
 

 

2021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8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30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

事業化に向けてサポートするものです。 

南都銀行は、創業・新事業展開の積極的な支援を通じて、地域経済・社会の発展に貢献してまいります。 

 

【開催概要】 

１．ビジネスプランの募集期間 

2021年10月1日（金）～2021年11月30日（火） 

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 

②2022年3月8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』、『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（①～③全ての条件を満たすプランを応募対象とします） 

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 

③3年以内に事業化の実現を目指すプラン 

４．応募方法 

「エントリーシート」（当行ホームページからダウンロード）に必要事項を全てご記入のうえ、期限までに 

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。 

 

 

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（5プラン）】 各20万円  【奨励賞（21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 

 

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

 

  

 

第 8回「＜ナント＞サクセスロード」ビジネスプラン募集開始! 

郵送:〒630-8677奈良市橋本町 16 ＜ナント＞サクセスロード事務局宛   Mail:successroad@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

■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（30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 火金 11月30日【募集期間】2021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（5プラン）

奨励賞 各3万円（21プラン）

南都銀行 ビジネスプラン事業化支援PROJECT第8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
2021年10月1日（金）募集開始

募集締切

1次選考

2021年11月30日（火）

2021年12月上旬～2022年1月中旬

2022年3月8日（火）2次選考会・表彰式

1

2

3

5

2022年1月下旬～2月下旬4

2022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

2021年10月1日（金）～2021年11月30日（火）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30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8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） （5プラン） （21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
②2022年3月8日（火）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

●当行HPから「エントリーシート 」（wordファイル）をダウンロードいただき、
必要事項を全てご記入のうえ、2021年11月30日（火）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年以内に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。

【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）

※3必要に応じ枠を拡張し、5ページ以内で作成してください。また、原則10.5pt以上のフォント
で記載してください。エントリーシート内への写真やグラフの添付は認めますが、別に添付された
資料は審査書類から除外します。



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

年　　　  月　　　  日

第8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

電話番号
（緊急連絡先） 見 本

〈エントリー〉に関する注意事項

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8回｢〈ナント〉サクセスロード｣→

【ダウンロード】

●「エントリーシート」は当行HPからダウンロードしてください。
●必要に応じ枠を拡張し、5ページ以内で作成してください。
●エントリーシート内への写真やグラフの添付は認めますが、別に添付された資料は審査書類から除外します。

エントリーシートをダウンロードできない方は、事務局までお問い合わせください。

必要に応じ      間の枠を拡張し、5ページ以内となるように作成してください。

ダウンロードはこちらから！



三郷町の職人技がこもる雪駄「DESIGN SETTA SANGO」の
海外展開

アイグレー合同会社
株式会社アイデル
アメネスク株式会社
株式会社エコノレッグ
株式会社OKファイバーテクノロジー
勝眞 治香
株式会社クリーンバブル研究所
株式会社 CROSLAN
合同会社三方物産
チトセ工業株式会社
株式会社中央電機計器製作所
株式会社トラベルテックラボ
那須 礼二
なつかしいみらいサービス株式会社
株式会社なら町長屋
株式会社ネクスタ
株式会社FAR EAST
株式会社福井プレス
明機商事株式会社
森庄銘木産業株式会社
大和物産館株式会社

兵庫県尼崎市
奈良県大和高田市
奈良県奈良市
奈良県大和高田市
京都府相楽郡精華町
島根県大田市
京都府木津川市
大阪府大阪市中央区
奈良県北葛城郡王寺町
大阪府八尾市
大阪府大阪市都島区
大阪府大阪市旭区
奈良県宇陀市
奈良県宇陀市
奈良県奈良市
大阪府大阪市西区
東京都中央区
大阪府東大阪市
大阪府堺市堺区
奈良県宇陀市
奈良県橿原市

コロナ禍の看護師のための触れるケア・トレーニング機器の開発・販売
母親の就労場所としての障害児デイサービス併設カフェの開設
～NARAから世界へ～越境ライブコマースの世界展開
1SOCKS FOR 1SMILE 暖かい靴下を温かい心で
組込用ポータブル内視鏡システムの開発
素麺粉から始まる奈良のパン作り～奈良の小麦普及を目指す～
新型コロナウイルス除菌装置
特定技能の運用を劇的にシンプルにするクラウドサービスの開発
天平模様商品ブランド化、ECサイトによる非対面販路の拡大
無線応用技術による換気の可視化・凍結タンク監視システムの構築
ローカル5Gを活用したスマート工場ソリューションの提供
訪日外国人向けオンライン免税IoT宅配ボックス「JaFun」（ジャファン）
ヒノマルセルツァー！お酒を通じて奈良県産農産物を全国へ、そして世界へ
あなたの中にあるなつかしい未来へ
風呂敷と巾着の融合で生まれたオリジナルエコバッグのリモート販売
製造現場のデータ化で見える化・効率化するクラウドシステム開発
やまと鴨ファクトリー～全国に流通する奈良ブランドを作る～
フードロス珈琲豆・産業廃棄物チャフのリサイクルシステム
酒粕＆地域食材で地方創生を目指す。電子レンジ加工食品事業。
MORITO Home Center 森と暮らしを繋ぐホームセンター
六次産業化で作る中南和における観光資源創出と新たな特産品造り

サクセスロード〈ナント〉

最優秀賞（１プラン）

受賞プラン

株式会社DESIGN SETTA SANGO （奈良県生駒郡三郷町） （奈良県大和郡山市）

〈五十音順〉

〈プレゼンテーション順〉

『抗ウイルス剤Ｂ（仮』、『抗ウイルス塗料Ｂ-１（仮』の新製品開発上市

優秀賞（5プラン）
三精塗料工業株式会社

（奈良県高市郡明日香村）

新技術「Ｖライン編み」を駆使した、靴下/マスク自在対応「マルチ生産
体制」で販路強化と海外展開

ヤマモトソックス株式会社

（大阪府東大阪市）

使用済ストレッチフィルムの完全リサイクルへの展開事業

野添産業株式会社

（京都府京都市左京区）

世界初のゼオライト触媒によるプラスチックごみ化学リサイクル

AC Biode株式会社

（奈良県奈良市）

欧米のニーズに即した新製品開発と越境eコマースによる販路開拓

スケーター株式会社

史上初の純奈良県産ワインの製造と地域活性化

創業賞（１プラン）
木谷 一登 （奈良県香芝市）

高度な加工技術と環境素材を活用した新しいバッグ開発と販路開拓

新事業展開賞（１プラン）
株式会社ダイワホーサン （奈良県宇陀市）

新しいひのきの積み木「HUI（フーイ）」の開発

アイデア賞（１プラン）
ダイワ産業株式会社 （奈良県高市郡高取町）

南都銀行 ビジネスプラン事業化支援PROJECT第7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

奨励賞（21プラン）

2021年3月18日、130件の応募の中から下記30プランを決定しました。
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