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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! 

 

 いよいよ、ですよ。  
 

 

グランプリ選考会が目前に迫ってきました。今年度はアントレプレナー部
門 15件、ビジネスプラン部門 15件、U-19部門 271件の応募をいた
だき、書類選考、事前選考を経て、アントレプレナー部門 5 社、ビジネス
プラン部門 5 名、U-194 名がそれぞれの部門賞を受賞されました。その
中から 11 月 16 日のグランプリ選考会でグランプリ/最優秀賞が決まり
ます。グランプリ/最優秀賞を決めるのは皆さんです。素晴らしいプランの

プレゼンテーションを見て、聞いて、スター誕生の瞬間を共有しましょう!! 
しつこく言います。 11月 16日はレスパイア大阪へ GO!! 
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１ 

「 

 11月 16日はアワードの日 !  ! 
先日 
大阪市内で 
事前選考会
を開きました 

 

 

アワード応援団長 

アワード君(23歳)。 

トレードマークの蝶ネクタイは７０本くらい

持っています。 
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最新ニュース      梅田のいいコト 

                      教えます      
 

グランプリ選考会はディズニープリンセスの魔法に包まれているかも？     

毎年さまざまなテーマで彩られる「グランフロント大阪」のクリスマスイベント。
今年はディズニープリンセスとコラボし、「Sparkling Moments」をコンセ
プトに、11月 11日から 12月 25日まで開催されます。 
プリンセスのモチーフがオルゴールの上で舞い踊る高さ約 11mのクリスマス
ツリーが北館 1Fナレッジプラザに登場し、施設各所には ディズニープリンセ
スの世界観をイメージしたフォトスポットが設置されます。 
 他にも、「うめきた広場」の周辺の樹木 117本に、 シャンパンゴールド色の
LED約 38万球が輝く『Champagne Gold Illumination』や、うめき
た広場大階段に『アラジン』の世界観を表現した巨大なシャドウ・グラフィック
が登場します。11月 16日のグランプリ選考会当日も、グランフロント大阪
周辺一帯がプリンセスの魔法に包まれていると思いますので、お楽しみに! 

  
 事務局が行く! 
 

  写真は 2017年のクリス 
 マスイベント時のグランフロ 
 ント大阪の模様。 
 この時は、赤色のツリーがとっても美し 
 かったです。 
 ディズニーVer.もとっても楽しみ!! 

受賞者は今  

2020年度 

関西 NBC ニュービジネスグランプリ 

近畿経済産業局長賞 受賞者  

 

「超小型・超軽量の AIを普及させ、 

 便利で快適な社会をつくります 

～"キャッシュ AI"が作る最適化社会～」 

 

株式会社 Geek Guild  

代表取締役 尾藤 美紀  氏 

Q1 事業内容を簡単にお教えください。 

 

A1 スマホ上で動く小さいＡＩを開発

し、AIの開発/運用費用を削減し AI

の実用化を促します。今、進めている事

業は調剤薬局のＤＸです。調剤薬局の

作業を効率化するＡＩアプリの第一弾と

して、紙の処方せんの内容をデジタル化

し薬局のシステムに取り込む「処方せんＡ

Ｉ－ＯＣＲ」です。 

 

 

 

Q2 創業したきっかけは？ 

 

A2 実は、Geek Guildの設立前

に、2016年に藤崎京都人工知能研

究所として創業し、翌年、㈱FKAIR

を設立しています。 

きっかけは、共同創業者の花村と、

2014年に京都のベンチャー企業で、

機械学習の社内プロジェクトです。Ａ

Ｉ研究は様々な分野の知見が必要

で、数学など実学から遠い分野の研

究者が「ＡＩ研究を通じて社会で貢

献しやすくなる」という直感がありまし

た。研究者・ポスドクが気持ちよく研

究に打ち込め、研究成果で社会貢献

できる組織を作りたいとの願いが創業

につながりました。 

 

 

Q3 関西 NBC ニュービジネスアワー

ドに応募した動機は？ 

 

A3 応募の時、ＡＩスタートアップと

して 5年目、そろそろ 6年になるのに

ピッチに出たことがありませんでした。

国内特許出願は早かったのですが、

国際特許を出願し終えてから研究開

発を発表したいという考えからです。ち

ょうど国際特許出願がひと段落したた

め、応募しました。 

 

 

 

 
コロナ禍でデジタル化の波は薬
局にも押し寄せてるらしい。
Geek Guildの AI技術は省
力化への第一歩なんだって!! 

受賞者にいろいろ聞いてみたよ!!  



        関西NBC ニュービジネスアワード 2021 グランプリ選考会  概要 

 

 ■日時 2021年 11月 16日（火）13:30〜17:00                ↓会場参加申込  ｵﾝﾗｲﾝ参加申込↓ 

 ■会場 ホテル阪急レスパイア大阪 9F 「宴会場」  大阪市北区大深町 1-1  

 ■定員 会場 100名(先着) オンライン１００名 

  ■プログラム(予定) 13:00 開場 

        13:30 開会 / 関西 NBCニュービジネスアワード公開プレゼンテーション・投票 

                       15:20 ブレークタイム(選考会)  

             15:50 投票結果発表・表彰式 

             16:50 閉会挨拶 

             17:00 記念撮影  
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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てください。 

 

A4 当社の技術を専門用語を使わずにシンプルに伝える

ことに苦労しました。言葉をシンプルにすればするほど正確

に技術の内容を伝えることから離れてしまいます。ピッチに

技術の内容は必要ないというアドバイスもありますが、ま

ったく技術の話がないと当社の良さは伝わらないというジ

レンマにも悩みました。 

 

Q5 関西 NBC ニュービジネスワードグランプリ受賞の最

大のメリットは何ですか？ 

 

 

 

知ってて当たり前？! 

アワードクイズ 

 

 
 

 

(1)～(5)のうち、過去のアワード

(NBK大賞)受賞企業(部門賞含む)

の商品はどれでしょう？ 

  (1) 博士ルーペ 

  (2) 金ちゃんヌードル 

  (3) ネスタリゾート神戸 

  (4) 神戸コロッケ 

  (5) アラビックヤマト 

 

    

              

  

 

※答えは４ページにあります。 
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CMで 

よくみるよね。。。 

A5 取引先との話から、「グランプリ受賞している」ことが、

将来性のあるスタートアップ企業としての信頼につながって

いると感じています。 

 

Q6 対象事業の現在のＰＲ、今後の事業展望を教えて

ください。 

 

A6 令和２年度 京都府「コロナ社会ビジネスモデル創造

事業」に採択され、市場調査として始めた「京都の薬局プ

ロジェクト」が、令和３年度 京都産業 21「企業連携型ビ

ジネス創出支援事業補助」に採択され、本年度は「次世代

薬局プロジェクト」として、当社のＡＩをご利用いただき薬

局のＤＸを推進する事業を進めています。スマホでＡＩア

プリを使って作業を効率化し、薬局経営の効率化を進め

るプロジェクトです。 

京都小売薬業協同組合の協力で京都の調剤薬局での

実証実験を始めました。当社のＡＩ技術を１つずつ世の

中に出していきます。 

参加してね!! 

絶対だよ!! 
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 この企業がアツい!! 
   

「まさにＳＤＧs を実践する企業」 
    ～株式会社エンジンズ(大阪市)～ 
 

 大阪市にある(株)エンジンズはゲームやアプリをはじめとするデジタルエン

ターテイメントの要素や技術を用いて新たな事業創出に取り組んでいる会

社です。 

 ビデオゲームの名作である「星のカービィ」「サムライスピリッツ」などの開発

を手掛けています。この会社はそれだけではなく、「エデュテインメント（楽し

く学ぶ）」体験を提供し、子どもたちをワクワクさせる仕組みや技術を活かし

ながら、子ども・ファミリー向けのコンテンツ開発やイベント企画を行う「キッズプロジェクト」の展開。さらには身

体に障がいのある子どもたちが健常者と一緒にプレーできる「パラｅスポーツ」の企画運営など、まさにＳＤＧ

s を実践する企業です。 

 今後のエンジンズの活動にぜひご注目ください！  

  

委員会メンバーかく語りき  

「アイデアと熱意が 

 胸を揺さぶる 

 GP選考会場で 

  お待ちしています！」 

「ザッツ・アワード」も回を重ねて皆さんへ 5号までお届けしました。 

これまでの記事を読んでアワードを身近なものとして感じていただ

けたでしょうか。          （バックナンバーはこちらから→） 

 

最終選考の日も間近に迫っています。この６号がみなさんのお目にかかるころ、

数回にも及ぶ事前選考を経て最終選考に進まれたみなさまは、その日に備え  

ますますブラッシュアップされたプレゼンテーションを携えて、既に心はホテル阪急 

レスパイア大阪にあると思います。ぜひ読者のみなさまも最終選考会にご参加く

ださい。例年とは違い、特に今年は新しい取り組みとして高校生によるプレゼンも

予定されています。  

 

アイデアと熱意があなたの胸を揺さぶります。 

ニュービジネスの火が燃え広がります。 

みなさまを 11月 16日火曜日、ホテル阪急レスパイア大阪でお待ちしています!                                       

 

西尾 友一 

 関西 NBC理事／ 

 関西 NBCニュービジネス 

 アワード運営委員会委員長 
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クイズの答え 
   (1)。 2005 年「バイオによる機能性食品の開発と新市場開拓」で NBK大賞を受賞した 

        ファーマフーズの商品です。CM でおなじみの「ニューモ」も同社の商品です。 

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 5回は「関西NBC ニュービジネス

アワード」担当の乾副会長が登場!!  

 

乾 昌弘 

株式会社明新社 

代表取締役 /  

関西 NBC 副会長 


