
都心型オープンイノベーション拠点「Xport」
概要説明

2020年7月



Xportとは

大阪工業大学 梅田キャンパス８階
ロボティクス＆デザインセンター

◆試作のための最先端機器を配備（3Dプリンター、
レーザー加工機、CNC加工機等）

◆約100名が同時にワークショップを行える約1,000㎡
のスペース
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Xport［クロスポート］は、大阪商工会議所と大阪工業大学が
2018年4月に創設したオープンイノベーション拠点
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◆多様な交流機会を通じた新事業・新ビジネスの創出
◆産学連携ＰＢＬ教育を通じた企業の課題解決

ミッション

ミッション・運営体制

区分 対象 年会費

正会員

大企業 50万円／社（税込）

中堅・中小企業
※中小企業基本法で定められる
「中小企業者」の定義に該当する企業

5万円／社（税込）

スタートアップ、学生等
※スタートアップは、上記「中小企業者」のうち
資金調達額10億円未満かつ設立5年以内の企業

無料

賛助会員

支援パートナー

無料メンター

アドバイザー

運営体制



実施事業一覧
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会員情報交換会

事業共創フューチャー・ラボ

ビジネスミートアップ

ネットワーキングプログラム

産学連携PBL

試作支援事業

海外連携プログラム

会員相談会

海外の機関等とも連携して講演会やセミナー、ワーク
ショップを開催するほか、海外企業の招聘、会員の海
外派遣を通じて、海外企業との連携を支援する。

Xport支援パートナーとも連携して、テーマ別の勉強会
やセミナー、ワークショップ等を開催し、業種や規模を超
えた幅広いネットワークの構築を支援する。

多様な企業・個人を対象にした定例会を毎月開催し、
会員の事業紹介の場を設けて、新たなビジネスパートナ
ーとの出会いを支援する。

開設記念事業
毎年4月に、大規模なセミナー、ワークショップを開催し、
企業の課題解決、新規事業・新ビジネスの創出に関す
る最新情報を提供する。

会員限定

会員限定

会員限定

会員限定

会員優待

会員の要望を踏まえたテーマを示して事業提案を募り、
会員を対象にしたプレゼンテーション会を通じて、ビジネ
スマッチングを支援する。

企業が課題を提示し、教員の指導の下、学生がデザイ
ン思考を活用して解決策を提案する（大阪工業大学
生対象の「RDクラブ」、国内外の幅広い大学院生対象
の「国際PBL」の2種類）。
※会員には、優先権と参加費割引を適用する。

会員の要望に応じて、Xportの他の事業で生まれたビ
ジネスアイデアの具体化をサポートする。
※サポート時には、必要に応じてXport支援パートナー
を紹介する（費用は、別途実費）。

会員の要望に応じて、ビジネスアイデアを「見える化」す
るための簡易試作を支援する。

メンターや会員の新規事業担当者が一定時間、
Xportに滞在し、会員からの相談に応じる。

会員限定

交
流

課
題
解
決

新
事
業
創
出



交流事業
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会員情報交換会
多様な企業・個人を対象にした定例会を毎月開催し、
会員の事業紹介の場を設けて、新たなビジネスパートナー
との出会いを支援します。

開設記念事業
毎年4月に、大規模なセミナー、ワークショップを開催し、
企業の課題解決、新規事業・新ビジネスの創出に
関する最新情報を提供します。

ネットワーキングプログラム
Xport支援パートナーとも連携して、会員・非会員問わず
参加できるテーマ別の勉強会やセミナー、ワークショップ等を開催し、
業種や規模を超えた幅広いネットワークの構築を支援します。

海外連携プログラム
海外の機関等とも連携して講演会やセミナー、
ワークショップを開催するほか、海外企業の招聘、
会員の海外派遣を通じて、海外企業との連携を支援します。



課題解決事業

6

ビジネスミートアップ
会員の要望を踏まえたテーマを示して事業提案を募り、 Xportメンターによる提案のブラッシュ
アップ、会員を対象にしたプレゼンテーション・ビジネスマッチングを行います。

産学連携PBL
企業が課題を提示し、教員の指導の下、学生がデザイン思考を活用して解決策を提案
します。大阪工業大学生が対象の「RDクラブ」と、国内外の幅広い大学院生が対象の
「国際PBL」の2種類があります。※会員は、参加（課題提示）の優先権と参加費割引が適用されます。

[RDクラブ]
【対 象】大阪工業大学の主に1～3年生
【参加学生】100名程度
【参加企業】15社程度
【活動スケジュール】４月～10月

4月 説明会
5月 企業からの課題提示

10月 アイデア発表会（学園祭）

[国際PBL]
【対 象】大阪工業大学（日本）、国民大学（韓国）、

台北科技大学（台湾）、EPITECH（フランス）の主に大学院生
【参加学生】30名程度
【参加企業】3社程度
【活動スケジュール】7月～8月

課題分析(大阪)→アイデア生成、初期プロトタイプ開発(韓国)
→ 機能評価のプロトタイプ開発・評価、最終報告(台湾)

【テーマ設定・
エントリー受付】

会員の要望を踏まえ、事務局や
会員がテーマを設定し、提案を
募集します。

【書類審査】

提案内容の書類審査を行い、
登壇企業をセレクションします。

【事前ヒアリング・
メンタリング】

プレゼンテーションに向けて、
Xportメンターが提案内容の
ブラッシュアップを行います。

【プレゼンテーション・
マッチング】

会員向けにプレゼンテーション、
ビジネスマッチングを行います。



新規事業創出事業
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事業共創フューチャー・ラボ
会員の要望に応じて、Xportの他の事業で生まれた
ビジネスアイデアの具体化をサポートします。
※サポート時には、必要に応じてXport支援パートナーを紹介します

（費用は、別途実費）。

試作支援事業
会員の要望に応じて、Xportに配備された最先端機器
（3Dプリンター、レーザー加工機、CNC加工機等）を
活用し、ビジネスアイデアを「見える化」するための簡易
試作を支援します。

会員相談会
Xportメンターや会員の新規事業担当者が一定時間、
Xportに滞在し、会員からの相談に応じます。



参考資料
（開設後２年間の活動実績）
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（９８社・名（個人含む））※2020年3月19日時点

＜正会員：幹事企業２社＞
コニカミノルタ㈱、大和ハウス工業㈱

＜正会員：大企業１１社＞
伊藤忠商事㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社、大阪ガス㈱、㈱オプテージ、ギャランツジャパン㈱、
牛乳石鹸共進社㈱、㈱十川ゴム、日本コンベンションサービス㈱、㈱博報堂、日立造船㈱、
㈱三井住友銀行

＜正会員：中堅・中小企業 ２９社＞
㈱アテックス、㈱Ｅ・Ｃ・Ｒ、㈱ヴォーナ、㈱エクス、大阪地下街㈱、キープラン㈱、協和テクノロジィズ㈱
ゴールデンダンス㈱、㈱サクラクレパス、㈱Surpass、㈱三共、サントリーシステムテクノロジー㈱、
㈱システムデバイステクノロジー、㈱システムネットワーク、ジャトー㈱、㈱ソフトウェアコントロール、
㈱第一コンピュータサービス、タカラベルモント㈱、㈱竹中製作所、㈱TMコミュニケーションズ、
㈱ニッコー、㈱日本ビジネス開発、パソナ・パナソニック ビジネスサービス㈱、フジキンソフト㈱、
フセハツ工業㈱、㈱マコト電気、ヤマックス㈱、㈱ユニオン、米田産業㈱

＜正会員：スタートアップ、一人メイカー、学生５６社・名＞
(同)AITAID、㈱アッテミー、アップリズム㈱、(同)アドエア、App Factory ㈱、㈱AmaterZ、
Inseed Co., Ltd.、㈱インフォメーションプラスティ、Well Coming Company 、㈱エーエスピー、Guidable㈱
㈱Catalu JAPAN、㈱CAN EAT、Quiny株式会社、courage courage、㈱クレートス、㈱Gloridge、
㈱Keigan、(一社)GOTO2025プロジェクト、㈱ゴロー、㈱昆虫食のentomo、ジェイ・キャス㈱、
(同)JEGPRO、ジョブクエリ、スパイスキューブ㈱、スポーツ・ローカル・アクト㈱、㈱Ｓｏｃｉａｌｉｓ、㈱大光、
DynaSys、ダゼロ㈱、Changeit.Link、㈱適正地盤構造設計、㈱DECOH、㈱トラベルテックラボ、㈱toraru
NeuralPort㈱、㈱No Limit、博新商事㈱、ハートテクノロジーズ㈱、balconia㈱、パンラエル㈱、
PaylessGate㈱、マイクロバイオファクトリー㈱、Yaoki & Company (同) 、㈱Ratneko、㈱Roots、
㈱RAWCREW、180㈱、個人会員８名

会員（正会員）



10

＜支援パートナー３９機関＞
IoT.makeBootcamp、(一社)あさひ会 最速3億超え、RPA COMMUNITY、(一社)EO Osaka、
池田泉州キャピタル㈱、(特非)インデペンデンツクラブ、㈱エクサイジングジャパン、
(特非)大阪NPOセンター、大阪市・大阪イノベーションハブ、大阪府、
(一社)オープンイノベーション促進協議会、Garage Taisho、Garage Minato、
(一社)関西ニュービジネス協議会、近畿経済産業局、近畿財務局、㈱QUANTUM、 Global Digital Mojo㈱
Co-cS㈱、(特非)生態会、株式会社ジェネシスホールディングス、
(学)先端教育機構（事業構想大学院大学）、(独法)中小企業基盤整備機構、㈱日本経済新聞社、
㈱日本政策金融公庫、日本ベンチャーキャピタル㈱、(独法)日本貿易振興機構(JETRO)大阪本部、
ノイエス㈱、ハックベンチャーズ㈱、 ㈱Human Hub Japan、Billage OSAKA、FAAVO大阪 by campfire、
フォースタートアップス㈱、ベンチャーコミュニティー、㈱マクアケ、メビック扇町、㈱Monozukuri Ventures、
ユニコーン㈱、㈱ルートナイン

＜メンター ７名＞
 ㈱QUANTUM 井上 裕太 氏
 (同)SARR 松田 一敬 氏
 ㈱Monozukuri Ventures 牧野 成将 氏

 ㈱日本総合研究所 東 博暢 氏
 シナジーマーケティング㈱ 谷井 等 氏
 パナソニック㈱ 足立 崇彰 氏
 ㈱Human Hub Japan 吉川 正晃 氏

＜アドバイザー４名＞
 大阪大学 森下 竜一 氏
 京都大学 椙山 泰生 氏
 神戸大学 忽那 憲治 氏
 立命館大学 名取 隆 氏

会員（賛助会員） ／ Xport役員

＜Xport役員＞
 会 長 近藤 博宣 （大阪商工会議所常務理事・事務局長）
 副会長 松井 謙二 （大阪工業大学ロボティクス＆デザインセンター センター長

ロボティクス＆デザイン工学部システムデザイン工学科教授）
 監 事 山﨑 篤 （株式会社ルートナイン 代表取締役）

（３９機関・１１名）
※2020年3月19日時点



事業メニュー
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（１）課題解決プラットフォーム「フューチャー・ラボ」
（２）ビジネスミートアップ
（３）ネットワーキングプログラム
（４）産学連携PBL

交流事業

研修事業

拠点内で様々な交流機会を創出し、新たな価値創造を目指す。

オープンイノベーションに不可欠なノウハウを習得するための各種研修を実施する。

試作支援事業

拠点に配備された最先端機器を活用し、ビジネスアイデアを「見える化」するための 簡易
試作を支援する。

海外連携プログラム
海外企業の招聘、会員の海外派遣を実施し、海外企業との連携を通じた課題解決を支
援する。

知財関連アドバイス

すべてのビジネスシーンにおけるあらゆる知的財産の課題について、その解決をサポートする。

開設記念事業・会員情報交換会



開設記念事業
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（1）「開設記念シンポジウム」

スタンフォード大学のタマラ・カールトン講師による講演 オープンイノベーションに関するパネルディスカッション

（2）「開設1周年記念事業」

スタンフォード大学のタマラ・カールトン講師による
デザイン・イノベーションワークショップ

ギャランツグループの梁恵強副会長による講演



会員情報交換会
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（1）第１回

（2）第２回

大阪工業大学の長谷川准教授による講演 会員交流会

会員による活動報告後、パネルディスカッション 会員交流会



交流事業 （１）課題解決プラットフォーム「フューチャー・ラボ」 概要

Ｘｐｏｒｔの会員で、
新規事業創出に課題を有する大企業等から幹事企業を募る

※幹事企業 ： Ｘｐｏｒｔを活用した事業を企画・運営する
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共通課題を有する企業のオープンイノベーション、新規事業創出を支援

幹事企業教員

一人
メイカー

企業

学生
企業

一人
メイカー

企業

企業

幹事企業がテーマ・戦略（オープンイノベーションポリシー）を提示し、
賛同する会員との拠点内での交流を通じて、チームを組成

同業種

異業種

協調領域（拠点内） 競争領域（拠点内外問わず）

幹事企業

企業
一人
メイカー

幹事企業

教員

学生
企業

チーム組成 プロジェクト初期（ＮＤＡ） プロジェクト活動

幹事企業

教員

学生
企業

新規
事業
創出

必要に応じて、具体化のためのプロトタイピングに拠点を活用

協
調
と
競
争
の
線
引
き



[関係先紹介]
43機関 62名

[説明会開催]
大阪：56名参加
東京：71名参加

[エントリー]
72件

交流事業 （１）課題解決プラットフォーム「フューチャー・ラボ」 実績

（1）オープンイノベーションプログラム ～Build the Future.築こう、未来を。
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大和ハウス工業が、
15分野のテーマを設定

他の企業・団体がもつ技術
やノウハウ、アイデアを募集

企業連携で
新事業創出へ

【実績】
プロジェクト組成3件
・宅内環境制御
・住宅IoT等
・建設省人化

（2）「２０３０年の暮らし」研究会

大和ハウス工業が、「２０３０
年の暮らし」をテーマとして提示

様々な分野の専門家、企業等が参画し、
Xport会員も交えて繰り返し議論

ビジネスアイデアを抽出し、
連携して新事業創出へ

[第1期]
「ＡＩ」「デザイン、ブロックチェーン」「健康・医療」
「都市像・都市計画」

[第2期]
「新事業創出に関する思考法」「データサイエンス」
「デジタルマーケティング」「起業家が想像する未来」

【実績】
アイデア抽出2件
・VR空間の活用
・健康分野の新展開



交流事業 （２）ビジネスミートアップ 概要
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Ｘｐｏｒｔ会員の要望を踏まえ、
ビジネスミートアップのテーマを設定

事業提案者と連携希望企業をマッチング、
新ビジネス創出を支援

テーマにふさわしい事業提案者を探索、
Ｘｐｏｒｔのメンターが提案をブラッシュアップ

提案者： 中堅・中小企業、スタートアップ、一人メイカー、 学生等

事業提案

事業提案後の交流会

Ｘｐｏｒｔ会員を対象にした
事業提案の場を提供

開催頻度： 年3～4回程度



テーマ設定
提案募集

書類審査
事前ヒアリング

メンタリング
プレゼンテーション

マッチング

交流事業 （２）ビジネスミートアップ 実績
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[第1回]
「安心・安全」

[第2回] ※デジタルMDF共催

「デジタル技術を活用した健康・医療」
[第3回]
「地下街の夜間空間の活用」
大阪地下街㈱

[第4回]
「お風呂でシニアの健康づくり」
牛乳石鹼共進社㈱

[第5回]
「10歳若返り」

[第1回]
エントリー:7件
審査通過:7件

[第2回]
エントリー:7件
審査通過:6件

[第3回]
エントリー:12件
審査通過:4件

[第4回]
エントリー:12件
審査通過:7件

[第5回]
エントリー:11件
審査通過:7件

[第1回]
（合）SARR 松田一敬氏
[第2回]
元オムロンヘルスケア㈱小林洋氏
（合）SARR 松田一敬氏

[第3回]
㈱QUANTUM 井上裕太氏

[第4回]
㈱QUANTUM 井上裕太氏

[第5回]
パナソニック㈱ 足立崇彰氏

[第1回]
60名参加

[第2回]
61名参加

[第3回]
31名参加

[第4回]
33名参加

[第5回]
3/4開催予定

【実績】
[第1回] システム開発企業×マンション管理企業、電池メーカー×電気製品販売店
[第2回] 電子機器製造企業×システム開発企業
[第3回] 大阪地下街㈱×エンターテインメント企業
[第4回] 牛乳石鹸共進社㈱×システム開発企業



交流事業 （３）ネットワーキングプログラム 概要

Ｘｐｏｒｔの会員以外でも参加できる
テーマ別の勉強会や技術講演会を実施

様々な業種・規模の企業・個人との
ネットワーキングの機会を提供

多様なネットワーキングによる
新たな価値創造を目指す

※Ｘｐｏｒｔ主催事業のほか、大工大、大商の事業の一部を共催として実施
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交流事業 （３）ネットワーキングプログラム 実績

大商、大工大との共催事業も含め、85件のセミナー・講演会等を実施
（参加者：延べ6,358人）

(1)学生起業家とのネットワーキング勉強会

[Xport独自事業 一例]

高校もしくは大学在学時に起業した学生起業家５名が登
壇。Xport会員に対して、自社の事業内容や企業経験談
についてのプレゼンテーションし、ディスカッションする。

(2)シリコンバレー流☆創発コミュニティ 定例会
世界で最も発達したイノベーション・エコシステムを有する米
国シリコンバレーを知る帰任者が発起人となり、多様な主
体が自発的に相互交流できる場（コミュニティ）。２カ月
に１回定期開催（原則、開催月の第２水曜日）し、創
発を通じて、参加者個人やコミュニティ自体も成長していくこ
とを目指す。

19

(3)事業・技術交流コミュニティ 定例会
→2020年度より「会員情報交換会」として発展改組
Xport会員企業が自社の取り組みや技術を紹介し、Xport
会員以外、学生も含めた交流、意見交換、交流を深め、新
規事業開発を目指す場（コミュニティ）。１カ月に１回定期
開催（原則、開催月の第１水曜日）。
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交流事業 （４）産学連携PBL 概要

Ｘｐｏｒｔ会員から
解決したい課題を学生に提示

教員による指導の下、デザイン思考のプロセスを活用して、
学生が課題解決のアイデアを検討

ユーザー視点、若者視点を生かした課題解決を支援

※PBL（Project-Based Learning：課題解決型学習）
：設定された課題に対して、学生が10人程度のチームを組み、協働で解決をめざす学習手法

※課題を提示した企業は、メンター的な立場で検討に参画

大阪工業大学が実施する産学連携ＰＢＬに参加

学生が検討したアイデアを発表

学生への課題提示

アイデア発表会
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交流事業 （４）産学連携PBL 実績

（1）RDクラブ

（2）国際PBL

参加企業 提示した課題

牛乳石鹸共進社㈱ IoTを利用したお風呂の提案

ゴールデンダンス㈱ 会話しながら音楽が楽しめる骨伝導ヘッド
フォン、骨伝導デバイスのデザイン

サントリーシステムテクノロジー㈱ 思わず買いたくなる自動販売機

㈱システムデバイステクノロジー ゆるいIoTデバイスのデザイン ビジネスモデル
の検討及び実行

大和ハウス工業㈱ 5Gに対応したコネクティッドルームの活用法

㈱竹中製作所 商品化可能なロボットの衣装デザインなど

パソナ・パナソニックビジネスサービス㈱ VRer!で創る、新しいカタチのコンテンツ

㈱ニッコー 折り畳んで展開できる、ラックにもデスクにもなる家具

㈱Ｅ・Ｃ・Ｒ ドローン操縦を体験しながら、新たなドローン
活用法を考えてみよう！

[対象]
大阪工業大学の1～3年生

[参加学生]
80名

[参加企業]
9社

[活動スケジュール]
4月 説明会
5月 企業からの課題提示

11月 アイデア発表会（学園祭）

【実績】
・アイデアをもとに試作品製作、
特許を取得し、展示会に出展
・アイデアをクラウドファンディングに掲載、
資金調達を目指す

[対象]
大阪工業大学（日本）、国民大学（韓国）、台北科技大学（台湾）の大学院生

[参加学生]
18名（3大学から6名ずつ）

[参加企業と提示した課題]
2社（大阪ガス㈱「健康・長寿、快適な暮らし」、大和ハウス工業㈱「移動空間」

[活動スケジュール]
7月～8月 課題分析（大阪）→ アイデア生成、初期プロトタイプ開発（韓国）

→ 機能評価のプロトタイプ開発・評価、最終報告

【実績】
プロトタイプをもとに製品化を
検討



研修事業 概要・実績
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(1)新規事業プランニング講座
新規事業のアイデアや企画、ビジネスプランを事業化するために
必要な基礎知識を網羅的に体得し、事業提案企画書としてま
とめあげることを目指す。毎月１回、全6回の連続講座。

(2) 『商い』に必要なブランディングデザインシンポジウム
“商い”において成功をおさめてきた企業に焦点を当て、経営
者は何を考え、 デザイン思考をどう捉え、活用してきたかを
学ぶ。 １日講座。

(3) 「ニーズとシーズの見える化でイノベーションを生む
～Tech Structureによる

モノづくり・コトづくりの情報整理～」講座
市場ニーズと製品・技術シーズを構造化して考える「Tech Structure
」という手法を活用して、マーケットインとプロダクトアウトの２つの視点を
両立させた新製品・新技術開発の手法を学ぶ１日講座。

オープンイノベーションに不可欠なノウハウを習得するための
各種研修を実施



試作支援事業 概要

対 象：Xportでの活動を通じて、試作品の作成が必要となった企業・団体、
グループ、一人メイカー、学生等（工作機械の使用については、
試作内容、使用機械、スケジュール等について事前相談が必要）

費 用：無料（材料費等の実費は自己負担）

試作に成功した製品は、
Ｘｐｏｒｔの会員へ紹介

ビジネス性があると判断された案件は、
会員との連携により量産、販路開拓を支援

拠点に配備された最先端機器（3Dプリンター、レーザー加工機、
CNC加工機等）を活用し、ビジネスアイデアを具体化、

「見える化」するための簡易試作を支援

23



海外連携プログラム 概要

24

シリコンバレー

深圳

イスラエル

シンガポール

テムズバレー

大阪

大阪工業大学、大阪商工会議所のネットワークで、
海外の大学、アクセラレーターと連携

Ｘｐｏｒｔの会員を海外に派遣

海外企業との連携を通じた課題解決を支援

台北

スペイン
ミュンヘン

ボストンシアトル

海外企業をＸｐｏｒｔに招聘

連携機関によるコンサルティング、
研修事業（ブートキャンプ）、現地企業

とのネットワーキング等を実施

ビジネスミートアップ、セミナー、
商談会、現地企業とのネットワーキング

等を実施

※Ｘｐｏｒｔ主催事業のほか、大工大、大商の事業の一部を共催として実施



海外連携プログラム 実績
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(1)Ｘｐｏｒｔの会員を海外に派遣

「中国・珠江デルタ経済圏視察」
ドローンの業界団体「中国ドローン産業連盟」、新技術の産業利用
やベンチャー企業育成に熱心な深セン清華大学研究院の投資
機関「LeaguerX」と連携の枠組みを構築。

「シリコンバレー・シアトル視察団」
Xport開設シンポジウムで講演されたスタンフォード大学のタマラ・
カールトン講師と今後の連携強化について意見交換。

(2)海外企業をＸｐｏｒｔに招聘

「米国起業・投資家が語る『起業』を成功に導く秘訣」
米国務省教育文化局の招聘事業の一環で来日した起業家、
エンゼル投資家のマリナ・ハツォーポロス氏によるセミナー。

シリコンバレーと日本のAgeTech企業 「ヒューマン・エンハンスメント
テクノロジーで高齢化社会に挑む」

アメリカ大使館、北カリフォルニア・ジャパン・ソサエティとの共催。
「AgeTech」分野の日米のスタートアップが事例発表し、参加者と
意見交換、交流。

セミナー「欧州大企業で採用される有力なイノベーション攻略法」
欧州大企業のイノベーション・プロジェクトで豊富な実践経験を持つ
アントレプレナーのダン・トマ氏によるセミナー。



知財関連アドバイス 概要・実績
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日本唯一の知財学部・大学院の知財エキスパートが、
すべてのビジネスシーンにおけるあらゆる知的財産に関わる

課題の解決をサポート

対象 事業内容

知財人材育成
支援

・セミナー・シンポジウム、公開講座、出前授業
・社内知財専門家の育成
・経営企画、開発部門の知財活用意識の醸成

知財マネージ
メント支援

・経営戦略・知財契約・技術標準・知財財務アドバイス
・知財管理体制・管理規定の整備
・事業のグローバル展開における知財の活用

イノベーション
支援

・発明・デザイン・ブランド・コンテンツなどを法的に保護
・模倣品対策、他社からの侵害警告・知財訴訟支援
・先行技術調査・パテントマップなどの知財情報の活用

無料相談

・個別相談
（事業戦略･知財戦略の相談、

技術支援の窓口等）

・関係機関の紹介
（個別事案の法務処理については
弁理士会･弁護士会、

海外展開についてはINPIT等）

各社事業、
産学連携の実施

【実績】
・個別相談1件
オープンイノベーションにお知
財の取り扱い

・公開講座1件
「デザイン経営によるイノベー
ション力強化講座」


