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決勝・日時

9月15日（土）

タイムスロットは調整中につき、確定次第ご案内いたします。
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決勝・会場
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コンテスト概要の告知

出題者と御題目を告知し、
応募要領を発表

応募締切・一次選考

応募を締め切り、PwC・出

題者にて予選審査をし、本
選進出者を決める。

本選出場者発表

一次選考通過者・本選出場
者を発表。

本選・結果発表・セレモニー

イベント会場にて決勝コンテ
スト。

コンテスト概要



PwCWhat’s going on 
応募資格 -Fukuoka Innovation Challenge-

＼ 大学生でも高校生でも中学生でも！／
参加者募集！



参加企業の出題テーマ -Fukuoka Innovation Challenge-

『テーマ』 未来の金融
10年先や20年先の、いわゆる未来の金融について、
皆さんからアイデア、サービスを募集します！
キーワードは 「金融」×「○○」。
○○の部分を皆さんで考え、キーワード設定して提案してください。
○○の部分は何を入れても自由です。金融にナニを掛け合わせてもOK！
学生の皆さんの自由な発想で生まれる化学反応に、期待しています！

『テーマ』 社会課題を解決するためのアイディア

産経新聞社では今秋、クラウドファンディング事業をスタートします。
そこで、我々が投資等サポートするための、事業化アイディアを募集します！
テーマは「新聞社が主催する社会的課題を解決するためのアイディア」。
日頃思っていることをビジネスアイディアとして形にするチャンス！
皆さんからの、エッジの効いたビジネスアイデア を募集します！
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Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

Step-1  コンテストの告知

コンテストの開催と応募募集の開始。
明星和楽サイトにてコンテスト案内は掲載済。
応募テーマは７月３１日に同サイトにて掲載。
応募締め切りは８月１０日。



PwC

Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

Step-2  アイディアソンの開催

応募学生チームに、お題目企業の若手が組み、
カジュアルにコミュニケーションをとりながら
予選に向けたアイディア創造に取り掛かる。

８月２０日に開催。
午前９時～ ふくおかフィナンシャルグループ
午後１時～ 産経新聞社
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Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

Step-3  一次選考

PwC・出題者にて選考を行う。
選考会場は福岡GN、８月３１日に開催。
持ち時間は３分。プラス質疑応答１分。
PPT形式にて資料作成。動画等挿入OK。

午前９時～ ふくおかフィナンシャルグループ
午後１時～ 産経新聞社
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Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

Step-4  本選通過者発表

選考結果を明星和楽サイトにて発表。
通過者に対しては、予選通過の旨メールにて通知。
本番当日の概要も併せて通知。

PwCより通過者に対し、本番に向けたクイック
ウィンアドバイスサービスを無償提供する。
（必要な場合）
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Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

Step-5  本選コンテスト

本選は９/15に福岡GN特設ブースにて行う。
持ち時間は４分。プレゼンターの自己紹介込み。
PPT形式にて資料作成。動画等挿入OK。

午前１０時～ 産経新聞社
正午～ ふくおかフィナンシャルグループ
結果発表 午後２時半頃を予定



PwC

Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

Step-6  アフターフォロー

マッチングした出題者企業と応募者をPwCにて
フォローし、PoCをはじめとするアイディアの実
装を目指す。



審査のポイント（基準）

Define Innovate Create Presentation MatchingKnow

テーマにマッチしているか

提案内容にWoW！はあるか

プレゼンターから情熱と信頼は感じるか

それぞれ10点満点とし、合計点で評価。
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Appendix
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PwC Global Innovation Factory is …

Global Innovation Factory (GIF) 
bases in Tokyo, Japan. It’s 
launched to engage in 
innovation activities and is 
working to make innovation 
part of our brand.

GIF is deeply connected with 
the PwC global network and 
xLos to support the growth of 
innovation within the firm. 

GIF aims to establish broad 
collaborative relationships with 
external partners to develop 
innovation ecosystems. 

GIF operates as an agile start-
up team with out-of-box 
thinking to lead the growth of 
innovative ideas, develop new 
businesses, and create values. 
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Dynamic Innovation Service

Regional Revitalization 

We revitalize Japanese 
regional businesses by 
identifying their unique 
industry characteristics, 
creating innovative 
management and 
marketing strategies, and 
developing new market 
opportunities.

Innovation Platform

We assist companies to 
build innovation platform 
that nurtures new 
business development, 
products and services,
operational process, and 
organizational cultures.

Digital Disruption

We facilitate companies 
to overcome issues that 
complicate the realization 
of digital disruptive 
innovation by
identifying core problems 
and developing feasible 
solution using the latest 
technologies.

Incubation Support

We provide support to 
foster entrepreneurship 
and intrapreneurship 
through an accelerator 
program for start-ups.
We focus in bridging 
companies around globe 
to established 
undiscovered business 
and technological 
potentials.
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Broad Partner Network
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Global Innovation Factory 
(GIF) is a professional service 
offering that assists companies to 
generate and accelerate innovation 
through creation and development 
of new products, new services or 
new business models.

By collaborating with innovative 
companies, universities, research 
institutes and NPOs across the 
country, and leveraging the 
learnings from the most advanced 
cases and information, GIF 
provides a diverse and open 
environment for innovation. 
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Define Innovate Create Execute AccelerateKnow

GIF is More Than Giving Advice

Global Innovation Factory (GIF)

Our global innovation networks service 
offering enables clients to design, build and 
optimize innovation on a global scale 
through the creation of innovation 
networks that combine R&D, market 
intelligence, and local talent and resources.



The experience 
starts here.

© 2018 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of 
PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers 
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競争から共創へ。
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