
 

２０１９年９月６日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 

ビジネス課題を提示し、解決策を募りマッチングする 

「ビジネスミートアップ」の実施について 

～「お風呂でシニアの健康づくり」をテーマに共同事業案を募集～ 

 

 

 

 

○ 大阪商工会議所と大阪工業大学が設置・運営する都心型オープンイノベーション拠点Xport（呼

び名＝クロスポート、事務局＝大阪商工会議所)は、ビジネス課題の解決に向けたテーマを提示

して提案を募り、企業とマッチングすることで新たなビジネスの創出を支援するプログラム「ビ

ジネスミートアップ」のプレゼンテーション・マッチングを１２月９日に実施します。本日から

１１月１日まで、牛乳石鹼共進社株式会社（大阪市城東区、代表取締役社長：宮崎悌二氏）が提

示するテーマ「お風呂でシニアの健康づくり」について共同事業案を募集します。 

○ Xportは、大企業、中堅・中小企業、スタートアップ、社会人、学生等の多様な主体がオープン

イノベーションを通じて課題解決、新規事業創出を行うためのマッチング支援、産学連携による

人材育成等の様々なプログラムを実施する拠点。昨年４月に、大阪工業大学梅田キャンパス（茶

屋町）８階のロボティクス＆デザインセンターに開設しました。 

○ ビジネスミートアップでテーマを提示する牛乳石鹼共進社株式会社は、「ずっと変わらぬ やさ

しさを」を企業理念とする創業１１０年の身体洗浄料の専業メーカー。２０１９年４月に新規事

業準備室を立ち上げ、美と清潔と健康づくりという事業領域の中で、‟やさしさを繋げる‟事で世

の中に笑顔を増やす事業の創出を目指しています。協業可能性のある提案については、２０２０

年春の始動に向け事業計画に落とし込み、協業による事業化の促進や共同開発を進めます。同社

が共同事業案を広く募集するのは、今回が初めてです。 

○ １０月１日には募集テーマ説明会を開催し、その後、１１月１日まで提案を受け付けます。新規

事業創出のコンサルティング経験が豊富な井上裕太氏（株式会社quantum）がXportのメンター

として、書類審査、メンタリング（プレゼンテーションに向けた提案内容のブラッシュアップ）

を行います。 

○ Xport では、昨年度、ビジネスミートアップを３回実施し、計２６件のエントリー-があった中

から、書類審査を通過した１７件がプレゼンテーション・マッチングを行い、そのうち４件が具

体化に向けた検討に進みました。 

○ 応募方法、詳細については、以下、WEBサイトをご参照ください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201908/D22191001017.html 

以 上 

＜添付資料＞ 

資料１：「ビジネスミートアップ」共同事業案募集案内 

資料２：共同事業案 エントリーシート 

記 者 配 布 資 料 

【お問合せ】 

都心型オープンイノベーション拠点Xport(竹中・土居・玉川) 

TEL０６-６９４４-６３００、０８０－８９２７－６３８３ 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201908/D22191001017.html


 

【ビジネスミートアップ】 
 
 
 
 
 

大阪商工会議所と大阪工業大学が設置・運営する都心型オープンイノベーション拠点「Xport」（クロスポ

ート）では、社会課題や同拠点の会員のニーズをテーマとして設定し、そのテーマを解決するための技術・ビジ

ネス提案を中堅・中小企業、スタートアップ、一人メイカー、学生等から募り、同拠点の会員とマッチングするこ

とで新規事業の創出を目指す「ビジネスミートアップ」を実施しています。 

今回のビジネスミートアップでは、牛乳石鹼共進社㈱が、「お風呂でシニアの健康づくり」をテーマに共同事

業案を募集し、同社や Xport の会員とマッチング、ビジネスの具体化を目指します。 

10 月 1 日にテーマ説明会を開催した後、11 月 1 日まで提案を受け付け、書類審査の通過者には 11

月 18日にメンタリングを行います。その後、12月 9日には、同社 代表取締役社長 宮崎悌二氏の同席の

もと、Xportでプレゼンテーション、マッチングを行います。皆さまのご提案をお待ちしております。 

「お風呂でシニアの健康づくり」をテーマに共同事業案を募集します。 

＜ご参考＞課題解決したいテーマの一例は以下の通りです。 

1. 楽しい空間を提供するアイデア 

シニアの方がお風呂に入る事が楽しくなる 

2. 安心を提供するアイデア 

シニアの方が安心して入浴できる 

3. 脳の活性化や健康を提供するアイデア 

香りや体の使い方などで脳の活性化に繋がる 

4. 自分で出来る事をサポート出来るアイデア 

自分で洗える事で喜びを提供出来る 

5. 入浴関連でアクティブシニアがより健康になれるアイデア 

例）老眼改善・姿勢矯正・フットケア・健康増進など 

企業理念「ずっとかわらぬやさしさを」 ＜今年創業 110年の身体洗浄料の専業メーカー＞ 

‣社名の知名度とブランド認知度は高く、商品については安心・安全で多くのお客様から支持 

‣化粧石けん（青箱・赤箱）についてはドラッグストア・ホームセンターなど全国の販売店で展開 

‣固形石鹸以外にも低刺激商品やベビー商品など、デリケート肌向けの商品も幅広く取り扱う 

‣社会・地域貢献に向けてファンづくり部会で様々な活動を継続的に実施

2019年 4月より新規事業準備室を立ち上げ、美と清潔と健康づくりという事業領域の中で、当社事業の

コアである身体洗浄料のプロダクトだけにこだわらず様々なアプローチで社会の課題を解決し、‟やさしさを繋

げる‟事で世の中に笑顔を増やす事業を目指しております。その為にも今回のビジネスミートアップで様々な

事業者様と一緒に切磋琢磨出来るようなビジネスモデルを構築できればと考えています。ご一緒に進められ

そうなご提案については、2020 年春の始動に向け弊社の事業計画に落とし込み、協業による事業化の促

進や共同開発を進めていきたいです。積極的なご提案をお待ちしています。 

～牛乳石鹼共進社㈱がテーマを提示～ 

資料１ 



 

・美と清潔と健康づくりの事業領域である事（固形石鹸・身体洗浄料に限らない） 

・逆説的な発想（革新的な要素が含まれている） 

・小さくスタートしトライ＆エラーが柔軟に出来る事 

牛乳石鹼共進社㈱とともに、Xport の 

メンターである㈱quantum の井上裕太氏が 

書類審査いたします。選定企業には、 

井上氏によるメンタリングも実施いたします。 

 

 

募集期間：2019年 9月 6日～11月 1日

 

 

 

 

下記ＵＲＬまたは右ＱＲコードからWeb サイトにアクセスいただき、所定のエントリーシートを 

ダウンロードし、必要事項を日本語で記載のうえ、下記提出先まで E-mail でご送信ください。 

提案内容を補足する資料があれば、添付してください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201908/D22191001017.html 

◆エントリーシートの提出先 

都心型オープンイノベーション拠点「Xport」事務局 E-mail：info@xport.osaka.jp 

都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 竹中・土居・玉川 

〒530-8568 大阪市北区茶屋町 1-45 大阪工業大学 梅田キャンパス 8F 

E-mail：info@xport.osaka.jp TEL：06-6944-6300  

【日 時】2019 年 10 月 1 日（火）16:00～17:00 

【場 所】都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

（大阪工業大学 梅田キャンパス８階、大阪市北区茶屋町 1 番 45 号） 

【参加費】無料 

【内 容】1.ご挨拶 

       牛乳石鹼共進社㈱ 代表取締役社長 宮崎 悌二 氏 

2.募集テーマのご説明 

       牛乳石鹼共進社㈱ 新規事業準備室 江越 亮一 氏 

3.質疑応答 

【申込み】下記 URL または右 QR コードよりお申込みください。 

     http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201908/D22191001024.html 

【エントリー】 

11月 1日(金) 

17:00 必着 

【書類審査】 

書類審査を行い、 
登壇企業のセレクション 

を行います 

【メンタリング】 

プレゼンテーションに向けた 
ブラッシュアップを行います。 

11月 18日(月) 
13：00-17：00＠Xport 

【 】 

Xportの会員企業に 
向けたプレゼンテーション、 
マッチングを行います。 

12月 9日(月) 
14：00-17：00＠Xport 

書類審査を通過した皆さまは、メンタリング、プレゼ

ンテーションにご出席ください。エントリーの際に、ご

予定くださいますようお願いいたします。 

※メンタリングは、下記時間帯のうち、1件につき 

30分程度を予定。 

 

【Xport メンター】  

株式会社 quantum 
最高投資責任者 井上 裕太 氏 
オープンイノベーションによって事業開発を加速させる
Startup Studio 事業の責任者を務める。 
コーポレート・アクセラレータープログラムの企画運営、 
イノベーション・コンサルティング、大企業及び 
スタートアップとの共同事業開発プロジェクトを統括。 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201908/D22191001024.html
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201908/D22191001017.html
mailto:E-mail%EF%BC%9Ainfo@xport.osaka.jp
mailto:E-mail%EF%BC%9Ainfo@xport.osaka.jp


募集締切：2019年11月1日（金）17：00

提 出 先 ：info@xport.osaka.jp

「お風呂でシニアの健康づくり」 共同事業案 エントリーシート

企業・団体名※

（ふりがな）

エントリー代表者名
生年月日

（ふりがな）

西暦 年 月 日

エントリー代表者役職※

所在地
〒

電話番号

連絡担当者名 連絡先E-mail

主な事業内容
ホームページ

【ＵＲＬ】

グループ構成

 グループで応募される場合は、
右欄をご記載ください

企業・団体名 氏名 電話番号 ホームページ

 欄内の※の項目は、個人で応募される場合は、無記載で結構です（1）応募者概要

1

ビジネスミートアップ
資料２

mailto:info@xport.osaka.jp


2

（2）事業概要（エグゼクティブサマリー）

※以下(3)～(7)の要約として、事業の内容を簡潔に示し、事業の魅⼒をわかりやすく記載してください。

（3）本事業の背景（解決できる課題・ニーズ）とターゲット

※なぜ本事業を提案するのかについて、社会情勢や消費者ニーズ等をふまえて記載してください。また、ターゲット(対象は誰か)についても併せて記載してください。

事業タイトル【 】



3

（4）本事業で提供する技術・サービス等の特徴と新規性

※技術･サービスの特徴、新規性について具体的に記載してください。

※提案する技術･サービスが他の技術・サービスと比較して優れている点について記載してください。また、類似技術・サービスがあれば、その状況と、差別化の方法
等について記載してください。

（5）本事業の優位性（類似事業の評価、競合の状況）



4

（6）本事業を進めていく上での課題とその対策

※本事業を進める上での課題と課題解決に必要なリソース（資材・設備・人材・アライアンス先等）があれば記載してください。

※提案される技術について知的財産に関する権利の保有者、あるいは権利化に向けた取り組みがあれば記載してください。

（7）知的財産の状況



5

（8）ビジネスモデル図 ※提案事業の全体像が分かる概要を１枚で、自由に記載してください。



（9）事業計画

6

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

年度別アクション

５年目の売上高
（千円）

５年目の必要資金
（千円）

※社会情勢やニーズの変動を予想したうえで、５年間の事業計画を記載してください

（10）補足資料

【知的財産権の取り扱い】
 ご提案事業に関する知的財産権は応募者に帰属しますが、プレゼンテーションはXport会員に公開いたしますので、秘

密事項の取り扱いはご注意ください。

【個人情報の取り扱い】
 エントリーシートに記載された個人情報及び提案事業の情報は、本ミートアップに関連する目的（審査、エントリーに関

する各種連絡のほか、主催者からの各種情報提供（Ｅメールでの事業案内含む））のために使用します。
 本人の同意なしに他の目的で利用および第三者へ提供いたしません(ただし、裁判所から提供を求められたときなど、

法令に基づく場合は除きます)。
 プレゼンテーションご登壇者は、事業タイトル、企業・団体名、お名前を参加者名簿や各種広報媒体（機関紙、ホー

ムページ、フェイスブック、メールマガジン等）に掲載するとともに、報道機関に公表いたします。
 プレゼンテーションご登壇者以外の個人情報は審査終了後、適切に廃棄いたします。
 ご提出いただいたエントリーシート、補足資料は返却いたしません。

（11）ご留意事項

□ 補足資料を添付します
補足資料がある場合は、□に✔を入れて、添付してください。


