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「企業等が有する様々な「データ」を活用する新規事業・業務効率化提案」 

をテーマにした「ビジネスミートアップ」の実施について 
 

 

 

 

 

 

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、社会課題や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・マッチング会を3月19日に実施する。本日から3月

5 日まで、「企業等が有する様々な「データ」を活用する新規事業・業務効率化提案」を募集する。 

○ 今回のビジネスミートアップでは、人や車両等の移動データや、小売店・飲食店等での顧客・販

売データ、製造・建設現場や施設・住宅等における、センシング・映像等により得られるデータ、

人のバイタルデータ、「大阪コロナ追跡システム」等の行政データ、既存のシステムで取得され

ているデータなどを活用した課題解決や新たな付加価値の創造につながる新規事業・業務効率

化提案を募集する。 

○ 募集する新規事業・業務効率化提案のキーワードは、「IT サービス・アプリ」「MaaS（Mobility 

as a Service）」「IoT」「RPA」「健康・ヘルスケア」「安心・安全」等で、データについては「既

に存在するデータ」だけでなく、「今後取得できると考えられる（現時点では存在していない）

データ」も対象としており、より自由かつ未来志向の提案を幅広く受け付ける。 

○ なお、2月19日には各テーマの概要について説明する「事前説明会」を開催し、3月5日まで提

案を受け付ける。その後、Xport メンターで、ヤマトホールディングス株式会社 オープンイノ

ベーション推進機能 シニアマネージャーの足立崇彰氏が書類審査、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）を行う。 

○ Xportでは、これまで「ビジネスミートアップ」を 6回実施し、計 53件のエントリーがあった

中から、書類審査を通過した35件がプレゼンテーション・マッチングを行い、そのうち6件が

具体化に向けた検討に進んでいる。 

 

＜応募方法・詳細＞ 

以下、WEBサイトをご参照ください。 

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202102/D22210319017.html 

以 上 

＜添付資料＞ 

資料１：「ビジネスミートアップ」新規事業提案募集案内 

資料２：ビジネスプラン 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(竹久・土居) 

TEL 080-8927-6383  06-6944-6300 

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202102/D22210319017.html
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【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、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、「企業等が有する様々な「データ」を活用する新規事業・業務効率化提

案」をテーマとして提示。課題解決や新たな付加価値の創出につながる事業提案や、既存業務のスピード

アップや精度の向上等につながる業務効率化提案を募集し、テーマ提示企業・団体や Xport 会員とのマッ

チングを通じて、事業の具体化を目指します。 

提案は 3 月 5 日（金）まで受け付け、書類審査の通過者には 3 月 11 日（木）～12 日（金）に 

メンタリングを行います（オンラインを予定）。その後 3 月 19 日（金）には Xport でプレゼンテーション、マ

ッチングを行います。皆さまからの多数のエントリーをお待ちしております。 

「企業等が有する様々な「データ」を活用する新規事業・業務効率化提案」 

（1）「データ」の定義・範囲 

データは、「既に存在するデータ」あるいは「今後取得できると考えられる（現時点では存在していない） 

データ」のいずれも可とします。 

（2）「データ」の例 

屋外での人・モノ・車両等の動き、屋内での人の動き・バイタルデータ、小売店・飲食店等での顧客・販売データ、 

製造・建設現場や、施設・住宅等に設置された機器によるセンシング・映像データ 等 

（3）ご提案の例（以下はあくまで例示であり、選考のポイント等を示すものではありません） 

・飲食店で得られる○○データを活用する新規販促サービス提案 

・建設現場で取得可能な○○データを生かした省人化提案 

・スマートフォンから得られる○○データを活用したサービスの高付加価値化提案 

・家庭にある○○機器で取得したデータを利用した新しい高齢者向けサービス提案 

・施設内での社員・職員や入館者の移動データを活用する新規事業提案 

・「大阪コロナ追跡システム」で得られるデータを活用する地域経済活性化提案 

・社員、社用車の移動データを分析した移動効率の改善提案  等 

Xport のメンターである足立崇彰氏が書類審査し、 

選定企業には、足立氏によるメンタリングも実施いたします。 

Xport メンター／ ヤマトホールディングス株式会社 
オープンイノベーション推進機能 シニアマネージャー 足立崇彰氏 
2020/10 より、ヤマトホールディングス株式会社にて、オープンイノベーション推進機能を担当し、CVC、BizDev を推進。
2004/2-2020/9 に在籍していたパナソニックでは、主に新規事業開発を担当し、また 2014 年から 2018 年までシリコンバレ
ーで CVC、BizDev を担当。バックグラウンドは、半導体、通信のエンジニアで、アーキテクチャ設計からアナログ回路設計までを幅
広くカバーしている。

資料１ 



2 

【日 時】 2021年 2月 19日（金）18:00～18:45 

【開催方法】 オンライン（Zoom）※詳細は、お申込みいただいた方にのみご案内いたします。 

【参 加 費】 無料 

【プログラム】 

 18：00～18：05 挨拶・事業説明（メンター 足立氏、Xport事務局） 

 18：05～18：30 テーマ説明（メンター 足立氏） 

 18：30～18：45 質疑応答・意見交換 

【参加申込】下記 URL または右の二次元バーコードよりお申込みください。 

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202102/D22210219010.html 

募集期間：2021年 2月 8日（月）～3月 5日（金）17:00

 

 

 

 

 

 

 
 
 

下記ＵＲＬまたは右の二次元バーコードから 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。 

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202102/D22210319017.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」事務局 

〒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：080-8927-6383  

【エントリー】 

3月 5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。 

3月 11日(木) 

～12日（金） 

＠オンライン 

【プレゼンテーション・マッチング】 

テーマ提示企業・団体、Xport 

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。 

3月 19日(金) 

＠Xport/オンライン 

 

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・マッチングにご出席ください。 
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。 
※メンタリングにつきましては、日時が確定いたしましたら、改めて事務局よりご連絡いたします。 

 

 

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202102/D22210219010.html
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202102/D22210319017.html
mailto:E-mail%EF%BC%9Ainfo@xport.osaka.jp
mailto:E-mail%EF%BC%9Ainfo@xport.osaka.jp


募集締切：2021年3月5日（金）17:00

提 出 先 ：info@xport.osaka.jp

「企業等が有する様々な「データ」を活用する新規事業・業務効率化提案」 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

主なビジネスプラン内容
ホームページ

【ＵＲＬ】

グループ構成

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
 グループで応募される場合は、「グループ構成」の必要事項をご記載ください（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
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（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、その魅⼒をわかりやすく記載してください。

（3）本事業実施の背景（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）
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（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
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（8）事業モデル図 ※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
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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】
 ご提案の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の事業情報は、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メールでのビジネスプラン案内含む））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について、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。

【その他】
 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。
 エントリーは、反社会的勢⼒とは一切関連の無いものに限ります。

（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。


