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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 !
!

、
大人も、子どもも、一堂に。

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)
大阪府立 T 高校在学中に起業を志す。
３０歳までに会社設立!

関西 NBC ニュービジネスアワードの特徴は、まず､創業年数を応募条件と
していないこと。創業したてでも、老舗の会社でも、新事業を行っていれば、
応募できます。また、企業(アントレ)部門だけでなく､大学生向けのビジネス
プラン部門も中高生向けの U-19 部門もあります。ニュービジネスのプラン
を持っていたり、若者ならではの視点でビジネスプランを考えていれば応募で
きます。グランプリ選考会では最終選考に残った３つの部門の出場者が一
堂に会します。若者は大人から学び、大人は若者から気づきを受けます。こ
んなコンテストはそんなにありません。皆さん、11 月 16 日はグランプリ選考
会に参加していろんな気づきを受け参加者と一緒にキラキラ輝きましょう！
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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💛

グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4 階に「ダイキンソリューションプラザ
フーハ大阪」があるのをご存じですか？「フーハ」はダイキンの製品や技術、
空調ソリューションを見て、触って、体感できるダイキンのショールームです。
フーハの名前の由来は・・・
『フーと吐く息で冷やしたり、ハーと吐く息で暖めたり。それは太古の昔から
人々が快適を求めてきた営み。自然の力をテクノロジーで制御し、本当の
快適を実現する。「空調」は地球と人の快適な未来を創ります』とのことで
す。
全部で６つのゾーンがあり、「ぴちょんくん」が空調に関することを、映像とと
もにわかりやすく説明してくれたりするので、お子様と一緒でも楽しめます。
営業時間は 11:00〜19:00 ですので、グランプリ選考会の前後に一度
訪れてはどうでしょうか。 ※予約制となります。

受賞者は今
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フーハ大阪

何年か前に、関西
NBC ニュービジネス
カフェの例会で
見学したことが
あるよ!!

営業時間 10：00〜19：00
※営業時間変更の場合あり
入館料 無料
グランフロント大阪
ナレッジキャピタル 4 階
↓

昨年のグランプリ選考会は優秀なプランが多く、結果、アントレプレナー部門に
「関西 NBC 会長特別賞」を増設したんだよ。
今回は、その「会長特別賞」のぱんだの庭 吉田社長にお話を伺ったよ!!

2020 年アントレプレナー部門

は、個人事業主として出していて、選定 A4 事業計画を、私たちは何カ月もか

関西 NBC 会長特別賞

中に会社を設立したので、スケジュール けて練り上げますが、第三者に概要と

『SNS を使った発達障がい児特化型の

的にもすごくタイトで大変でした！

将来性を「どの切り口で」「いかに魅力
的に」伝えるのかを考えるのに、最も苦

家庭学習支援事業』
株式会社ぱんだの庭

Q3 関西 NBC ニュービジネスアワード 労しました。あがり症なので、プレゼン

代表取締役 吉田 抽香里氏

に応募した動機は？

Q1 事業内容を簡単にお教えください。

A3 大阪産業創造館の方に「チャレン
ジしてみたら？」と声をかけてもらったの

A1 SNS を使った家庭学習支援事業で がきっかけです。憧れのビジネスアワー
す。特に発達障害に特化した家庭学習に ドでしたので、身の引き締まる想いで応
も精通しております。

募しました。

Q2 創業したきっかけは？

Q4 関西 NBC ニュービジネスアワード
応募に際し、苦労した点について教え

A2 2018 年おおさかベンチャーチャレン

てください。

ジ Fund＆Fan 第 1 回認定企業に選
ばれたことがきっかけでした。応募した時
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の練習は 1 か月猛特訓しました。
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ザッツ・アワード

Q5 関西 NBC ニュービジネスワード部門賞受賞の最大
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A5 社会的信用をいただけたということだと思います。

のメリットは何ですか？
Q6 対象事業の現在のＰＲ、今後の事業展望を教えて
グランプリ選考会
ではオーディエンス
からの支持が、高
グランプリ選考会で、
かったんだって!!

ください。
A6 発達障害・勉強となると、かなり重たい課題になります。
もっと明るく楽しい入り口にするために、現在、オリジナルの

プレゼンの猛特訓

診断ゲームを取り入れて、取り組みやすくする工夫を事業化

が効いたんだね!!

しています。

委員会メンバーかく語りき
「起業家のリアルを
目撃せよ！」

過去２回、関西ニュービジネスアワードのお手伝いをさせていただきました。
公開プレゼンテーションのリアルは緊張感と歓喜の渦でした。
将来性のあるビジネスモデルや社会に大きな影響を与えるであろうビジネスを、
プレゼンターの皆さんが熱く強く語る姿に大変感動しました。

中井

和之

みなさんも「関西 NBC ニュービジネスアワード２０２１」のリアルを体験して
みて下さい。

和歌山ブロック事務局/
(株)山本進重郎商店

新しいビジネスモデルが発表される瞬間を目撃して下さい。
参加された方にもきっと心揺さぶるものが生まれるでしょう。

2020 年度の
プレゼン会の模様

知ってて当たり前!？
アワードクイズ

これまでのグランプリ表彰式(フェスタ)
会場で出たこのある屋台料理はどれ？
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

兵庫の但馬あじ鶏粗塩包み焼き
奈良の大和黒鶏手羽先唐揚げ
大阪の河内鴨ねぎ中華そば
和歌山の白胡麻豆腐
滋賀の子持鮎煮浸し
京都の聖護院大根田楽
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コロナが収束したら、
交流会で美味しいもの
食べながら交流したい!!
※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!!
「洋菓子は、
しあわせに生きるための
必需品」
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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 4 回は「新しいモノ・コト」を生み出すために多様な
視点で企業の在り方を考える、未来企業創造研究
会担当の山下副会長が登場!!

〜ロマンライフ（代表取締役 河内誠）〜

山下 憲太郎

京都発の洋菓子ブランド「マールブランシュ」を手掛ける「株式会社ロマン

(株)清昌堂やました
代表取締役 /
関西 NBC 副会長

ライフ」。代表取締役の河内誠は私の叔父であり、また同じ経営者として見
習うべき大先輩です。コロナ禍でお菓子は贅沢品だから一番に生活から切

り離されてしまうのではないか。しかしながら昨年の母の日にお客様が行列を作ってまでご来店いただける
姿を見て、“私たちは生活必需品じゃなくて幸せ必需品、幸せを届ける商品を扱っているんだ”と改めて気
付かされたそうです。
利益優先になりがちな現代社会で、“お客様の幸せを考える”という経営理念がこれからの企業にとって
“お客様に必要とされる存在になるための鍵”になるのではないかと私は考えます。
ウィズコロナ時代。人と人の関わり方を改めて考えつつ、いかに繋がっていくか。他人のことをより深く考え
想う、これまで忘れかけつつあった“人のココロ”を大切にする企業・人たちが活躍していく世の中なのではな
いでしょうか。

最後に言いたい。
関西ＮＢＣニュービジネスアワード

昨年のグランプリ選考会は、関西

次号が発行される頃には、グラン

グランプリ選考会まであとひと月をき

ＮＢＣニュービジネスアワードの歴

プリ出場者のプロフィールが公開さ

りました。

史に残るほどの大接戦でした。すべ

れているはずです。

先日行われた書類選考を通過さ

てのプレゼンの内容が素晴らしく、選

プロフィール等は、関西ＮＢＣの

れた方々が、今月末に行われる事

考委員の方々も唸るほどでした。

ホームページに掲載いたします。

前選考に臨まれます。

さて、今年は、どんなプランが発表さ

皆さんお楽しみに!!

事前選考を通過されれば、部門賞 れるのでしょうか。。。
の受賞が決定。次はいよいよグラン
関西 NBC の

プリ選考会です。

HP はこちらです!

クイズの答え
全部。2011 年の JNB 全国フォーラム内でアワードの表彰式・
交流会を開催した時のメニュー。関西 NBC の各ブロックの自慢
料理が集まりました。全国の会員様へのおもてなしもばっちり。
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