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南都銀行（頭取 橋本 隆史）は、3 月 8 日に奈良県コンベンションセンターにおいてビジネス

プラン事業化支援 PROJECT 第 8 回「＜ナント＞サクセスロード」2 次選考会および表彰式を実施

しました。 

受賞者には賞金の授与にくわえ、当行の専属担当者が定期的に訪問のうえ、当行支援メニューや  

外部機関等のネットワークを活用し、事業化の早期実現に向けて全力でサポートします。 

当行グループでは今後も引き続き、創業・新事業展開支援を通じて SDGs ポリシーにある持続可能な地

域社会の実現に向け、大きな飛躍が見込まれるビジネスプランの事業化に取り組んでまいります。 

 

【表彰支援内容】 

■最 優 秀 賞■（1 プラン）賞金 100 万円 

受賞者名 所在地 ビジネスプラン名  

株式会社維鶴木工 
奈良県 

吉野郡東吉野村 

｢Do Kit yourself｣ 

県産材を使用した家具ｷｯﾄの事業拡大及び海外展開 

■創 業 賞■（1 プラン）賞金 50 万円 

受賞者名 所在地 ビジネスプラン名  

有限会社銭谷小角堂 奈良県吉野郡天川村 ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ自社醸造とﾀｯﾌﾟﾙｰﾑ新設による収益拡大 

■新事業展開賞■（1 プラン）賞金 50 万円 

受賞者名 所在地 ビジネスプラン名  

西垣靴下株式会社 奈良県大和高田市 ﾌﾟﾛ･ﾄｯﾌﾟｱﾏ用の高機能靴下を団体用ﾕﾆﾌｫｰﾑとして販売 

■アイデア賞■（1 プラン）賞金 50 万円 

受賞者名 所在地 ビジネスプラン名  

株式会社高木包装 奈良県葛城市 照明器具ﾒｰｶｰとのｺﾗﾎﾞ～SDGs 開発商品 

■優 秀 賞■（5 プラン）賞金 20 万円（1 受賞者あたり）＜プレゼンテーション順に表記＞ 

受賞者名 所在地 ビジネスプラン名  

MMF  片山 歩希 奈良県奈良市 NAIST 奈良高専合同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室とｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの運営 

田谷 優子 奈良県橿原市 OVER30 女性による OVER30 女性のための地域商社｢田谷商店｣開業 

ﾌｨﾄﾝﾁｯﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 京都府相良郡精華町 地域別森林浴ｶｰﾄﾘｯｼﾞの開発と販売 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｲｵﾌｧｸﾄﾘｰ株式会社 大阪府大阪市北区 ﾊﾞｲｵﾏｽ資源を活用したｲﾝｼﾞｺﾞ染料生産及びｼﾞｰﾝｽﾞ開発 

一般社団法人大和森林管理協会 奈良県北葛城郡王寺町 ｶｰﾎﾞﾝｸﾚｼﾞｯﾄによる持続可能な吉野林業の再構築 

■奨 励 賞■（21 プラン）賞金 3 万円（1 受賞者あたり） 別紙をご参照ください。 
 
【開会式・表彰式・記念撮影】 

          

 

 

 

 

 
   

        【本件に関する照会先】  地域事業創造部    松山・川隅 ℡0742-81-3103 

                     経営企画部（広報担当）古賀・甲村  ℡0742-27-1599 

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」２次選考会・表彰式を実施！ 



   （別 紙） 

■奨 励 賞■（21 プラン）賞金 3 万円（1 受賞者あたり）＜五十音順に表記＞ 

受賞者名 所在地 ビジネスプラン名 

株式会社あすも 奈良県五條市 「旅するﾋﾟｸﾙｽ」によるﾆｭｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ立ち上げ事業 

AMITE 株式会社 静岡県浜松市 LFPO ﾊﾞｯﾃﾘｰを鉛代替ﾊﾞｯﾃｰﾘｰとして浸透させる 

荒木産業株式会社 大阪府大東市 弊社製品（舗装材）に廃ｶﾞﾗｽを使用するﾘｻｲｸﾙ事業 

安齋 優紀 奈良県香芝市 
子どもの可能性を広げ、育児が 180 度変わるﾓﾝﾃｯｿｰ

ﾘ教育 

株式会社イーシーセンス 京都府相楽郡精華町 
誰でもどこでも簡単に使用できる殺菌用残留塩素ｾﾝ

ｻｰの開発 

伊藤敏株式会社 大阪府大阪市旭区 環境意識向上のためのﾏｼﾞｯｸﾊﾞｯグ活用提案 

WIND ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ株式会社 京都府相楽郡精華町 ﾓﾊﾞｲﾙ型空気浄化ｼｽﾃﾑの開発及び事業化 

上田酒造株式会社 奈良県生駒市 体験できる・実際に触れられる新しい観光蔵の創造 

加藤 優 奈良県大和高田市 県初！ｹｰｷ屋が高級ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝの製造販売への進出 

川崎 由紀子 大阪府大阪市住吉区 
そこにある身近な自然を地域経済資源に転換する

EC ｻｲﾄ 

株式会社 COMARU 奈良県天理市 開業助産院ﾈｯﾄﾜｰｸ あなたの味方『Your ally ﾕｱﾗｲ』 

株式会社 C’s 

（ｶﾞﾗｽ彫刻工房 ONO） 
奈良県香芝市 

全国初！気になるお酒を興味のあるｸﾞﾗｽで試せる

「Double Tasting」で躍進 

髙橋 沙織 奈良県奈良市 
人生 100 年時代!内面からの活力を産み出す福祉理

美容 

株式会社竹屋化学研究所 大阪府東大阪市 
劣化の抑制･技術者不足解決のための住宅基礎ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ一体型保護ｼｰﾄの開発 

株式会社 TSK 京都府相楽郡精華町 
鐵触媒による有機合成で人と環境に優しい化学産業

の創出 

株式会社峠喜重朗商店 奈良県吉野郡下市町 新規使い捨てｶﾃﾗﾘｰの開発 

奈良日産自動車株式会社 奈良県大和郡山市 ﾌﾞﾙｰｽｲｯﾁ 奈良電動化ｱｸｼｮﾝ 

株式会社ニシダ 奈良県桜井市 
抗菌ﾍｱﾋﾟﾝ製造で安心と安全を提供する為の設備 

導入 

株式会社 HIROMASA 奈良県生駒市 
AI 技術を活用したねぎの全自動栽培による高効率

栽培計画 

松園 あかり 大阪府大阪市旭区 
推しｼｪﾌ応援～みんなでつくって食べるをｶﾀﾁに～ 

複業ﾚｽﾄﾗﾝ 

森庄銘木産業株式会社 奈良県宇陀市 木と人が出逢う場所 家づくりに役立つ木の展示場 

 

＜ご参考＞第 8 回＜ナント＞サクセスロードの概要 

応募総数 76 件 

応募内訳 

応募地域 
奈良県 42 件、大阪府 17 件、京都府 12 件、和歌山県 1 件、 

その他 4 件（兵庫県 2 件、滋賀県 1 件、静岡県 1 件） 

ステージ 
アイデア 21 件、創業 11 件、新事業展開 35 件 

アイデア創業 3 件、アイデア新事業展開 6 件 

事業分野 
ものづくり 26 件、IoT・AI 4 件、アグリ・6 次産業化 5 件 

サービス 21 件、観光・地域資源の活用 15 件、その他 5 件 

応募契機 
南都銀行担当者からの紹介 39 件  店頭チラシ・HP  19 件 

創業支援機関       15 件  その他       3 件 

１次選考 書類審査 

２次選考 プレゼンテーション方式 

 


