
 

 

 

 

 

 

 

【募集要項】 
 

 

 

 

 

 

エントリー期限： 

～2023年 1月 13日（金）23時 59分 

 

 

 

 

 

第 10回 MUFGビジネスサポート・プログラム 
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第 10回『Rise Up Festa』 

１．概要 

（1）募集分野 

今後課題解決が期待される分野として、以下の 4分野で募集いたします。 

① サステナブルな環境の実現（具体例：Greentech、エネルギー、素材等） 

② 健康社会・グローバルヘルスへの貢献（具体例：バイオ、ライフサイエンス、Healthtech等） 

③ 既存産業の DX化・プラットフォームの創出（具体例：AI、ロボット、衛星データ利用等） 

④ 都市・暮らしのアップデート（具体例：Smartcity・well-being・地方創生・宇宙インフラ等） 

 

（2）応募資格 

○ 今後成長が期待される上記の募集分野において、新規性・独創性を有する事業に取り組ん
でいる企業等や、既存の事業領域を超え新規性・独創性を有する事業に挑戦している企業
等であること 

○ 日本国内で法人格を有し、既に事業運営が開始されていること 

○ 2次審査（プレゼン審査（オンライン））、ブラッシュアッププログラム、および最終審査
（プレゼン審査（オフラインを予定））に参加できること 

※創業、もしくは新規事業開始後、2年以上 15年未満（エントリー時）を目処とします。 
※1次審査（書類審査）を通過した場合、2次審査（プレゼン審査）までに履歴事項 
全部証明書と印鑑証明書（ともに 3 ヵ月以内に発行されたもの・原本）、株主一覧（全株主が分か
るもの）、決算書 2 期分（税務申告を含む一式の写し）をご提出いただきます。なお、書類の返却
は致しません。 

 ※ブラッシュアッププログラムでは、各社様のニーズに応じ、ビジネスプランの高度化・ビジネスマッ
チング・プレゼン指導等を行います。期間は 2023年 4月～6月の 3ヵ月程度を予定しています。 

※他のコンテスト等への既出応募事業も受け付けますが、応募内容に関する著作権法等の 
コンプライアンスについて、一切の責任は応募企業等に負っていただきます。 

（3）表彰企業への特典 

全分野の中から最優秀企業と優秀企業を表彰いたします。表彰企業には、中長期的なビジネス

パートナーとして、以下の特典をご提供いたします。 

≪最優秀企業のみ≫ 4社（各分野 1社） 

➢ 2百万円の事業支援金のご提供 

≪最優秀企業・優秀企業共通≫ 

➢ 成長企業支援を専門とする銀行担当者を 1社につき 1名任命、大企業等とのビジネス 
マッチングをはじめ、MUFG各社のソリューションを提供し、企業の成長を積極支援 
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≪三菱 UFJキャピタル賞≫ 1社 

➢ 2百万円の事業支援金のご提供 

≪ビジクル賞≫ 最優秀企業・優秀企業共通 

➢ ビジクル優先出品権（※） 
※「ビジクル」とは株式会社 Business Tech が提供する経営課題解決プラットフォームです。
DXや ESG をはじめとした企業が抱える経営課題解決に資するサービス・ソリューションが
掲載されており、ビジクルを通じて三菱 UFJ 銀行をはじめとしたビジクル利用法人の法人顧
客宛にサービス提供が可能です。 

 

２．選考方法 

（1）選考スケジュール 

Web上のエントリーフォーム「STAEN」よりご応募ください。 

選考は、1次審査（書類審査）、2次審査（プレゼン審査）、最終審査（プレゼン審査）により 

実施します。 

 

 時期 選考体制 想定通過件数 

エントリー期限 
2023年 1月 13日（金） 

23時 59分まで 
  

1次審査 

（書類審査） 
1～2月（予定） 

MUFG各社 

専門委員 

（3～4名） 

40社程度 

（各分野 10社） 

2次審査／オンライン 

（プレゼン審査） 
2月下旬（予定） 

MUFG各社 

専門委員 

（4～5名） 

8-10社程度 

（各分野 2-3社） 

最終審査／東京 

（プレゼン審査） 
7月（予定） 

最終審査員 

（特設Webサイト

上に掲載） 

最優秀賞：4社 

（各分野 1社）   

※なお、上記の選考スケジュール・選考体制等において大きな変更があった場合は特設 web 
サイトに掲載するほか、エントリーされた方に e-mail等にて、ご連絡いたします。 
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（2）選考基準 

主に下記のような基準で選考を行います。 

評価項目 内容 

① 事業領域／事業の魅力度 
市場規模や収益性は期待できるか 

これまでにない独自の視点・技術・アイディアがあるか 

② 優位性／事業戦略 
想定される市場における競合製品・サービスと比較した優位性

はどうか 

③ 経営者・チームの魅力度 
この事業を実現するうえで最適の経営者・チームか 

ダイバーシティに富んだチームか 

④ 社会的意義・ダイバーシティ 
ESG・SDGs・ダイバーシティの観点から社会的意義のある事業

と言えるか 

⑤ MUFG各社による支援・協働

可能性 

MUFG各社による支援可能性があるか 

将来的に MUFG各社との協働可能性があるか 

 

３．応募方法 

（1） エントリーの流れ 

 

⚫ http://www.bk.mufg.jp/houjin/festa の中段エントリーボタンから WEB エントリーシステム

「STAEN」にアクセスし、第 10回「Rise Up Festa」エントリーフォームに各種情報を入力

してください（無料ユーザー登録が必要です）。 

⚫ 必要に応じ、事業内容やビジネスモデルが分かる資料（1 つ）をエントリーフォーム内に

アップロードしてください。アップロードできる資料は PDFのみ、容量は 8MBまでです。 

⚫ エントリーフォームの「応募する」ボタンのクリックにより、エントリー完了となります。 
 

※上記エントリーフォームによる応募のみ。e-mailや郵送による応募はできません。 

※入力内容に不備がある場合には、再提出をお願いすることがあります。その場合も 

上記提出期間内に提出をお願いいたします。 

 

（2） エントリー用Webサイト 

第 10回 MUFGビジネスサポート・プログラム『Rise Up Festa』 

特設Webサイト： http://www.bk.mufg.jp/houjin/festa 

http://www.bk.mufg.jp/houjin/festa
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（3） アップロードする資料の形式等 

・ 審査はエントリーフォームの内容を基に実施しますが、必要に応じ、事業内容やビジネス

モデルの分かる資料をアップロードすることが出来ます。 

・ アップロードできる資料は PDFファイルのみです。サーバ容量に限りがありますので、

データの容量は 8MB以内としていただくよう、よろしくお願いいたします。 

・ ファイル名は、【募集テーマ番号_会社名.pdf】としてください。 

例）募集テーマ番号①サステナブルな環境の実現の場合：1_○○株式会社.pdf 

・ アップロードできるファイルは 1つです。2つ以上添付してもそのファイルは審査に影響

しません。 

（4） 期限 

【エントリー期限】 

～2023年 1月 13日（金）23時 59分 

 

４．審査結果の通知方法 

審査結果の通知方法は以下の通りです。なお、審査結果に関する問い合わせには一切お答え  
しかねますので、ご了承ください。 

（1） 1次審査結果について 

・ 応募企業等各社には、2月上旬を目処に結果を e-mailにてお知らせいたします。 

・ 1次審査を通過された方には、この結果通知の際に、2次審査（プレゼン）の詳細および 

履歴事項全部証明書と印鑑証明書（ともに 3ヵ月以内に発行されたもの）、株主一覧（全株主

が分かるもの）、決算書 2期分（税務申告を含む一式の写し）の提出について 

ご案内いたします。 

・ 審査終了後、ご提出戴いた書類の返却はいたしません。 

 

・ なお、プレゼン審査（2次審査・最終審査）は Microsoft PowerPointで作成されたファイルを

使って発表いただくことを想定しています。 

（2） 2次審査結果について 

・ 2次審査をお受け頂いた方には、3月中旬を目処に結果を e-mailにてお知らせいたします。 

・ 2 次審査を通過された方には、この結果通知の際にブラッシュアッププログラム、及び最終

審査の詳細をご案内いたします。 

 



- 5 - 

５．その他の留意事項 

その他の留意事項は以下の通りです。事前のご確認をお願いいたします。 

○ 提出いただく資料は、各社で手控えをご準備ください。 

○ 2次審査の模様及び最終審査におけるプレゼンの内容、受賞したビジネスプラン、表彰式
の様子は記録用として撮影させていただき、後日撮影した映像を HP等で公開しますので、
予めご了承のうえで応募してください。 

○ 応募者は、本プログラムに応募するにあたって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権等の知的財産権並びに営業秘密及びノウハウ等の法的保護を受けられる情報につ
いて、あらかじめ自らの費用と責任において対策を講じた上で、一般に公表しても差し支
えのない内容のものを主催者に提出してください。主催者及び審査関係者は、これらの法
的権利や法的保護措置等については、一切の責任を負担いたしません。 

○ 本プログラムへの応募に関して、審査関係者に対する働きかけを行った場合には、審査対
象外あるいは受賞取り消しとします。 

○ 2次審査はオンラインで実施、最終審査は東京にて開催予定です。また、最終審査は後日
オンライン配信予定です。 

○ 主催者及び審査関係者は、審査結果についての個別の問い合わせには応じません。 

○ 本募集要項に違反する事実、アイデアの盗用その他不正があった応募や受賞については、
審査対象外あるいは受賞取り消しとする場合があります。また、事業支援金等の返還請求
を行う場合があります。 

○ 主催者は、法令の改正その他の理由により、この募集要項及び本プログラムの内容を変更 
することがあります。 

６．お問合せ先 

応募にあたってのご質問等については三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（株）内に 

設置された運営事務局まで e-mailにてご連絡ください。 

（三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（株）内） 

MUFGビジネスサポート・プログラム『Rise Up Festa』運営事務局 

e-mail： riseup_info@murc.jp 

７．主催等 

主 催 株式会社三菱 UFJ銀行、三菱 UFJ信託銀行株式会社 

後 援      詳細が決まり次第、ホームページ上でお知らせいたします 

運営協力 

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

三菱 UFJキャピタル株式会社  

三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 

 


