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発行：関西 NBC ニュービジネスアワード運営委員会

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!

「

今回は
U-19 特集
ですよー

11 月１６日はアワードの日 !
!

「U-19 部門」ありますよ。

2019 年度の
表彰式の模様

アワード応援団長
アワード君(23 歳)
好きなタイプは、ならまちこ。

2017 年に、中・高校生ならではの視点で構想された革新的・創造的な
ビジネスプランを表彰する「U-19 部門」を創設しました。４年間で約
1000 件の応募をいただいています。毎年たくさんのビジネスプランの中
から、優秀賞を含めた数件に絞り込むのは大変ですが、既成概念にとら
われず、自由にキラキラ輝くプランが多く、選考委員の方々も毎年素敵な
プランに出会えることを楽しみにしておられます。グランプリ選考会で皆様
にもキラキラなプランに出会っていただきたいと思います。 と、いうことで、
11 月 16 日は選考会へ GO!!
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最新ニュース

ザッツ・アワード
梅田のいいコト
教えます

梅田の中心地で、日常を忘れリラックスできるひとときを
泉南りんくう公園で大人気の「THE BBQ BEACH」が、大阪・梅田各駅
直結のヨドバシ梅田タワー内「LINKS UMEDA」屋上に今年の春オーブ
しました。旅行に行くことが難しいコロナ禍においても、遠出することなくリゾ
ートの空気を味わうことができます。フォトジェニックな会場は、BBQ はもち
ろん各種イベント＆パーティー、動画等コンテンツのロケ地など幅広く利用
できるそうです。食材持込プラン(大人 1,800 円～)の他に、手ぶらプラン
もあります。営業時間等詳細はホームページをご覧くださいね!

受賞者は今 ①
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事務局が行く!
私 大賀が「梅田でリゾート
BBQ!!やってみたい!!」と早速
行ってきました!!
でも、営業時間外で入れず。。。
遠くからパシャリ。。。
またリベンジします!!

2020 年度の U-19 グランプリ
の野田さんは大学生になって、
アワード出場の経験を活かして
新しい道に進んでいるよ!!

受賞者にいろいろ聞いてみたよ!!

2020 年 U-19 部門 グランプリ受賞者

Q2 関西 NBC ニュービジネスアワー

Q4 ビジネスアイデアを形にしようと考

「高校生から教わる習い事教室 」

ドに応募して、苦労した点について教

えている後輩たちにメッセージをお願い

野田 さぎり さん

えてください。

します。

A2 コロナ禍の中で実際にできる行

A4 自分から動き出すことは勇気がい

動が限られていたため、より具体的な

ることだと思います。しかし、高校生のう

ビジネスプランをブラッシュアップするこ

ちからこのような経験をすることは、今

とに苦労しました。その限られた中で、

後大きな自信に繋がるということを私は

できることを考え、プラン内容や熱意

今実感しています。少しでもアイデアを

を伝えられるよう努力しました。

持っているのであれば、小さな一歩を

大阪市立大阪ビジネスフロンティア
高等学校 3 年生(当時)
Q1 関西 NBC ニュービジネスアワードに
応募して、得られたもの・勉強になったこと
を教えてください。
A1 私はニュービジネスアワードに応募し
て、チャレンジすることの意義を学びまし
た。取り組み始めた当初は学校の課題の
一つにすぎませんでしたが、学校外部にプ
レゼンするなど、他の高校生には経験でき
ないような挑戦をすることができました。
ニュービジネスアワードで培った経験が、
現在の自分に勇気と自信を与えてくれて
います。

踏み出してみて下さい。
Q3 関西 NBC ニュービジネスアワー
ドへの応募を通じて、アイデアを形に
する想い、将来の進路選択に対する
想いなどに変化はありましたか？
A3 自分の 0 からのアイデアを 1 に
する楽しさをこのコンテストでの活動を
通して感じ、現在は大学で映像制作
を学んでいます。このコンテストに応募
したことが自分の価値観を大きく変え
ていると実感しています。

皆さんのご活躍をお祈りいたします。
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ザッツ・アワード

受賞者は今 ②
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2020 年度の U-19 準グランプリの元平さんは
高校３年生になったよ。たくさんの人の役に立て
る進路選択をしたいんだって。応援してるよ!!

2020 年 U-19 部門 準グランプリ受賞者
「アイグラス型片耳ヘッドフォン～eyephone～」

高さと低価格を両立させるのが難しく、実現に向けた画期

チーム 人参とてんとう虫 代表者 元平 勝太 さん

的なアイデアがなかなか思いつかなかったです。

大阪府立四條畷高等学校 ２年生(当時)
Q3 関西 NBC ニュービジネスアワードへの応募を通じ
Q1 関西 NBC ニュービジネスアワードに応募して、得ら

て、アイデアを形にする想い、将来の進路選択に対する想

れたもの・勉強になったことを教えてください。

いなどに変化はありましたか？

A1 僕たちの身のまわりにある課題をみつける観察力が

A3 自分たちのビジネスアイデアで、喜んでくれる人がいた

身につきました。課題の解決策を考えていく中で、頭の中

り、楽に暮らせる人が増えることは素晴らしいことだと思い

で描いている抽象的なものを具体的に表現してみること

ました。将来は、分野こそ決まってないですが、沢山の人の

が大切だと学びました。

役に立てる仕事につける進路選択をしたい、と思うようにな
りました。

Q2 関西 NBC ニュービジネスアワードに応募して、苦
Q4 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

労した点について教えてください。

メッセージをお願いします。
A2 プランを形にした後に、販売戦略などを細かく決める
ことに苦労しました。実際の販売を想定したのは初めての

A4 最近は便利な世の中だとよく言われますが、まだまだ

ことで、販売額や材質、販売ターゲットなどをできる限り

改善点や問題点はたくさんあると思います。身近なことから

現実的に決定しました。特に販売額を決める際に、質の

新たな事業を見出すのは大変なことですが、皆さんのアイ
デアが社会貢献できるチャンスです。僕は、そのチャンスをも
のにするためには、友達や仲間同士での助け合いや、先生
方に協力してもらうことが大事だと実感しました。
皆さんもたくさんの人を頼り、協力しあって頑張ってくださ
い。応援しています。

知ってて当たり前？!
アワードクイズ

33 年のニュービジネスアワード(NBK
大賞)の歴史の中で、実際にあった部
門はなんでしょう？(複数あり)
(1) ユビキタス賞

時代を
感じます。。。。。

(2) ソーシャルプロデューサー賞
(3) SOHO ビジネスプラン賞
(4) 地方創生部門賞
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※答えは４ページにあります。
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ザッツ・アワード

この企業がアツい!!
「凄い発想と品質力！」
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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!
第 2 回はニュービジネスの種が集まってくるような仕組みづく
りを行う「情報交流委員会」担当の中谷副会長が登場!!

～Onemake (小泉治稔社長)～
今回ご紹介したいのは、大阪市住之江区に本社がある、「株式会社
Onemake」です。同社の小泉治稔社長ですが、実家の家業が鉄工所
中谷 憲正
で、そこで様々な金属加工の技術を習得。その後実験的に店舗用什器
中谷機工株式会社
のデザイン、製造、販売をはじめたことで、現在ではショップ、レストラン
代表取締役 /
関西 NBC 副会長
他、空間デザインまでトータルな活動をおこなっておられます。
同社とのご縁は、得意先の社長からの紹介です。当時、弊社社屋も
支店・営業所によっては老朽化が激しくなってきており、建て替えを検討しましたが、今は古い建屋を“リノベー
ション”するのが流行っているし、コストも掛からないとのことで、様々なご提案を頂き、リノベーションを決意。
結果、手前味噌ではありますが、物流・工事業とは思えないような快適でお洒落な事務所に生まれ変わり、
社員からも働きやすい、機能性がよくなった等の声がたくさんあがることとなりました。
この企業がアツい！ポイントとしては、同じリノベーションでも建具関係も殆どが自社製作である点と、家具
関係の製作も将来「Onemake」ブランドとして、関西から世界へ飛び立つ日も遠くはないと思える凄い発想
と品質力。関西の「ええもん」が、数多く世界へ拡がりますように！
株式会社 Onemake(ワンメイク) URL: http://onemake.co.jp/

委員会メンバーかく語りき
「レスパイア大阪で
お会いしましょう！」

初めまして。コロナ禍の昨年突然奈良ブロックの事務局を担当させていただくこと
になった安曽田といいます。
関西ニュービジネス協議会って？アワードって？？？と何もわからない中、最初に

安曽田 眞由美
奈良ブロック事務局／
株式会社明新社

参加させていただいたのが昨年の『関西 NBC ニュービジネスアワード 2020』。
高校生から経営者の方まで新しい事業のアイデアが次から次へと。急遽特別賞
まで設けられるほどの白熱に。
今までこのような機会に遭遇することがなかったのでとても新鮮な一日でした。
今年はどのようなビジネスプランが登場するのか今から楽しみです。
みなさんも是非会場で公開プレゼンテーションをご覧になってみませんか？コロナ
の影響で会場まで行けない。という方はオンラインでの参加も可能です。
11 月 16 日はホテル阪急レスパイア大阪に集合 ! 受付でお待ちしております。

クイズの答え
(1)と(2)。

(1)は 2004 年、(2)は 2005 年のもの。

2003 年には、ハートフルテクノロジー開発部門賞というとっても長い名前の賞もありました。。。
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