
１．ビジネスプランの募集期間  

20020年10月1日（木）～2020年11月30日（月） 

２．応募対象者 

  ①当行営業エリア内にて創業・新事業展開を目指す個人及び法人 

  ②2021年3月18日に奈良県コンベンションセンターにて開催する『２次選考会（プレゼンテー 

ション大会）』、『表彰式』及び、2次選考進出者を対象とした事業計画策定支援セミナー（全3回） 

に出席できる個人及び法人 

③当行で事業支援を受ける意思のある個人及び法人 

３．応募対象プラン 

次の①～③全ての条件を満たすプラン 

① 創業・新事業展開を目指す当行営業エリア内の法人及び個人が有するプラン 

② 応募時点において、応募者が事業化していないプラン 

③ 3年以内に事業化の実現を目指すプラン 

４．応募方法 

募集パンフレット「エントリーシート」（当行ホームページからダウンロード可）に必要事項を 

全てご記入の上、11月30日（月）までに最寄りの当行営業店窓口へご提出ください。 

事務局宛に郵送またはメールでもご提出いただけます。 

※別添のパンフレットをご確認ください  

５．選  考 

（1次選考）書類審査（地域経済・社会への貢献度、実現性、独創性などを総合的に勘案して選考） 

（2次選考）プレゼンテーション（事業計画、プレゼンテーション内容など総合的に勘案して選考） 

６．支援内容 

①賞金 

【最優秀賞（1プラン）】100万円 【アイデア賞、創業賞、新事業展開賞（各1プラン）】各50万円  

【優秀賞（4プラン）】各20万円   【奨励賞（12プラン）】各3万円  

②事業化支援 

当行の専属担当者が外部機関等とも連携しながら３年間を目処に事業化を支援 

７．後援 

  近畿経済産業局、中小機構 近畿、奈良県、公益財団法人 奈良県地域産業振興センター 

2020年 10月 1日 

 

 

 

 

南都銀行（頭取 橋本隆史）は、ビジネスプラン事業化支援ＰＲＯＪＥＣＴ 第7回｢＜ナント＞サクセス 

ロード｣のビジネスプラン募集を開始します。 

本事業は、当行営業エリア内にて創業・新事業展開を目指す個人および法人のお客さまから、ビジネス  

プランを募集し、選考により採択する20プランの応募者に対して賞金を授与するとともに、当行専属担当者

が3年間を目処に事業化に向けてサポートすることで、今後大きな飛躍が見込まれるビジネスプランの掘り起

こしや事業化に向けたサポートを実施します。 

当行は、創業・新事業展開の積極的な支援を通じて、地域経済・社会の活性化に繋げてまいります。 

第７回「＜ナント＞サクセスロード」の開催概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】地域事業創造部  担当 松山・貝本 TEL：0742-81-3103 

第７回「＜ナント＞サクセスロード」ビジネスプラン募集開始! 

 



お問い合わせ／〈ナント〉サクセスロード事務局  〒630‐8677 奈良市橋本町16  南都銀行地域事業創造部  TEL.0742‐81‐3103  E-mail:successroad@nantobank.co.jp

■主催／南都銀行   ■後援／近畿経済産業局、中小機構近畿、奈良県、
　　　　　　　　　　　　    公益財団法人奈良県地域産業振興センター

ビジネスプラン大募集！【表彰（20プラン）】

事業化支援 当行の専属担当者が外部機関等とも連携しながら
3年間を目処に事業化を支援

10月1日 月木 11月30日【募集期間】2020年

最優秀賞100万円賞金
（1プラン）

アイデア賞 50万円（1プラン）
創業賞 50万円（1プラン）

新事業展開賞 50万円（1プラン）
優秀賞各20万円（4プラン）

奨励賞 各3万円（12プラン）

南都銀行 ビジネスプラン事業化支援PROJECT第7回
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【応募上のご注意事項】●必ず募集要項をご確認のうえ応募してください。応募者は本書に記載の全ての内容について了解し、同意されたものといたします。●ご提出いただいた書類は返却いたしません。控えなどは、
応募者の責任で作成してください。●ご提出いただいた書類に記入いただいた情報は、サクセスロードの選考において、当行及び当行が指定する審査員にて構成する「サクセスロード審査委員会」にて利用・共有
させていただきます。また、当行からの各種連絡・情報提供等に利用させていただきます。書類審査通過者は応募書類以外に審査に必要な書類の提出、閲覧を求められることがあります。●審査内容、審査結果に
関するお問い合わせには一切応じることができません。●応募プランの知的所有権については、応募者に帰属します。●特許・実用新案、企業秘密やノウハウなどの情報の法的保護については、応募者の責任に
おいて対策を講じた上で、一般に公表しても差し支えない範囲で応募してください。当行は法的権利や法的保護措置等に関し一切責任を負いません。●受賞プランにつきましては、「応募者名及びビジネスプラン名、
プランの概要」を当行ホームページ等へ公表させていただくことがありますので、ご了承のうえ応募願います。●虚偽や違反があった場合には、応募取り消しまたは受賞取り消しとさせていただく場合があります。●賞金は、
当行からの出資・融資ではありません。また、税務上の取り扱いについては税理士等の専門家に相談いただくなど、応募者自らの責任において取り扱ってください。●応募者は反社会的勢力に該当せず、または一切
関与していないことを表明するものとし、応募者が反社会的勢力であることが判明したとき、または反社会的勢力と関係を有することが判明したときは、応募取り消しまたは受賞取り消しとさせていただきます。また、当行
による事業化支援についても一切行いません。●事業計画策定支援セミナー、プレゼンテーション大会、表彰式、ビジネス交流会など、現時点で会場へお越しいただく催しにつきましては、新型コロナウイルス感染症
拡大防止策を徹底して実施いたします。ご参加の皆さまにおかれましても、３密回避、人との間隔を開ける、マスク着用など、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。●新型コロナウイルス感染症の状況により、
選考およびビジネスプランコンテストの開催内容を変更または中止することがございます。

スケジュール
2020年10月1日（木）募集開始

募集締切

1次選考

2020年11月30日（月）

2020年12月上旬～2021年1月中旬

2021年3月18日（木）2次選考会・表彰式

1

2

3

5

2021年1月下旬～2月下旬4

2021年3月下旬～（3年間を目処）事業化支援6

事業計画策定支援セミナー

2020年10月1日（木）～2020年11月30日（月）募集期間
応募対象者

募集要項

賞金・事業化支援
応募いただきましたビジネスプランの中から、選考により20プラン（予定）を採択し、表彰及び事業化を支援させていただきます。

（1プラン）

※事業化支援メニュー（ビジネスプランのブラッシュアップ、マーケティング戦略の立案サポート、販路開拓支援 他）

応募方法

※1 応募者が有する既存の製品・技術・サービス等を、単に新たな市場・先（海外含む）へ
     提供する事業は、新事業展開の対象外
※2 対象となる法人
     （卸売業）資本金の額１億円以下 又は 常時使用される従業員の数１００人以下
     （小売業）資本金の額5千万円以下 又は 常時使用される従業員の数５０人以下
     （サービス業）資本金の額５千万円以下 又は 常時使用される従業員の数１００人以下
     （製造業その他）資本金の額３億円以下 又は 常時使用される従業員の数３００人以下

https://www.nantobank.co.jp/hojin/keiei/successroad/index.html

南都銀行ホームページ  →  法人のお客さま  →  経営サポート  →  第7回｢〈ナント〉サクセスロード｣

賞金　最優秀賞：100万円   アイデア賞：50万円   創業賞：50万円
（1プラン） （1プラン）

新事業展開賞：50万円   優秀賞：各20万円   奨励賞：各3万円
（1プラン） （4プラン） （12プラン）

①当行営業エリア内にて創業・新事業展開   を目指す個人及び法人
②2021年3月18日（木）に実施する「2次選考会」、「表彰式」及び、事前に
開催する2次選考進出者を対象とした事業計画策定支援セミナーに出席
いただける個人及び法人
③当行で事業支援を受ける意思のある個人及び法人

●当パンフレット「エントリーシート  」の必要事項を全てご記入のうえ、
  2020年11月30日（月）までに最寄りの当行営業店窓口へご提出ください。
●事務局宛に郵送又はメールでもご提出いただけます。
  （郵送の場合は簡易書留でお願いします。）

※1

※3

※2

当行の専属担当者が外部機関等とも連携しながら3年間を目処に事業化を支援※

応募対象プラン

①地域経済・社会の貢献に繋がるビジネスプラン
②応募時点において、応募者が事業化  していないビジネスプラン
③3年以内で事業化の実現を目指すビジネスプラン

※4

以下①～③を全て満たすビジネスプラン

※5 当行とお取引いただいている事業者さまはオーディエンスとして参加いただけます。
     （事前申込制）申込方法については、2次選考進出者が決定次第、当行HPにて
　　ご案内させていただきます。

選考方法

審査基準
地域経済・社会への貢献度、事業の実現性、独創性、事業への熱意
等を総合的に勘案のうえ選考させていただきます。

※3「エントリーシート」は当行ホームページからもダウンロードいただけます。

【宛先】 〒630‐8677 奈良市橋本町16
         南都銀行地域事業創造部  〈ナント〉サクセスロード事務局 宛

【ダウンロード】

successroad@nantobank.co.jp【メール】

※プレゼンテーション大会にて表彰プランを決定
※表彰式の後、ビジネス交流会を開催

※4 事業化とは、製品・技術・サービス等が１先以上に提供されるとともに、
     継続して売上計上が見込めるもの

（1次選考）書類審査及び面談
（2次選考）事業計画策定支援セミナー、プレゼンテーション大会
【審査員】サクセスロード審査委員会

※5

（3回開催予定）



フリガナ

住  所

応募者区分

法人名

フリガナ

代表者氏名

生年月日

設立年月日 資本金

事業内容

※個人でお申込の場合は
　記入不要です。

※法人でお申込の場合は
　代表者の生年月日

起業されて
いない方

起業時期未定

年　  月頃起業予定

既に起業
されている方

〒　　　　－

□ 法人　　　　□ 個人

□ ものづくり   □ アグリ・6次産業化   □ 観光・地域資源の活用   □ サービス   □ IoT・AI   □ その他

西暦

西暦

□ アイデア  □ 創業   □ 新事業展開

@

万円

□ 男
□ 女年         月         日

年   　  月   　  日
起業について

ビジネスプランの具体的な内容

ビジネスプラン名
（30文字以内）

事業分野
（どのような製品・技術・サービス等を、どなたに、どのように提供されるのかを記入してください。）

※いずれか１つをご選択ください。

ターゲットとする市場・顧客
（市場の規模・将来性、顧客の属性等などを踏まえて記入してください。）

マーケティング戦略
（価格・販路開拓・プロモーション等の戦略について記入してください。）

事業展開上の課題（事業化における課題や必要とする支援内容等を記入してください。）

ビジネスプランの競争優位性
（競合他社との違い、セールスポイント等を記入してください。）

地域への貢献度
（どのように地域経済・社会に貢献できるのかを記入してください。）

担当者氏名

※必ずご記入ください。
E-mail

役 職

性別

担当役席者

〈銀行使用欄〉 受付日 店番 部室店名 【サクセスロード事務局】受付日

担当者 受付No.部室店長 担当役席者 80111 照会 担当者

申込日 ： ２０　　  年　　  月　　  日第7回 ビジネスプラン事業化支援PROJECT

エントリーシート〈ナント〉サクセスロード https://www.nantobank.co.jp/hojin/keiei/successroad/index.html
南都銀行ホームページ  →  法人のお客さま  →  経営サポート  →  第7回｢〈ナント〉サクセスロード｣

当行ホームページからもダウンロードいただけます。

当社（私）は、左記【応募上のご注意事項】全てについて了解、同意いたします。 □ （     を記入してください。）
※ご記入いただきましたお客さまの個人情報は、株式会社南都銀行の規定により適切な安全管理措置を講じます。

（     を記入してください。）〈アンケート〉
1.応募の経緯　□南都銀行担当者からの紹介　□南都銀行の店頭またはホームページを見て
　　　　　　　□支援機関などの紹介（紹介者:　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　）
2.ビジネスプランコンテストの受賞歴はありますか？　　□ある（名称：　　　　　　　　　　　）　□ない
3.投資ファンドからの出資受入に関心がありますか？　□ある　□ない

電話番号
（緊急連絡先）



くらしをつむぐ宿

2020年3月、72件の応募の中から下記9プランを決定しました。

サクセスロード〈ナント〉

大 賞 （１プラン）

受賞プラン

川原 菜緒 （奈良県宇陀市）

奈良の伝統産業復興を目的とした書道人口増加に対する取組

優 秀 賞 （２プラン）

長野 佳晃 （奈良県奈良市）

循環型農業とSDGsへのトライ

株式会社大和川食産 （大阪府東大阪市）

奈良初の香辛料フェネグリーク栽培と販売で曽爾村が若返る
事業

特 別 賞 （３プラン）

曽爾村やさい屋本舗企業組合（奈良県宇陀郡曽爾村）

プロバイオテイクス商品開発・製造・販売～医食同源～

スタートアップ賞 （１プラン）

小島 雅和 （奈良県葛城市）

乳がん患者専用下着の製造・開発

アボワールインターナショナル株式会社（京都府京都市）

口臭から歯周病リスクを判定するIoT歯ブラシの開発と事業化

株式会社NOVENINE （大阪府大阪市）

心を動かす電動車いす「COCOKA」の開発及び販売

奨励賞 （２プラン）

有限会社マツトシ （奈良県天理市）

素敵な令和 未来の奈良（無限の三輪素麺の追求と探索）

加藤 秀幸 （奈良県桜井市）

南都銀行 ビジネスプラン事業化支援PROJECT第6回

検索南都銀行　 https://www.nantobank.co.jp/
■お問い合わせ 〈ナント〉サクセスロード事務局  
〒630‐8677 奈良市橋本町16 南都銀行地域事業創造部 TEL.0742‐81‐3103 E-mail:successroad@nantobank.co.jp
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