードについて 

※浜松いわた信用金庫と信金キャピタル株式会社が共同運営している「やらまいか 

ファンド」にて将来的な投資検討が可能と判断したプランに対してのみ授与します。 

 ※「やらまいかアワード」の選考審査は、やらまいかファンドを運営する浜松いわた信用

金庫並びに信金キャピタル株式会社にて実施します。 

 ※最終審査会の審査に対して「やらまいかアワード」の審査基準（IPO志向、事業のスケ 

ール性など）が異なることを予めご了承ください。 

  

7． ファイナリスト特典 

ファイナリスト特典として、Co-startup Space ＆ Community「FUSE」のコミュニティ

メンバー（1名分：1年間無料）となり、「FUSE」を拠点として活動することが可能です。

（※「FUSE」の活動内容を説明し、ご了承いただいた方のみ） 

最優秀賞 50 万円 最終審査会の審査にて最も優れたプラン（1先） 

優秀賞 30 万円 最優秀賞の次点（1先） 

特別賞 10 万円 優秀賞の次点（1先） 

やらまいかアワード 50万円 
やらまいかファンドで投資検討が可能なプラン 

※ファイナリストを選考対象(1名のみ)とします。 
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8． エントリーについて 

(1) エントリー期間 

2022年 7月 15日（金）～ 2022年 8月 31日（水） 

 

(2) エントリー方法 

① Googleフォームでのエントリー 

当金庫ホームページ記載のエントリーフォーム、チラシなどに記載の二次元コ 

ードより、エントリー情報と事業プラン概要などの入力をお願いいたします。 

 

エントリーフォーム URL： https://forms.gle/o2N4ZuRjxisBmZta9 

 

② エントリー資料の提出方法 

・Googleフォームでのエントリー登録後、事務局よりエントリー完了確認と 

合わせて提出先メールアドレスをご案内します。 

・エントリー期限である 2022年 8月 31日（水）必着で資料の提出をお願い 

いたします。 

 

③ エントリー資料について 

・応募する事業プランを記載したエントリー資料の提出をお願いいたします。 

・エントリー資料は、パワーポイント、PDFでの提出(容量 25MB以内)とします。 

・エントリー資料とは別に、会社紹介資料も提出可とするものの添付ファイル 

容量はエントリー資料と合わせて容量 25MB以内とします。 

 

 

＜エントリー資料に記載する項目例＞ 

例） 

・事業タイトル 

・事業プランの概要 

・起業・事業化またはプラン策定の動機（キッカケ・背景） 

・事業の特徴（新規性、顧客ニーズ、競合優位性など） 

・チーム構成（メンバー紹介など） 

・販売・収益計画（事業スケジュール等） 

・今後発生すると思われる課題（課題に対する解決方法があれば記載） 

・社会的インパクト（世界、国内、地域に対する効果など） 

・その他、自社 PR、受賞履歴、過去の財務実績、保有特許、補助金実績など 

     ※上記は一般的な例です。すべての項目を充たす必要はございません。 
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9． その他注意事項 

(1) 提出して頂いた応募書類は返却いたしません。 

(2) 応募書類は審査の目的以外には使用いたしません。 

(3) 応募に関する費用は発生しませんが、会場までの交通費等は自己負担になります。 

(4) 反社会的勢力の申込みは受付いたしません。 

(5) 応募プランの知的財産権は応募者に帰属します。 

(6) 審査内容の詳細、審査結果に対するご質問には一切お受けできません。 

 

10．お問合せ先 

浜松いわた信用金庫 ソリューション支援部 新産業創造室 

「FUSE-ON CHALLENGE(フュージョンチャレンジ)事務局」担当：金澤・上野・青島 

（平日： 9：00～17：00） 

〒430－0933 

静岡県浜松市中区鍛冶町 100－1ザザシティ浜松中央館地下１階 

Co-startup space & Community FUSE 

 

TEL：053－450－7130 

E-mail：info@fuse-hamamatsu.jp 

 

以上 


