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ザッツ・アワード
11 月 16 日はグランプリ選考会!

ホテル阪急レスパイア 大阪 へ全員集合!

「
11 月 16 日はアワードの日 !
!

ビジネスプラン部門もすごいよね。。。

2019 年度の
フェスタ
(グランプリ
選考会含む)
の模様

アワード応援団長
アワード君(23 歳)

1998 年から設置された「ビジネスプラン部門」。何度か名称が変わったり、
休止したりしましたが、現在まで 51 名(社・グループ)が受賞(優秀賞含む)
されています。受賞者の中には、ロボットクリエーターの高橋智隆さんもいま
す(当時京大生)。高橋さんのロボット「エボルタ NEO」は、パナソニックの
乾電池の「エボルタチャレンジ」でもおなじみです。ボクの友人はタカラトミー
から発売された、高橋さん監修の『ロビジュニア』と仲良く暮らしています。
約 1000 フレーズ話せるすごい子(友人談)です。
これからも、ビジネスプラン部門からすごいビジネス、すごい製品
が生まれることを期待しています!
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最新ニュース

梅田のいいコト
教えます

JR 大阪駅直結の商業施設ルクアに、定額料金で毎日お得なサービスが
受けられるサブスクサービスがあるのをご存じですか？
料金は月額 500 円とお手頃価格！申し込んだその瞬間から月額 500
円（税込）で毎日 1 回、ルクア内の対象店舗(1 店舗)の利用で、サブ
スクメニューの特典が受けられます。１回の利用でも元が取れる店舗もあ
り、かなりお得なサービスです。テイクアウトもありますよ。 全店舗のサブス
ク特典はこちらの特設サイトから↓
https://favy.page.link/lucuafoodpassport_lp
※対象店舗、特典内容は月ごとに変更する場合があります。
グランプリ選考会の行き帰りに、あなたの好きなお店で試してみては？

MIRJAM NILSSON

受賞者は今
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事務局も体験!!
私 大賀が行ってきました!!
どのお店にしたかというと・・・。
B1F の「ブーズ キッチン」です。
サブスクメニューのサービスで、
おにぎり BOX 850 円が
100 円引きに。
事務所でおいしく
いただきました♪
おにぎりは２個
自分で選べます。
満腹です。。。

受賞者にいろいろ聞いてみたよ!!

●2019 年ビジネスプラン部門最優秀賞 Q2 関西 NBC ニュービジネスアワード A3 審査員の方々や選考会参加者の
応募に際し苦労した点について教えて 起業家の方々に様々なコメントを頂け
「クリーンでエコな省エネ×創エネ社会を
創出する IoT スプリンクラーシステム」

たおかげで、アイデアを形にしてそれを

下さい。

対外的に発信することがアイデアのブ

安西 崇 氏

ラッシュアップに繋がるという考えがいっ

奈良工業高等専門学校専攻科(当時)

A2 二次の事前選考では、選考委員

奈良先端科学技術大学院大学(現在)

の方々に多くのコメントを頂くことができ そう強まりました。今後も、この経験を

Q1 関西 NBC ニュービジネスアワードに

ました。しかしその全てを数分のプレゼ

もとに積極的な挑戦・行動選択ができ

ンの中に盛り込むことはやはり困難で

るよう心掛けていきたいと思います。

応募して、得られたもの・勉強になったこと す。どの軸を大切にして、どのフィードバ
ックをより反映させたプランにしていくか Q4 受賞したビジネスプランのその後の
を教えてください。
A1 仲間たちとビジネスプラン作成に必要

という議論は、チーム内でもしっかり時

進捗、また現在の活動について教えて

間を使った場面でした。

下さい。

な一連のプロセスを経て、ビジネスプラン部
門最優秀賞を頂けたことで重要な成功体 Q3 関西 NBC ニュービジネスアワード
験を得ることができました。高専の指導教 への応募を通じて、アイデアを形にする
員や校長先生にもお褒めの言葉をかけて

想い、将来の進路選択に対する想いな

いただき、いま自分が自信をもっていろい

どに変化はありましたか？

ろな活動に取り組むことができる大きなきっ
かけになったと感じています。
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A4 受賞したビジネスプランに関しては他のメンバーの就

Q5 ビジネスアイデアを形にしようと考えている後輩たちに

職に伴いお蔵入りとなってしまったのですが、現在は大学

メッセージをお願いします。

院に通う傍ら自分で会社を立ち上げ、地域の課題解決
の方法を模索しています。主な事業内容はシステム開発

A5 重要なのはまずやってみることだと思います。考えている

としているのですが、その他にもメンバーのスキルやノウハ

ビジネスプランがアワードに応募する時点では完璧でなくて

ウを生かして自治体のデータ活用事業やイベント企画に

も、その時一緒だった仲間と新しいことを思いついたりグラン

も携わる機会が多く、刺激の絶えない生活を送っていま

プリ選考会で出会った人と新しいものを生み出すことができ

す。

るような機会は、行動を起こさない限りやってきません。僕自
身、ここ数年で「いいからやってみる」精神が引き寄せたご縁
はたくさんあります。ぜひ勇気を出してチャレンジしてみてくだ
さい！
起業されてるんだね!!
素敵なメッセージありがとうございます!!
r

委員会メンバーかく語りき
「次代の起業家を
見届けて!!」

今年も「若い起業家の育成と支援」をベースにニュービジネスアワードを実施しま
すが、ある雑誌に、『各国の企業活動の活発さを示す指標である、総合企業活
動指数（TEA）を用いて世界各国の起業活動を比較したところ（TEA は、人

出口

憲作

口に対する起業家の割合）日本は調査対象の 61 カ国中最下位から 5 番目
という低さ、他国の人に比べ起業のチャンスもなく、「メディアを通してではなく、個

(株)イワクニ 代表取締役
関西 NBC 理事

人的に起業家を知っている」と回答した人（成人）の割合は、18.6%。先進国
の中では下位。また、「起業家の活動を肯定的に見ている」人も少ない結果。つ
まり、起業家という職業が世間一般ではまだ受け入れられていなく、国全体で起
業活動が活発化せず、結果として起業家精神が弱い。』と書かれていました。
私たちの活動を通して起業家マインドの醸成、今後飛躍する起業家の後押しを
皆さんで行っていくことがまだまだ必要ですよね。その為にもグランプリ選考会当
日は是非ともご参加いただき、次代の起業家を見届け下さい！

知ってて当たり前!？

これまでのグランプリ表彰式(フェスタ)

アワードクイズ

は次のうち誰？ (答えは１つ)

会場に来たことのある(元)スポーツ選手

(1) 潮田 玲子(バドミントン)
(2) 野村 忠宏(柔道)
(3) 青田 昇(野球)
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ボクも会いたかった!
サイン欲しかった!!

※答えは４ページにあります。
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この企業がアツい!!
「ええもんつくんなはれや」
～ミズノ (創業者 水野利八)～
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ゲストをお招きして、旬の企業について語ってもらうよ!
記念すべき第１回は高校生の起業家マインドを醸成する
「未来のチカラ育成委員会」担当の谷岡副会長が登場!!
中・高校生を対象にした U-19 部門は、ビジネスプラン部
門から生まれたんだよ!!

「ええもんつくんなはれや」。これは 1906 年 4 月、大阪市北区に「水野

谷岡 樹

兄弟商会」を開いたミズノ創業者・水野利八の言葉です。
東京オリンピックでも多くの国のチームが「ミズノ」のロゴマークが入ったユニ
フォームを着用していましたが、中でも印象に残ったのは銀メダルを獲得し
た卓球女子日本代表チームが着用した斬新なワンピーススタイルではな

(株)八戸ノ里
ドライビングスクール
代表取締役 /
関西 NBC 副会長

かったでしょうか。また新型コロナウイルス拡大でマスク需要が高まった昨年、ミズノ製のマスクはたちまち店頭
から消え入手困難になりました。100 年以上続く企業には時代が変わっても脈々と受け継がれている色褪せ
ない「企業理念」が存在します。
未来のチカラ育成委員会は高校生に対して起業家意識を醸成する出前授業を実施していますが、これから
起業しようとする若者に一番大切にして欲しい「起業家マインド」は「自分も幸せになって、周りも幸せにする」
という考え方です。自分だけがお金持ちになればいいという考えで成功した起業家はいません。「ええもん」を
作り続けることによって、多くの人に喜んでもらい、世の中の役に立つ。100 年以上前の水野利八の言葉は
未来の起業家のために必要な金言ではないでしょうか。

最後に言いたい。
今年のニュービジネスアワードの
締切日は、９月２７日(月)です。
皆さんの近くにいい案件があれば、
まだ間に合いますので、是非応募を
お声がけください。
ここで「応募対象」のおさらいです。

●新事業を行っている企業経営者
(アントレプレナー部門)

●具体的なニュービジネスのプラン
を持っている方(ビジネスプラン部門)

お心あたりがあれば、是非、
応募のお声がけをお願いします。
創業年数は問いません。
↑ココが他と違うトコロ!!

●若者ならではの視点で柔軟な
ビジネスプランを持っている
中・高校生 (U-19 部門)

応募はメールで!
詳しくは HP で!

応募対象は、・・・・・・・・↗
アントレプレナー部門
グランプリの賞金は

クイズの答え (2)
2004 年にシークレットゲストとしてご登壇いただきました。

100 万円!!

生金メダルリストに事務局も大興奮だったとか。。
(3)の青田昇さんは 1993 年の総会でご講演いただきました。
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