
南都銀行 ビジネスプラン事業化支援PROJECT第3回

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  南都銀行法人営業部  TEL.0742‐27‐1558

■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（8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
１年間を目処に事業化を支援

7月19日 火火 10月11日【募集期間】平成28年
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サクセスロード〈ナント〉

大賞100万円賞金 （1プラン）
優秀賞 50万円（3プラン）

創業部門賞 50万円（2プラン）
特別賞 50万円（2プラン）



検索南都銀行　 http://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  南都銀行法人営業部  TEL.0742‐27‐1558



サクセスロード
【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１次審査委員会」「サクセスロード２次審査委員会」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。●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、株式会社南都銀行からの出資・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
するなど、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。

スケジュール

平成28年7月19日（火）募集開始

募集締切

1次選考

平成28年10月11日（火）

平成28年10月中旬～10月下旬

平成28年12月上旬～平成29年1月中旬
面談：平成29年1月中旬

平成29年1月下旬

※サクセスロード1次審査委員会による「書類選考」
※書類選考の結果については、郵便にて通知させていただきます。
※審査内容・結果に関するお問合せには、一切応じることができませんので、ご了承願います。

※サクセスロード２次審査委員会による「書類選考」及び「面談」
　（１次選考通過者に別途ご提出いただく「事業計画書」に基づき
　選考させていただきます。）

※営業店窓口での『エントリーシート』受付終了

2次選考

表彰式

1

2

3

5

6

平成28年11月中旬4

平成29年2月上旬～（1年間を目処）事業化支援7

「事業計画書」作成セミナー

平成28年7月19日（火）～平成28年10月11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8プランを採択し、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）

※創業予定または創業後3年以内の個人及び法人が対象

応募方法

※2 対象となる法人
（卸売業）資本金の額１億円以下 又は 常時使用する従業員の数１００人以下
（小売業）資本金の額5千万円以下 又は 常時使用する従業員の数５０人以下
（サービス業）資本金の額５千万円以下 又は 常時使用する従業員の数１００人以下
（製造業その他）資本金の額３億円以下 又は 常時使用する従業員の数３００人以下

※1 奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県、三重県

http://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3回｢〈ナント〉サクセスロード｣

賞金 大賞：100万円 （3プラン）優秀賞：50万円 （2プラン）創業部門賞：50万円 （2プラン）特別賞：50万円

①当行営業エリア 内（東京除く）にて創業・新事業展開を目指す個人
　及び法人
②平成29年1月中旬に実施する2次選考の『面談』、
　平成29年1月下旬に開催する『表彰式』に出席可能な個人及び法人

当パンフレット「エントリーシート」に必要事項を全てご記入のうえ、平成28年
10月11日（火）までに最寄りの当行営業店窓口へご提出ください。
※「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できます。

※2

※1

当行の専属担当者が外部機関等とも連携しながら１年間を目処に事業化を支援※

※

※サクセスロードにおいて「事業化」とは、製品・技術・サービス等が１先以上に提供され、継続
した売上が見込まれる状況となることをいいます。

応募対象プラン

●地域経済・社会の貢献に繋がるビジネスプラン
●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

●3年程度で事業化の実現を目指すビジネスプラン

選考基準

審査員
（1次選考）当行及び公的機関で構成する「サクセスロード1次審査委員会」
（2次選考）公的機関及び民間コンサルティング会社で構成する「サクセス
　　　　 ロード2次審査委員会」

「地域経済・社会への貢献度」、「実現性」、「独創性」等を総合的に
勘案して選考させていただきます。

以下を全て満たすビジネスプランを応募対象とします。なお、プランの業種は
問いません。

※1次選考通過者が参加対象

【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１次審査委員会」「サクセスロード２次審査委員会」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。●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、
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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

※個人でお申込の場合は
　記入不要です。

※当方からのご連絡先がご担当者の場合は記入願います。

※既存事業がある場合に記入願います。

〒　　　　－

□ 法人　　　　□ 個人

□ ものづくり    □ 農業・林業    □ 観光    □ サービス    □ IT    □ その他

西暦

資本金 従業員
百万円 人

□ 創業   □ 新事業展開

@

□ 男
□ 女年         月         日

電話番号

既存事業の内容

ビジネスプランの具体的な内容

ビジネスプラン名

事業分野
（どのような製品・技術・サービス等を、誰に、どのように提供す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。）

ご担当者氏名

E-mail

FAX

ご担当者所属部署

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 ： 平成　　  年　　  月　　  日第3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

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。

http://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3回｢〈ナント〉サクセスロード｣

※当行ホームページからダウンロードできます。
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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。 
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（    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。

http://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3回｢〈ナント〉サクセスロード｣

※当行ホームページからダウンロードできます。


