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未来社会スポーツウエルネスイノベーションショーケース 
「Ex-CROSS」の開催について 

～エンターテインメント、テクノロジーとの融合による新ビジネスの“体験型”実証事業～ 
 
 

【お問合せ】大阪商工会議所 産業部 

TEL : 06-6944-6403（倉骨、東） 
 
 

大阪商工会議所は、実証型事業「未来社会スポーツウエルネスイノベーションショーケ

ース Ex-CROSS(エクス-クロス)」を 12月 16日にグランフロント大阪で開催する。 

エンターテインメントやテクノロジーとの融合によって新たな価値を生み出す「スポー

ツ・ウエルネス」関連製品・サービスの魅力や課題について、来場者に”体験可能”な形で

ショーケースを行い、ビジネスの可能性を議論する。(主催：うめきた 2期みどりとイノベ

ーションの融合拠点形成推進協議会、企画・運営：大阪商工会議所) 
 
 

〇Ex-CROSSは、うめきた 2期地区開発や 2025年大阪・関西万博といった開発プロジェ

クトにおける社会実装を見据え、スポーツの体験価値を高め、一般市民の運動促進、健

康増進に資するサービス・テクノロジーを実証する事業。 

○2019年 2月に開催した第 1回目では、スポーツの競技魅力を高めるテクノロジー等を中

心に、アスリートによるパフォーマンスや、一般市民が参加する場を活用して実証を行

った。2回目の開催となる今回は、企業関係者を主な対象とし、人々が安全に、楽しく

取り組めるスポーツ・ウエルネス関連のサービスやバーチャル技術との融合によるスポ

ーツの新たな観戦・視聴体験を提供する取り組みなど、「Withコロナ」時代に求められ

るテクノロジーを実証し、社会課題の解決につながるプロジェクトの創出を目指す。 

○当日は、カラダとココロの可視化技術を掛け合わせたパナソニック株式会社のヨガプロ

グラム「Yoga Synchro Visualizer」や、コロナ禍でも安全に楽しく取り組める「ゆるス

ポーツ」等の体験型ショーケース、また eスポーツレーサーとリアルレーサーによるバ

ーチャルレースを実現する NGM株式会社の「eモータースポーツ」のデモイベント

等、6社の取り組みを展示、実証する。 

○併催するビジネスカンファレンスでは、スポーツ庁の引地雄介参事官(民間スポーツ担

当)付産業連携係長や公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会の堺井啓公広報戦略局長

が登壇。スポーツ・ウエルネス産業の拡大に向けて大阪・関西地域に期待する取り組み

や、大阪・関西万博のフィールドを活用した取り組みの可能性等について講演する。 

○社会課題、企業課題の解決につながる新たなスポーツ競技を産学連携により開発する

「共創ワークショップ」も併せて開催。参加学生が検討するアイデアのプレゼンテーシ

ョンをビジネスカンファレンス内で実施し、有識者による審査、表彰で優秀と認められ

たアイデアは社会実装に向けて具体化を図る。 



〇大阪商工会議所は、スポーツ・健康・医療のウエルネスフィールドにおけるビジネスの

創出、実証の推進を通じて、大阪におけるスマートヘルスケアシティのモデルケースを

構築することを目指しており、Ex-CROSSはそれらの実現に向けたプロジェクトの実証

の場と位置付けている。 

○同事業は、本会議所が参画する「うめきた 2期みどりとイノベーションの融合拠点形成

推進協議会」が主催し、うめきた 2期のフィールドを活用したイノベーションを想起さ

せるイベントとして実施する。 

 
 

【開催概要】 

日  時：2020年 12月 16日(水) 10:00～17:00 

会  場：グランフロント大阪北館 B2階 ナレッジキャピタル 

コングレコンベンションセンター ホール A、ルーム 3 

来場者数：1,000人 (想定) 

主  催：うめきた 2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会 

共  催：大阪商工会議所・スポーツハブ KANSAI 

後  援：スポーツ庁、公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 (予定) 

参加対象：企業関係者、大学関係者等 

参 加 費：無料 (新型コロナウイルス感染症対策のため、事前登録を必須とする) 

 

【実施コンテンツ】 

１．共創ワークショップ 

  年齢や性別、運動能力等に関わらず誰もが楽しめる「ゆるスポーツ」をテーマに、社

会課題、企業課題を解決でき、大阪らしい新たなスポーツの開発アイデアを検討する 

２．体験型ショーケース 

  スポーツの体験価値を高め、一般市民の運動促進につながる企業のサービス・テクノ

ロジーについて、来場者が実際にそれらを体験できる形でショーケースを行う 

３．バーチャル×スポーツ デモ 

  バーチャル技術との融合により、スポーツの新たな観戦・視聴体験を提供する企業テ

クノロジーのデモイベント、ショーケースを実施 

４．ビジネスカンファレンス 

  有識者による講演やショーケース出展企業による技術紹介、共創ワークショップのコ

ンペティション等を実施する 

＜プログラム＞ 

  10:00 開会挨拶(ビデオメッセージ) 

大阪商工会議所 副会頭 鳥井信吾 

  10:05 基調講演① 

「地域におけるスポーツオープンイノベーションプラットフォームの構築に向けて」(仮)  

       スポーツ庁 参事官(民間スポーツ担当)付 産業連携係長 引地雄介 氏 



  10:45 出展企業プレゼンテーション 

  13:00 基調講演② 

「大阪・関西万博に向けたスポーツ×エンターテック産業への期待」(仮) 

       公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 広報戦略局長 堺井啓公 氏 

  13:30 共創ワークショップ グループプレゼンテーション 

  15:30 「eモータースポーツ」デモンストレーションイベント 

  16:00 共創ワークショップ 審査結果発表、表彰 

 

【うめきた 2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会 概要】 

 うめきた 2期区域における「みどりとイノベーションの融合拠点」の形成を目指し、

関西一円の研究開発拠点等における卓越した技術と人を繋ぎ、新産業創出を加速する仕

組みを構築するなど、まち開きに向けた先行的取り組みを行う組織。 

 構成団体：大阪府、大阪市、大阪商工会議所、(公社)関西経済連合会、(独)都市再生機

構、(一財)大阪科学技術センター、うめきた２期開発事業社（オリックス不動

産(株)、阪急電鉄(株)） 

 

【同時開催事業 イノベーションストリーム KANSAI】 

  うめきた 2期の開発コンセプトを踏まえ、関西の大学、研究機関等による最先端技術

やサービスを発信する展示会や、コンセプトに沿ったシンポジウム等を開催するもの。 

 

※ご取材いただける場合は担当者までご連絡ください。当日の受付は、9時 30分から会場

前で実施します。 

 

以 上 

 

 

添付資料：・Ex-CROSS案内状 

・イノベーションストリーム KANSAI 開催概要資料 

 



未 来 社 会
スポーツウェルネスイノベーションショーケース

主催 うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会
共催 大阪商工会議所・スポーツハブKANSAI
後援 スポーツ庁、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

お問い合わせ
大阪商工会議所 産業部 スポーツ産業振興担当
TEL : 06-6944-6403 E-mail : sports@osaka.cci.or.jp

12/16

W
E

D

10:00～17:00

参 加 無 料

グランフロント大阪

コングレコンベンションセンター

エンターテインメント、テクノロジーとの融合によるビジネスを体感！

エンターテインメント、テクノロジーとの融合により
大阪・関西万博等の未来社会においても楽しめる
スポーツ・ウエルネス分野における最先端のサービス・
テ ク ノ ロ ジ ー を 実 際 に 体 感 す る こ と で
新 た な ビ ジ ネ ス の ヒ ン ト を 得 ら れ る
「体験型」のイノベーションショーケースを開催します。

体験型ショーケース バーチャル×スポーツデモ

共創ワークショップ ビジネスカンファレンス



体験型ショーケース

◆参加申し込みについて
新型コロナウイルス感染症対策のため、ご来場には事前登録が必要です。
下記URLもしくは右記のQRコードからイベントページにアクセスいただき、
お申し込みいただきますようお願いします。
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202010/D29201216010.html

◆ご来場、各コンテンツへの参加いずれも無料

スポーツの体験価値を高め、一般市民の運動を促進するような
先端的なサービス、テクノロジーの魅力や課題を実際に体感可能なショーケース

出展企業／サービス ※今後も追加予定！

(株)アシックス ／ EVORIDE ORPHE
(一社)世界ゆるスポーツ協会 ／ トントンボイス相撲、○×スペース ほか
パナソニック(株) ／ Yoga Synchro Visualizer
ミズノ(株) ／ New Limit Sports

バーチャル技術との融合により、スポーツの新たな観戦・視聴体験を提供する
革新的なテクノロジーの展示、デモンストレーションイベント

出展企業／サービス
NGM(株) ／ eモータースポーツ
クロススポーツマーケティング(株) ／ 3x3.EXE PREMIER

年齢や性別、運動能力等にかかわらず、誰もが一緒に楽しめる「ゆるスポーツ」
をテーマに、うめきた、万博での活用など、社会課題、企業課題の解決につなが
るゆるスポーツの開発アイデアを産学連携により共創するワークショップ

バーチャル×スポーツデモ

共創ワークショップ

参加大学
大阪成蹊大学 ／ 大阪体育大学 ／近畿大学 ／ 立命館大学 ほか

ビジネスカンファレンス

スポーツ庁の引地雄介氏、2025年日本国際博覧会協会の堺井啓公氏ら、
有識者による基調講演のほか、出展企業による技術シーズの紹介、
共創ワークショップのコンペティションなど、ビジネスのヒントが詰まったカンファレンス

主なプログラム
基調講演 ／ スポーツ庁

参事官(民間スポーツ担当)付 産業連携係長 引地 雄介 氏
(公社)2025年日本国際博覧会協会
広報戦略局長 堺井 啓公 氏

出展企業プレゼンテーション
共創ワークショップ コンペティション



 

 

「イノベーションストリーム KANSAI 2020」の開催について 

 

○概要 

 うめきた２期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会は、令和２年 12 月 15 日（火曜日）

及び 16日（水曜日）にグランフロント大阪のコングレコンベンションセンターにおいて、４回目となる

「イノベーションストリーム KANSAI 2020」を開催します。 

 本イベントでは、うめきた２期開発のコンセプトを踏まえ、関西の大学等による最先端の技術やサービ

スの研究成果を発信するとともに、関西におけるイノベーション創出支援に関連した新たな取り組みと

の連携に関するシンポジウムなどを行います。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により求められる新しい生活様式に対応して、会場でのリア

ル開催とＷＥＢ開催を同時開催することで、これまでにない、新しい出会いや交流を提供します。多くの

方のご参加をお待ちしています。 

 

１．イベントの概要 

【名称】 

 イノベーションストリーム KANSAI 2020 

【日時】 

・リアル開催 

令和２年 12月 15日（火曜日）及び 16日（水曜日）両日とも 10時から 17時まで 

・ＷＥＢ開催 

令和２年 11月 16日（月曜日）から令和３年１月 31日（日曜日）まで 

【場所】 

 グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター ホールＡ等（大阪市北区大深町 3-1） 

【主催】 

 うめきた２期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会 

【協力（予定）】 

 （経済産業省）産学融合拠点創出事業「（仮称）近畿圏産学融合創出エリア」 

 

 ２．開催プログラム等 

 【展示会】 

大学等による最先端の技術やサービスの研究成果について展示します。 

出展大学・機関（18団体） 

  大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学、関西大学、関西学院大学、京都大学 COI拠点、京都府立医

科大学、近畿大学、甲南大学、奈良工業高等専門学校、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、

兵庫県立大学、立命館大学、龍谷大学、和歌山大学、けいはんなリサーチコンプレックス協議会、国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?z=18&ll=34.706105%2C135.494322&mp=1&ii=191&bg=BG2-0&vlf=1-756-7fffffeffffe
http://umekita2nd.jp/index.html


 

 【シンポジウム・セミナー】 

  うめきた２期開発のコンセプトに関連するシンポジウム、セミナーを開催します。リアル開催として

令和２年 12月 15日（火曜日）、16日（水曜日）に会場で行うほか、ＷＥＢ開催として、ホームページ

上での配信を予定しています。 

 

 【その他】 

「うめきた響合の場」、「未来社会スポーツウェルネスイノベーションショーケース（仮）」及び「う

めきた 2期地区等スマートシティモデル事業との連動プログラム」について同時開催予定です。 

   詳細につきましては、イノベーションストリーム KANSAI 2020 の特設ホームページ

（https://umekita2nd-isk.com/）をご参照ください。 

  

３．お問合せ先 

一般財団法人大阪科学技術センター イノベーション推進室内 

うめきた 2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会 事務局 

電話番号 06-6131-4746 ファックス番号 06-6131-4754 

 

https://umekita2nd-isk.com/
https://umekita2nd-isk.com/
tel:0661314746

