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第１期生募集 2023 年 1月開講

中堅・中小企業のリアルな事業成長課題の解決に挑戦

   Customer Value
   Co-creation Program

顧客価値
共創プログラム

I-site  なんば

■ 企業経営者やリーダーと共に価値創造を経験できる
■ 顧客価値を生み出す知識とスキルが身につく
■ 就職活動やビジネスネットワーク作りに有効

企業との価値創造に関心のある学生なら学部・学年不問！

Work ing on the chal lenge
to solve real  business  growth issue for  SMEs

＠



シラバスイメージ

対面

週 1回×8回＝2カ月でリアルな企業課題を
解決する企画をアウトプットします。

最終回は企業へプレゼンテーションを行い、　
採用されれば社会実装の可能性も！

「I-site なんば（※）」 でのリアル講義と
オンラインの併用でプロジェクトを推進。

※開催場所 I-site なんばへの
アクセスはQRコードから

本プログラムの概要

第0回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

シラバスイメージ

プロジェクト合同オリエンテーション  9:00-10:30

現地視察 or 担当者プレゼンテーション

方針の 「３つのW」（Who,What,Why）を考える

議論を通じて方針の 「解像度」 を上げる

企画の 「5W1H」（3W+Where,When,How）を考える

議論を通じて企画の 「解像度」 を上げる

企画の 「ビジネス構造」 と 「収支構造」 をアウトプットする

相手をハッとさせる 「伝え方」 を突き詰める

企業へのプレゼンテーション＆担当者からの講評

1/14

2/4

2/11

2/18

2/25

3/4

3/11

3/18

3/25

① 実際の企業との価値創造体験を通じて、
　 「マーケティング」 と 「プロジェクトマネジメント」 スキルを学べる。

② 学生生活と並行しながら、企業でのインターン経歴を作れ、
    ビジネスモデルを構築する経験もできる。

③ 参加費無料、プログラム修了者には高度人材育成推進センターから
　 「顧客価値共創プログラム修了認定」 を付与。

KANDO株式会社
代表取締役 / プロジェクトトレーナー　高橋輝行 
東京大学大学院理学系研究科卒。2000年、博報堂入社。営業職としてベネッセコー
ポレーション、アスキー、ゲーム会社等の広告ブランディングを推進。その後、SBI
グループの知財コンサルティング会社を経て、2007 年に経営共創基盤（IGPI）に参画。
チケットぴあに出向し経営再建を主導。2010 年 KANDO 株式会社を創業、中堅・
中小企業を中心に 100 社以上で新商品 /新事業開発プロジェクトを推進。
桜美林大学大学院経営学研究科（MBA）非常勤講師（プロジェクトマネジメント専
門）、デジタルハリウッド大学院客員研究員（新規事業専門）

本プログラムの特徴

本プログラムの講師
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概要

募集人数

日程

人生 100 年時代となる一方で、コロナ禍で歩かない、
歩けなくなるシニアが増えています。本プロジェクトでは、
シニアが楽しく歩き健康を維持する世界を実現します。

内容 シニアの歩行を促進・支援する器具や靴、サービス、
イベント等の企画案を作成します。IT を活用した案も
ウェルカムです。

対象 シニアを元気にしたい想いとアイデアのある学生や、
医学部・リハビリテーション学科でシニアの身体機能の
研究をしている学生。

３～５名　※募集人数を越えた場合は選考

2/4 ～ 3/25 毎週土曜 9:00～10:30

www.shima-seisakusyo.com

● プロジェクト担当者より一言

島製作所 代表取締役の島義弘です。弊社では、
日ごろから杖やシニアカート等、シニアの歩く
を支える器具を企画開発しています。今回は、
学生さんの目線から、シニアの足を元気にする
面白い企画を考えて頂けると幸いです。

会社 HP

第１期　参加募集プロジェクト

「歩くよろこび　いつまでも」
足からシニアの健康を実現
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シニアの健康寿命を 「歩くことから伸ばす」 プロジェクト
Presented by 株式会社 島製作所



概要

募集人数

日程

海外では倉庫をオフィスや、アートイベント等での利用が
盛んです。海の見える舞洲倉庫で、人の心がワクワクする
サービスやビジネスを実現します。

内容 高さ 6 メートルほどある巨大な倉庫空間を活かした、
面白いイベントやサービス、使い方等の企画案を作成
します。

対象 倉庫を使った新たなビジネスに興味のある学生や、
空間を活かしたイベントやサービスを考えてみたい学生。

３～５名　※募集人数を越えた場合は選考

2/4 ～ 3/25 毎週土曜 10:30～12:00

www.tanigawa-net .co. jp

● プロジェクト担当者より一言

谷川運輸倉庫 代表取締役の谷川隆史です。
弊社は創業 120 年（1901 年創業）の老舗
の物流会社です。関西や中国・四国を中心に
30 以上の倉庫があります。今回は、若さあふ
れる皆さんの感性を活かして、思い切った倉庫
活用方法の提案を期待しています。

会社 HP

海の見える舞洲で、人の心を
ワクワクさせる倉庫の活用を考えます

第１期　参加募集プロジェクト
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海に隣接する倉庫から 「感動を生み出す」 プロジェクト
Presented by 谷川運輸倉庫株式会社



概要

募集人数

日程

中堅・中小企業の 「はたらくを面白くする」 プロジェクト
Presented by 辻産業有限会社

これからの日本企業は、新たな価値を生み出す働き方が
より求められます。私たちは、オフィスや住空間を使い方を
工夫することで、楽しく前向きに働ける社会を実現します。

内容 オフィスや自宅、外出先等で働くことを楽しく、前向きに
するサービスやアプリ、イベント等の企画案を作成します。
面白いビジネスアイデアには出資も予定しています。

対象 これからの日本社会において、よりよい働き方を考えてみた
い、ビジネスをしてみたい想いとアイデアを持つ学生なら
誰でも OK。

３～５名　※募集人数を越えた場合は選考

2/4 ～ 3/25 毎週土曜 13:00～14:30

www.tsuj i -sangyo.com/

● プロジェクト担当者より一言

辻産業 営業部長の山本真次です。弊社は
1956 年 創業以来、テナント企業の事業を伸
ばしたいという想いを持って、不動産賃貸、
開発、管理を行ってきました。今回は、ビジ
ネスパーソンの 「はたらく」 を面白くする
アイデアやビジネスをお待ちしています。

会社 HP

従業員がやりがいを感じて
働ける社会を一緒に実現

第１期　参加募集プロジェクト
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第１期　参加募集プロジェクト

有機農家と企業を繋げ
新ビジネスを創造しませんか？

概要

募集人数

日程

企業へ有機農家の農園の一部を貸し出し、農業体験を通
じて新たな事業アイデアの創出を狙った 「千菜一遇 農 en」 
を通じ、農業を活かした新ビジネスを実現します。

内容 様々な企業と有機農業とのコラボによって、新たな価値を
創造する企業向け提案書を作成します。コラボは 「京都嵯
峨野地区」 の有機農家を予定。　　　　　　　　　　　

対象 農業に関心のある学生や、農業を活用した新しいビジネス
に興味のある学生。

３～５名　※募集人数を越えた場合は選考

2/4 ～ 3/25 毎週土曜 14:30～16:00

www.senzai ichigu.com/nouen/

● プロジェクト担当者より一言

大治代表取締役の本多諭です。弊社は東京
大田市場の仲卸会社です。全国各地の農家と
取引する一方で、農家と企業を結ぶことで
新たなビジネス創出を支援しています。今回
は、企業向けに農業を活用したビジネス提案
を一緒に考えましょう。

千菜一遇 農 en 
HP
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有機農家 × 企業で 「新ビジネスを生み出す」 プロジェクト
Presented by 株式会社 大治



https://forms.office.com/r/JaziikRpxN
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「総合知を活用し、新たな価値を多様な人と共創する」今後、皆さんがどのよう
な社会に歩みだそうと、将来必ず必要とされるスキルの一つです。このプログラ
ムでは、これまでにそういった活動経験がない人でも、自然にその体験ができる
ように設計されています。普段の大学生活では交わらない社会人の方々と、とも
に考え、工夫し、また顧客となる人の意見を集約していくことで、新しい価値を
創造する経験ができるはずです。これらの学びは、何よりも楽しく、そして刺激
的な体験になります。是非、積極的に参加し、価値創造のスキルアップや企業と
のネットワーク作りに役立ててください。

Step１Step１
QR コード
URL から申込

Step2Step2
必要事項を入力

Step3Step3
22ʼ 12/26( 月 ) までに
メールで通知

＃ 定員を超えた場合は、「志望動機書」により選考、キャンセルは原則不可
# 第一希望から第三希望まで選択可

申込期限 参加スタンス 修了認定要件

12/23( 金 ) 面白いアウトプットを
突き詰める

講座参加とプロジェクト
企画案提出

申込方法

申込・参加の際の注意事項

大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター長　松井 利之

大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター
TEL：072-254-8265　　E-mail：gr-idec-jinzai@omu.ac.jp

【 本プログラムに関するお問い合わせ 】
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