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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!

2020 年度の
ビジネスプラン
部門はレベルが
高く最優秀賞
を２組が受賞
しました!

11 月 16 日はアワードの日 !
!

、
大学も、大学生もすごいよね。

アワード応援団長
アワード君(23 歳)
英語はしゃべれません。

「ビジネスプラン部門」には、多くの大学生がエントリーされています。今回、
「受賞者は今」に登場いただいた吉成さん在籍の奈良先端科学技術大学
院大学からはこれまで多くの応募をいただいています。7 月 19 日付の日経
新聞の記事によると、奈良先端科学技術大学院大学のストレス微生物科
学研究室の高木博史教授の研究チームが、アミノ酸「プロリン」を多く含む
新しいビール酵母の育種に成功し、クラフトビール製造販売のゴールデンラ
ビットビール(奈良市)と連携し、「かぐやま」として商品化したそうです。酵母
の発酵力が強く、1 カ月かかる製造期間を 3 週間ほどに短縮できたとか。ア
ワードの応募プランからも商品化できるものがてでくるといいですね。。。
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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

元祖オーガニック!!
うめきた広場 B1F「Natural House Aoyama Organicmart」
ナチュラルハウスは 1982 年、まだ日本でオー
ガニックという言葉が知られていない頃に創業し
たオーガニック食品、化粧品のお店です。自然
と共存するオーガニックライフを日本に広めるた
め、大根 1 本から、自然化粧品まで幅広い品
揃えをしています。
グランフロント大阪店では、自然の生命力を感じられるオーガニック健康ド
リンクのお試しや飲み比べを行っておられます。おすすめは、国内産オーガニ
ック青汁とベジタブル酵素とのこと！一度お試しください!!(事務局もためし
たら、レポートします)

MIRJAM NILSSON

受賞者は今
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事務局が行く!!
「かぐやま」
試してみました!!
１ページで紹介した奈良先端大
発のビール「かぐやま」を私 大賀が
試飲？しました!! (Amazon で購
入! 自宅でいただきました。)
軽めで甘みがあり、すっきりいただけ
ました。皆さんも試してみてくださ
い!!

受賞者にいろいろ聞いてみたよ!!

2020 年ビジネスプラン部門グランプリ

Q2 関西 NBC ニュービジネスアワード Q4 受賞したビジネスプランのその後の

『一文注釈共有サービス「Comment

応募に際し苦労した点について教えて

進捗、また現在の活動について教えて

Share」～つまずく初学者を救え～ 』

下さい。

下さい。

チーム Get-C 代表者 吉成 祐貴氏
奈良先端科学技術大学院大学

A2 理系でない方々に向けて、技術的 A4
な話題をいかに分かりやすく伝えるかの 大学内でのプロジェクト支援事業に応

Q1 関西 NBC ニュービジネスアワードに

工夫に苦労を感じました。

の成果発表に向けて、ビジネスプランを

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。

募し、受理されました。現在は、学内で

Q3 関西 NBC ニュービジネスアワード 実現すべく活動しています。
への応募を通じて、アイデアを形にする

A1 コンテストに出場したことで、選考委員 想い、将来の進路選択に対する想いな
の方々から非常にためになるご指摘を頂 どに変化はありましたか？
き、勉強になりました。作っているプロダク
トに関するアドバイスだけでなく、今後の方 A3 今回発表したビジネスプランを続け
針についてのアドバイスも参考になりまし ていくモチベーションになりました。また、
た。また、他のコンテスト出場者の方々の

他のアイデアも形にしていこうと考えて

発表を見て刺激になりました。

います。
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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

A5 コンテストに応募することで、アイデアを客観的に評価し

にメッセージをお願いします。

てもらえます。アイデアをどんどん発表していくことで、より質
の良いプランを考えることができると思います。

大学内でのプロジェクト支援事業となったんだね!!
また進捗をききたいな!!

委員会メンバーかく語りき
「GOGO！アワード 2021
11 月 16 日はホテル阪急
レスパイア大阪へ行こう！」

ザッツ・アワードも第４号。アワードの特徴や強み、受賞者の声などをお
届けしてきましたので「関西ＮＢＣニュービジネスアワード」のことを今まで
以上に知っていただけたのではないでしょうか。
「関西ＮＢＣニュービジネスアワード」は”挑戦する人”と”応援する人”を

大賀
関西 NBC

潤子
理事・事務局長

つなぐプロジェクトです。
是非会場に足を運んでいただいて、もしくはオンラインで、「これまで」に縛
られずに、柔軟に「これから」を考える応募者の挑戦を実際に見て、聞い
て、応援してください。皆様の応援が挑戦者のチカラになります。
11 月 16 日に革新的なアイデアや技術に出会えるかもしれない！
11 月 16 日に関西から世界を変えるビジネスが生まれるかもしれない！

知ってて当たり前!？
アワードクイズ

次のうち、関西 NBC ニュービジネスア
ワード(NBK 大賞)の選考(表彰式)会
場となったことのあるのはどれでしょう。
(答えは 3 つ)

絶対やってなさそうな
会場もあるよね。。。

(1) 船
(2)アリーナ
(3)ペンション (4)古民家
(5)広場
(6)ライブカフェ
※答えは４ページにあります。
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この企業がアツい!!
幸せとは、
「社会に高度の貢献をしている
という充実感に満たされること」

第4号

ゲストをお招きして、旬の企業について語ってもらう
このコーナー。第 3 回は「人・モノ・情報がクロスする
交流」による新しい価値づくりに取り組む「つなぐ・つ
ながる委員会」担当の山本副会長が登場!!

山本 進三
(株)山本進重郎商店
代表取締役 /
関西 NBC 副会長

～東洋ライス (代表取締役 雜賀 慶二)～
和歌山県を代表する企業の一つに、東洋ライス株式会社さんがあります。

株式上場はしていませんが、日本の精米機のメーカーとしてトップシェアを誇り、また白米を研がずに炊ける
「無洗米」を日本で初めて開発しました。2004 年には米の旨みを最大限に残した「金芽米」を販売。2006
年のトリノオリンピックではスポンサーとして応援していた荒川静香が金メダルを取ったことで「金メダル」転じて
「金芽米」が大反響になったことも記憶に新しいところです。2015 年には時代に先駆け「米のとぎ汁公害削
減活動」が評価され、第 24 回地球環境大賞 環境大臣賞を受賞されました。
その様な華々しい業績のある優良企業ですが、昨今のコロナ禍でも業績は順調で、好調にシェアを伸ばして
いるようです。緊急事態宣言下でも変わらぬ企業としての理念。社是にある「技術を想像し、広げ、社会に高
度の貢献をしよう」をモットーに現在も熱く躍進中です。

最後に言いたい。
今年のアワードの応募は９月２７

そして、いよいよ１１月１６日のグ

まだまだコロナで会場に行くのは、

日で締め切りられました。今年も多

ランプリ選考会で、それぞれの部門

、、という方は、オンラインでもご視

くの起業家・起業家を目指すみな

の部門賞受賞者の中からグランプリ

聴いただけます!!

さんから素晴らしいビジネスプランを

が決定します。

皆さん、ご予定くださいますようお

いただいています。

「委員会かく語りき」のコーナーでお

願いします!!

今月中旬に行われる書類選考、

話ししてきたとおり、グランプリ選考会

下旬に行われる事前選考により、

当日はものすごく熱い思い溢れるビ

３部門の部門賞受賞者を決定し

ジネスプランを生で見て、聞いていた

ます。

だくことができます。

クイズの答え (1) (5) (6)
①神戸コンチェルト(2010 年) ⑤うめきた広場(2017 年)
⑥グランフロント大阪「URGE」(2016 年)
②のアリーナは、2010 年の JNB 全国フォーラム(さいたまスーパーアリーナ)。
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