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 今年4月のオープンから約4カ月。グランフロント大阪北館にある『ナレッジキャピタル』では、“知的創造拠点”と

しての活動が繰り広げられています。企業と一般生活者、企業と企業など、出会いが生まれ、その出会いの中から新た

な“発見”が生まれつつあります。さらに、これまでは遠い存在だったり、知る機会のなかった技術や商品、そして考

え方に触れることで、ライフスタイルを豊かにする新たな価値への期待が高まってきています。 

 参画企業や大学、研究機関は、さまざまな人たちとのコミュニケーションを通して、一般生活者の“普段着の目線”

に触れる機会が増えたことにより、新しい価値の創造に向け、モチベーションが高まってきているようです。 

 こうしたお互いの接点を結びつけるきっかけとなっているのは、商業施設やオフィスなども存在し、老若男女が気軽

に訪れることができる複合施設としての特徴です。 

今回は、ナレッジオフィスとフューチャーライフショールームという、“出会いの場”の今をレポートいたします。 

〜進化し続ける世界最先端施設〜 
 

 

『ナレッジキャピタル』 

 まるわかりガイド vol.2 

  

-2013年8月30日発行— 
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ナレッジオフィス 

 

●ナレッジオフィス参画者キックオフパーティー 

2013年7月10日、ナレッジキャピタルの7Fにあるナレッジサロンで、

ナレッジオフィスに入居する大学、研究機関、企業のキックオフパーティー

が開催されました。参加した大学や企業は、それぞれナレッジオフィスでの

業務内容を紹介し、懇親会が行われました。 

ナレッジオフィスは、産官学連携プロジェクトに積極的に参画する大学、

研究機関や企業など、イノベーション創出のための人材・知財・情報の集積

拠点です。中には、すでにコラボレーションがスタートしている参画者もあ

り、出会いと交流により新しい価値創造の取り組みが始まろうとしています。 

今回は、そのコラボレーションの一例として大阪市立大学とコクヨファニ

チャー（株）による共同研究についてご紹介いたします。 

 

■ナレッジオフィス参画者 

（財）アジア太平洋研究所 アジア太平洋の共通課題の解決や日本・関西の新たな活力創出に向けた研究を推進。 

（株）インサイトテクノロジー データベースを核に考案したソリューションを提案。 

NTTスマートコネクト（株） 西日本最大クラスのインターネットデータセンターを核として、インターネットプラットフォームサ

ービスを提供。 

大阪市立大学 健康科学イノベーションセンター。抗疲労研究を中心とした、健康維持・先制医療で先進的な取り

組みを行う。 

大阪ガス（株） エネルギー・文化研究所。関西の都市文化と都市魅力の情報発信と交流を促進。 

大阪工業大学 研究支援推進センター。工学部、情報科学部、知的財産学部という 3 つの学部を持ち、社会人向

け教育を展開。 

大阪市/大阪イノベーションハブ イノベーションのハブとして、人材・情報・資金を誘引し、新製品・新サービスにつながるプロジェ

クトの創出・支援を推進。 

大阪大学（環境イノベーションデザインセンター） 『地域共創ラボうめきた』を開設。将来を見据えた都市・地域戦略の提言ならびに、それらを実践

できる人材の育成を推進。 

大阪大学（Vis Lab Osaka） VisLab OSAKAとして、高速ネットワークを活用し、ビジネス交流や実験の情報発信を推進。 

（社）関西経済連合会 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山に加え、鳥取、徳島、三重も含めた関西エリアから経済政

策の提言、会員の総意の表明、プロジェクトなどを推進。 

関西大学 学生ベンチャーやアンドロイドアプリ、不凍タンパク質など、研究活動を活用し、異業種交流を通

じて異文化を育てる大阪を推進。 

慶應義塾大学 「慶應大阪シティキャンパス」として、公開講座、入学広報、イベント開催、産官学連携の実践など

を展開。 

コクヨファニチャー（株） 社員が働くオフィス空間を見学できる「ライブオフィス」を設置し、働く空間の課題解決を推進。 

（株）コングレ 各種国際的なコンベンションを通じて、日本の文化の発信など、海外と日本をつなぐ取り組みを

推進。 

（独）情報通信研究機構 超高速ネットワークの技術により、国内外の研究機関と接続。立体ディスプレイも活用し、実証実

験やコンテンツ制作を行う。 

（財）都市活力研究所 

/グローバルベンチャーハビタット大阪 

都市戦略の提言および都市活力の向上に向けた取り組みの推進。 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株） ドイツに本社を置く製薬会社で、大阪地域における拠点として革新的な医薬品の速やかな提供を

推進。 

パナソニック（株） グローバルマーケティングセンター。生活研究をベースに、経営からリスクまでの分野でリサー

チを行い、メーカーとして商品・サービスづくりを推進。 

（株）フジキン 半導体や宇宙ロケット、造船、医療など、幅広い分野の特殊な高性能バルブを製造。知財の流通

をテーマに活動を推進。 

キックオフパーティーで参画者が自己紹介 
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大阪市立大学×コクヨファニチャーが“疲労の科学”で共同研究

●疲れる感覚の科学的な検証でコラボレーションがスタート 有機的な連携が生まれたその背景とは？

4月にナレッジキャピタルがオープンしてから約3カ月後の7月10日、「ナレッジオフィス」に入居している大阪市立

大学 健康科学イノベーションセンターと、オフィスの家具や空間のソリューションを提供しているコクヨファニチャーが、

共同研究の契約を交わしました。 

内容は、抗疲労や疲労の予防に関する研究について先進的に取り組んでいる大阪市立大学と、働きやすいオフィス空間

づくりを目指しているコクヨファニチャーが、疲れの感覚を科学的に検証し、優先的に取り組むべき課題の掘り起こしと

企画の方向性を検討していくというものです。その先には、オフィスや生活空間づくりに新たな価値を創造していく目標

が掲げられています。 

9月16日（月・祝）には、一般の方も参加できる健康科学に関するシンポジウム「明日のあなたの健康は？健康科学イ

ノベーションを加速する！！」の開催を大阪市立大学が予定しています（ナレッジキャピタル コングレ コンベンション

センターおよび健康科学イノベーションセンター）。 

今回は、堀 洋さん（大阪市立大学 健康科学イノベーションセンター・センター副所長）、富澤信介さん（大阪市立大

学 大学運営本部研究支援課 課長代理）、菅原俊光さん（コクヨファニチャー株式会社 スペースソリューション本部ス

ペースデザイン部 部長）に、人材・知財・情報の集積拠点としてオープンしたナレッジオフィスで、有機的な連携が生

まれた背景をお聞きしました。 

 

●疲労の測定に被験者として参加したことがきっかけ 

大阪市立大学は、医学研究科が中心となって「疲労および疲

労感の分子・神経メカニズムとその防御に関する研究」（平成

11～16年度 文部科学省科学技術振興調整費）を皮切りに、「疲

労」に関する研究に取り組んできました。疲労の科学に注目が

集まるなか、2008年、（公財）大阪市都市型産業振興センター

は、現在、大阪市立大学 健康科学イノベーションセンター・セ

ンター所長の渡辺恭良氏（大阪市立大学医学研究科特任教授 

理化学研究所分子イメージング科学研究センター センター長）

をはじめとする研究者たちと、抗疲労に関心の深い企業集団の

集積による「疲労バスターズ」というネットワークをスタート

させています。 

一方、コクヨファニチャーでは、1969 年にコクヨの大阪本

社の竣工以来、開発した製品を自社で利用し、その様子を「シ

ョールーム」として社外の人に公開するライブオフィスを全国

各地でスタート。 

菅原さんは、オフィス空間のデザインに携わるなか、疲れ方

をもっと心地よい疲れにできないかと考えるようになります。 

バランスボールを椅子にする工夫や、人間工学に基づいたオ

フィス家具も登場してはいるものの、疲労を五感ではなく、科

学的に検証していきたいと考えるようになりました。 

こうしたなか、菅原さんは、疲労バスターズから生まれた芳

香剤「緑の香り」の被験者に参加することで、渡辺恭良氏と出

会うことになりました。 

そして、菅原さんは、5月に開催されたシンポジウム「Beautiful-aging Fest 2013」のパネリストとして参加するなか、

大阪市立大学のナレッジオフィスへの入居にともない、抗疲労の研究活動にも関連したオフィス空間を提案するなど、交

流が深まったことで両参画者が共同研究を契約することになりました。 

  

 

（左から）富澤信介さん（大阪市立大学 大学運営本部研究支援課 課

長代理）、堀 洋さん（大阪市立大学 健康科学イノベーションセンタ

ー・センター副所長）、菅原俊光さん（コクヨファニチャー株式会社 ス

ペースソリューション本部スペースデザイン部 部長） 

【大阪市立大学・コクヨファニチャー 連携までの経緯】

④ ライフサイエンス情報イベント「Beautiful-aging Festa 2013」
（5/18-19）に菅原さん、渡辺氏、堀さんがパネリストで参加

③ コクヨファニチャーの菅原さんが被験者として参加。渡辺氏と
のつながるきっかけとなった。

2013年５月

⑤ 大阪市立大学のナレッジオフィス入居準備にともない、研究活
動にも関連したオフィス空間をコクヨファニチャーが提案

６月

⑥ 大阪市立大学が入居（7/1）。共同研究の契約締結７月

② 芳香剤「緑の香り」を開発。製造販売がスタート。

① 大阪市都市型産業振興センターが、渡辺恭良
氏（現大阪市立大学 健康科学イノベーションセ
ンター・センター長）たちの研究者と、抗疲労に
関心の深い企業集団の集積によるネットワーク
「疲労バスターズ」をスタート。

2008年

2010年10月

2013年２月
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●「いずれ必然的につながっていたと思うが、ナレッジオフィスで早くつながった」（大阪市立大学 堀さん） 

「シェアハウスに入っている感覚でコミュニケーションができる」（コクヨファニチャー 菅原さん） 

今回のコラボレーションについて、大阪市立大学の堀さんは、「抗疲労を科学的に研究する大阪市立大学と、心地よく疲

れることができるオフィスづくりをめざしているコクヨファニチャーとは、そのうち必然的につながっていたと思う。た

だ、アポイントを取って、面会して、話を聞いて、持ち帰って検討して、また話を聞いて、それから決裁して、といった

従来の段取りだったとしたら、コラボレーションがスタートするまで、おそらく2年も3年もかかっていたのではないか。

ナレッジオフィスに入居したことで、交流の垣根が低くなり、つながるタイミングが画期的に早くなったと思う」と語っ

ています。 

また、コクヨファニチャーの菅原さんも、「ナレッジオフィスに入居していることは、テナントの一員というよりは、シ

ェアハウスに入っているという感覚。昼ごはんを一緒に食べに行ったり、ふらっと相手のオフィスに立ち寄れることで、

コミュニケーションの機会が広がった」と語っています。 

 

そして、双方が共通で意識していることは、いろいろな階層の人たちが訪れるナレッジキャピタルの特性です。一般生

活者を巻き込むことにより研究の対象が大きく広がることが考えられます。 

これまでにはなかった相乗効果が期待されているナレッジキャピタル。今後も、出会いと、垣根の低いコミュニケーシ

ョンにより新たなコラボレーションが芽生えてくることでしょう。 

 

 

 

疲労度は、体験ゾーンで測定したり（写真左）、直径3.6メートル、高さ2.4メートルの通称“やぐら”でも試験可能 

（大阪市立大学 健康科学イノベーションセンター ナレッジオフィス9F） 

 

  

コクヨファニチャーのライブオフィスに設置された“縁側”（左側）やコラボレーションスペース（右側） 

（コクヨファニチャー ナレッジオフィス12F） 
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フューチャーライフショールーム

 

「知る」「驚く」「学ぶ」「あそぶ」「輝く」を体験できる“未来型のショールーム”としてオープンしたフューチャーラ

イフショールーム。食、住まい、文化、通信、レジャー、健康など、幅広い分野から全 21 の企業・団体が出店していま

す。参画テナントにオープンから現在に至る状況を聞いてみたところ、これまでのショールームとは異なる来場者層との

“出会い”、そして、普段着の反応に手応えを感じるとともに、驚きを感じる様子がうかがわれました。 

各参画テナントは独自のイベント展開に加え、参画テナント同士による連携話も出てきており、フューチャーライフシ

ョールームでは、来場者から寄せられる声も含めて、多種多様なコラボレーションが芽生えつつあります。 

 

【 】

●超高級車のベンツに無料で気軽に試乗 ～マニュアル車やオープンカーなど貴重なラインナップで街乗り～ 

メルセデス・ベンツのブランドを身近に感じていただける接点(コネクト）の場としてオープン。１階ショールームのほか

に、約 10 台の試乗車を地下駐車場に用意して無料のトライアルクルーズを展開

しています。発売直後の新型車、オープンカー、マニュアル車など貴重なライン

ナップを試乗できることから、多い時には 50 組以上の方々にご利用いただいて

いる人気メニューで、超高級車に「無料で乗れる」という驚きがお客さまには一

番大きいようです。この他、ラテアート世界チャンピオンの澤田洋史氏がプロデ

ュースしているカフェを展開。見た目にもこだわった美味しさが特徴です。 

 

うめだ【 】

●気軽に足を運べる直営店 ～Webを超える体験イベントも～ 

「Appbank Store うめだ」は、アイフォン、アイパッド、アップルの関連アクセサリ、 LINE、

パズドラグッズが実際手にとってみていただけるAppBank初の直営店第1号。何度も足を

運んでくれるお客さまが増え、気軽に足を運べるお店として認知されてきました。客層は若

い方からお年寄りの方まで幅広く、年配の方の中には、お孫さんへのプレゼントやお土産と

してグッズを購入されています。グランフロント内のアクティブスタジオといったイベント

スペースで、「パズル＆ドラゴン」というオンラインゲームのキャラクターの撮影会なども開

催しました。今後も Web を超えるイベントを皆さまに体験していただきたいと思っていま

す。 

 

（ドコモショップ）【 】

●好評のビッグスマホでスマホの魅力を ～ドコモ最上位の有資格者40人のスタッフ応対～ 

スマートフォンの新しいサービスや生活に密着した使い方を紹介するショールー

ムがある異色のドコモショップ。中でも、設置されたビッグスマホは好評を得て

います。実機を手にとって試すことができたり、料理のレシピが表示される「し

ゃべってコンシェル」やシミュレーションサービス「モーションシアター」を体

験できるなど、これまで以上にスマホを使うことが楽しくなる展示となっていま

す。スタッフは、ドコモの最上位資格を有しており、グレードの高さと応対力に

こだわっています。ナレッジキャピタルのコンセプトでもある「コミュニケーシ

ョン」をもとに、お客さまの潜在ニーズを引き出し、ドコモを利用することで自

分の生活が変わるといった関係をお客さまと築いていきたいと思っています。  

店長 弓削美香さん 



5 

 

ソフトバンクショップ【 】

●巨大サイネージに驚き 普通とは違う楽しみを提供 ～おもてなしの空間づくりでお客さまとのふれ合いに喜び～ 

従来の携帯電話、タブレット型端末などを揃え、お客さまの“体験”を重視した店舗。普及

するスマートフォンと生活の関係を紹介しています。巨大なサイネージに驚くお客さまが多

く、実際に機器を触ってもらえることから、「普通とは違う」という楽しみを提供しています。

「スマートフォン教室」といったイベント開催も検討中です。スタッフからは、近くでコミ

ュニケーションをとって、より親身になって接客ができることに喜びを感じているという声

が聞かれ、おもてなしできる空間づくりに取り組んでいます。 

 

【 】

●“量り売り”で日頃はお目にかかれない高級ワインに舌鼓 ～海外の生産者を招いたイベントも～ 

輸入元直営店のワインショップ兼ワインバーで、世界 16 カ国のワインを輸入。世界中のワ

インの生産者を招いて、土地の話やワインの作り方などのお話を聞く定期的なイベントを開

催しています。サンプルワインをあけて試飲できることが最大の特色で、必ずワインを体験

してもらい、飲み比べてから自分に合うワインを見つけていただけるというものです。また、

イタリアから輸入したワインサーバーでは、プリペイドカードでチャージし、10ml、60ml、

120mlの容量でサーバーから直接量り売り形式でワインを購入できます。ワインを窒素で押

し出すのが特徴で、酸化防止にもなり、なかなか手を出しにくい高級ワインもその金額の分

量だけで飲むことができるため、大変好評いただいています。 

 

サブウェイ野菜ラボ【 】

●植物工場がお客さまとのコミュニケーションに貢献 ～完売必至の限定オリジナルサンドイッチの秘密は？～ 

野菜をふんだんに使用したヘルシーなサンドイッチを提供。好みに合ったパンや具

材、野菜を選び、その場でお作りしています。特徴はなんと言っても、店内に植物

工場があること。店の中で野菜を育てており、今後は本格的な「店産店消」がスタ

ート。ピリッとした味わいのワサビ菜やミニセロリを入れた限定メニューが人気で、

売り切れることも。植物工場にお客さまも興味津々で、育て方や栽培の材料の話題

で楽しいコミュニケーションが生まれているようです。店内の床に映し出されたサ

イネージアートは、子どもたちの目には不思議な光景。夢中で床に張りついて遊ぶ 

様子も見られるそうです。 

【 】

●ウイスキーの文化と嗜み方を発見 ～ウイスキーの味を決めるプロフェッショナル“ブレンダ―”がメニュー作り～ 

ウイスキーをもっと気軽に、幅広いお客さまに楽しんでもらうためにオープンしたお店。ウイスキー関係の展示物がある

ギャラリー、ウイスキーの樽を再利用した家具やインテリアを扱う「樽ものがたり」、

レストランバー「WWW.W（フォーダブリュー）」、ボトルバー「ＤＥＮ（デン）」の

ゾーンで構成されています。超高圧のハイボールタワーから注がれる、のどごしが良

いハイボールなどは、若い人や若い女性にも好評です。ナレッジキャピタル特有の空

間「樽ものがたり」は、驚きの表情で説明を聞かれるお客さまが多く、実際に商品を

見て、触れて家具を購入される方もいらっしゃいます。ウイスキーセミナーなども開

催しており、ウイスキー文化と嗜み方を発見できるショールームです。  

チーフマーケットカウンセラー 那須政之さん（左） 

野菜ラボ 店長 寺山由華さん（右） 

マネージャー 森 嘉男さん 

「樽ものがたり」店長 神吉正さん（左） 

「WWW.W」「ＤＥＮ」支配人 古賀裕人さん（右） 

副店長 田端亮吾さん 
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【 】

●おトクに何でもできる、選べる！「あたらしい自由。」をau OSAKAから発信します。 

～すべての方に「ａｕっていいよね！」って言っていただける場所へ～ 

au OSAKAは、ＫＤＤＩの直営店として、ブランドイメージの向上、商品・サービスなどの

紹介をしています。また、関西で初めてプレス発表の翌日には実機の展示やメーカーからの

説明会も発売前に開催しており、面白いだけじゃなく、利用者との接点を大事にする事で、

業務オペレーションや商品・サービスの改善にも取り組んでいきます。スマートフォンの使

い方をはじめ、ｉｐｈｏｎｅやタブレットなど幅広いテーマを用意したセミナーを順次開催

していきます。『「au OSAKA」に行けば、なにか、いつもおもしろいことに出会える』その

ように思っていただけるファンづくりを、積極的に行なってまいります。 

 

～ ～【 】

●幅広いミュージシャンたちに開かれた音楽文化の発信基地 ～出演者を評価できるシステムが特徴～ 

音楽をしている人はとても多いけれど出るステージは少ない！一流のステージは憧れです。

URGEはグランフロントの中で、アマチュアからプロまでだれもが出るチャンスを得られる

ステージを作りました。お店に入るときのミュージックチャージは０円。音楽が盛り上がれ

ば、チアーアップキャンドルを買います。盛り上がればテーブルにキャンドルがどんどん光

る事になります。URGEが日本で初めてこのチアーアップキャンドルを取り入れました。キ

ャンドルが沢山売れるということは、ミュージシャンが良い演奏をする、そうすれば客席が

盛り上がり、ライブを楽しみ、おいしい料理とお酒で友人と語らい、ステージ・客席・お店

みんなで成長できるコンセプト。URGEは、まさにナレッジキャピタルの図式です。 

 

エナレッジ【 】

●電気エネルギーの仕組みを楽しみながら体験 ～体と頭を使った発電体験が親子連れに好評～ 

電気エネルギー関係の展示が中心のショールーム。発電の仕組みや、風力発電・太陽光発電

の仕組みを紹介しています。光を当てたり、自転車のようなものをこいで、風を起こして発

電をする体を使った展示が特徴です。「省エネクイズ」やゲーム感覚の展示もあり、体と頭で

発電を体験できます。イベントは、発電キットを使って実際に電気をおこして物を動かすこ

とが体験できるセミナーのほか、家をテーマに他の出展社とコラボを開催。今後も幅広い業

種と一緒にイベントも開催していきたいです。 

 

 

コカ・コーラウエスト ハピネス・ラボ【 】

●お客さまと直接コミュニケーション ～２カ月をめどに新たな展示を展開～ 

お客さまと直接コミュニケーションをとる手段と場をつくるためにオープンした

ショールーム。巨大なタッチパネルを操作しながら商品を選べる自動販売機“イ

ンタラクティブ自販機”が好評で、その他のさまざまなプロモーションを展示し

ています。お客さまからは「こんなプロモーションは初めて知りました」という

声をよくいただいています。展示内容は、今後も２ヵ月をめどに変えていく予定

です。今後、他の企業ともコラボレーションしていきたいと考えています。 

  

グランド・マネージャー 中橋さやかさん 

店長 松田博文さん 

館長 上奈和広さん 
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アシックスストア大阪【 】

●ランニングスタイルを分析できる西日本唯一のストア ～本社とつながりお客さまの声を商品づくりにも活用～ 

ランニングを中心に、ベースボールやサッカーなどの商品を扱うアシックスストアの中では日

本最大のお店。ランニングラボという施設を持つ西日本唯一のストアです。ランニングラボで

は、8 つの測定項目によるシューズ選びからトップアスリート向けの効率の良いトレーニング

内容のアドバイスまで提供しています。ランニングには欠かせない栄養や食事の側面から、他

の出展社とのコラボも検討しています。また、他のストアと同じく、本社ともつながっている

ことからお客さまの声を商品づくりに活かしやすく、ランナーには、心強いショールームと言

えるのではないかと思います。 

 

ボーネルンドあそびのせかい【 】

●遊びと子育ての関係を実感 ～プレイリーダーが子どもの成長について相談に～ 

いろんな国の遊び道具を輸入販売しているお店と、室内遊び場「キドキド」で構成。「みんな

で子育てする社会をめざしたい」という大きな目標を掲げて、この梅田という場所に出店し

ました。日曜日には、ショップと「キドキド」利用の親子合わせて1200人が来店されます。

子育て世代や孫を持つアクティブシニアの来店以外に、学生も割と多く、目的を持つ人のほ

か、普通に遊びに来るカップル、機械関係の方たちもけっこういらっしゃいます。プレイリ

ーダーと呼ばれるスタッフがおり、子どもの成長について、可能な範囲で相談を受けていま

す。 

 

ダイキンソリューションプラザ「フーハ大阪」【 】

●空気と熱を幅広く体感・体験できるショールーム ～お客さまの声に“目からウロコ”～ 

空気と熱をテーマにした体感型ショールームです。「空気の気づきゾーン」では、ストレス度と

リラックス度を測定したり、ニオイが持つ生理的な作用を認識できるなど、従来のショールー

ムにはない構成が特徴です。湿度の違いなどで涼しさや快適さを体感できる展示室のほか、エ

アコンの原理を学んでいただく「ビッグエアコン」を展示。来場された方々へのアンケートで

は、「体験できるのがいい」というコメントが最も多く寄せられています。また、工場からは、

毎日技術者が出向いてきて展示ブースに立ち、お客さまの声を直接聞いています。一般の方の

率直な声を聞いて、“目からウロコ”ということも少なくないようです。 

 

積水ハウス 住ムフムラボ【 】

●自分らしい暮らし方や家づくりに気づくショールーム ～注目の暗闇体験「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」～ 

積水ハウス総合住宅研究所が運営する住まいのショールーム。15個の暮らしに関するテーマ

を展示。自分の住み方や暮らし方について、いろんなことに気付いていただける施設です。

いつどこでどんな暮らしをしたいのか、何年後だれと住んでいたいのか、好きな居心地感や

幸せを感じることなど、自分らしい暮らし方に気付くことで家づくりを考えるきっかけにし

ていただきたいと思っています。また「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」という暗闇体験が

注目されています。知らない人同士が暗闇の中に入り、体験することで、五感が研ぎすまさ

れ、声を掛け合うコミュニケーションが生まれ、人と人との距離が縮まっていくものです。

「対話」や「五感」の大切さについての気づきが多く、家づくりの研究テーマとしても深め

ていきたいと考えています。  

「フーハ大阪」館長 阿部真也さん 

住ムフムラボ館長 久保新吾さん 

店長 友岡翔太さん 

館長 小川知花さん 
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スイーツ・ラボ 【 】

●パティシエが作った限定スイーツに出会える場所 ～スイーツを学び、実践もできるショールーム～ 

スイーツの世界で活躍する人材を育てる「スイーツ学専攻」を持つ大手前大学が出展。スイーツ

に関する“学び”“情報発信”“交流”の３つのスペースで構成しており、講座、スイーツ商品な

ど、スイーツにかかわるもの全般に触れることができます。こちらで提供しているスイーツには

全て製作者の名前を出しており、これによりお客さまとの距離感を近いものにしています。また、

メーカーさんや地方自治体などから発せられたスイーツの素材や果物などを、我々が具現化し商

品化する、消費者と生産者との交流の場ともしたいと考えています。その他、定期的に開催して

いるスイーツ教室では、上級コースまで進んだ方のスイーツの店頭販売も検討しています。 

 

好日山荘【 】／ 【 】

●山の魅力を発見できるショールーム ～山登りからボルダリングまで～ 

登山学校の机上講座とアウトドア用品を取りそろえた「好日山荘」と、ボルダリングに挑戦や体

験などのスクールを開催しているジム「GRAVITY RESEARCH UMEDA」。登山学校は、山の

勉強の机上講座に加え、ツアー会社による山登りなども紹介しています。メーカーの開発話など

もあり、お客さまの商品選びにも生かされているようです。ボルダリングは、平日でも朝から賑

わい、見学している方も多く、潜在的な意識の方は多いようです。学びと体験を通して山の魅力

を発見していただけるショールームだといえると思います。 

 

 

大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）【 】

●「キッチンから始まるダイニングリビング」がテーマ ～ぶらりと気軽に寄れる住まいのショールーム～ 

キッチンからバスルーム、家具まで、９つの企業とシーテラスというイベントスペースがあるシ

ョールーム。グランフロント大阪という巨大な商業施設にあることから、誰でもぶらりと気軽に

寄っていける場所です。シーテラスでは、“美人塾”と呼ばれるイベントを開催。ベッピンな生活

の送り方をコンセプトに、食をはじめ、さまざまなコラボイベントが目白押しです。幅広い人が

気軽に立ち寄っていける場所だけに、出展社サイドも普段着の人たちとの出会いが広がり、距離

がぐっと近づいたことで、これまでにはない刺激となっています。 

 

ロート製薬【 】

●健康と食事の働きを伝えていきたい ～福利厚生の一般開放から始まったレストランとリラグゼーションサロン～ 

ロート製薬が福利厚生の一環でおこなっていた「Smart Camp」（薬膳の社食、リラクゼーショ

ンサロン）を、よりブラッシュアップした店舗をナレッジキャピタルに出店しました。フレンチ

の巨匠の三国シェフとのコラボで実現した薬膳フレンチレストラン「旬穀旬菜」、リラクゼーショ

ンサロン「ホリスティックラボ」を展開しています。単にレストランを出すのではなく、お客さ

まの健康をしっかり守り、旬の食材には季節の体調とかを気遣えるような働きがあることなど、

食事の働きを伝えていくのが目的です。また、レストランで使う野菜を施設内の植物工場で栽培

する植物展示にも大きな反響をいただいています。お客さまからの声に応えて、レストランで気

に入っていただいたものを販売できるような形を今後検討しています。 

  

ストアチーフ 吉村教匡さん 

営業部リーダー 渡辺信二郎さん 

店長 杉山豊さん 

店舗運営部長 中川喜隆さん 
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近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所【 】

●養殖魚が美味しい“ワケ”を伝えたい ～魚の誕生日がわかる世界で唯一？のレストラン～ 

ヒラメやマダイ、シマアジ、そしてクロマグロなど、今までに 18 魚種の種苗生産に成功した

近畿大学の研究成果を味わえるレストランです。店舗で提供する魚は近畿大学で育てた魚です。

これらの魚については、孵化した日や与えたエサや薬などの生産履歴を店内の iPad を使って

お客さまに開示しております。つまり、「魚の誕生日がわかる世界で唯一のレストラン」と言え

るかもしれません。こういったことから、養殖魚への理解を深めていただくことを狙っていま

す。魚の処理と鮮度にもこだわりがあります。研究所のいけすでの取り上げ作業においても、

身を痛めないよう迅速に行い、新鮮なまま店舗まで輸送しております。養殖の安全性はもち

ろん、味の面でもお客さまより「おいしい」との声を多くいただいております。また、近畿

大学水産研究所は、和歌山県内に５つの拠点があることから、和歌山県庁や和歌山県内の各

企業とのコラボという新たな展開も進めております。 

 

淀川キリスト教病院附属うめきたクリニック【 】

●病気にならないために体のケアができるメディカルサロン ～がんに特化した健診センター～ 

がんに特化した健診センターとして、会員を対象に病気にならないためのケアと、早期発見

に主軸を置いたメディカルサロンです。40代、50代が中心ですが、30代や20代でがん健

診を受けられる方もおり、健康への意識が高まっている様子がうかがえます。特徴は、リラ

ックスしていただける空間づくり、受診する方の希望にあった健診内容を提供できるような

オプションも豊富に取り揃えていることと、当日に受診結果が出て、本院の予約を取るなど

ロスタイムなく受診の段取りができることです。また、CT・MRI などの健診の最新機器を

取り揃えることで、病変の早期発見にも貢献しています。従来の人間ドッグのような年1回

の健診だけでなく、継続して健康が保てるようにお支えしたいと思っています。 

 

院長 向井 秀一さん 

近畿大学ベンチャービジネス推進

事業本部 

石原克人さん 


