
2019年2月15日「企業×女性起業家マッチングイベント」

プレゼンセッション参加企業　テーマ一覧（2018年12月25日版）
※企業名および企業名を特定できる情報は伏せて公開しております。お申込みいただきご参加確定となった方には企業名を含めたテーマ詳細をお知らせし、プレゼン先企業を選択いただけます。

No 事業内容 プレゼンテーマ概要 テーマ詳細
女性起業家への実績や得意分野に関

する企業からの要望

(テーマ1,2)
「女性経営者」にフォーカスした新
たな付加サービス・情報の提供に
関する提案

（テーマ1,2）
弊社は中小企業向けの生命保険を提供しております。「中小企業サポーター」として、保険商品
提供以外でも、経営者の皆さまのお役に立つ情報や付加サービスを開発・提供することに力を
入れておりまして、現在、「女性経営者」にフォーカスした新たな付加サービス/情報の提供を
Small Startで出来ないか検討しております。
以下1,2について、実際に女性経営者の方々にご活用いただけるサービス案をご提案いただけ
ますと大変ありがたいです。

1. 女性経営者向け（弊社法人保険加入のお客さま対象）で、「こんなサービスなら使ってみた
い」「ありそうで無かった」と言っていただけるような、新たな付加サービスに関するご提案
※代表的な付加サービスといたしましては、医的なセカンドオピニオンや士業等の専門家紹介、
経営者向けの情報発信サービスなどがあります。

2. 女性経営者向け(弊社法人保険加入に関係無く)で、「定期的に見てみようかな/使ってみよ
うかな」と、感じていただけるような、Web情報サイト、もしくは、モバイルアプリのご提案
特に起業後/事業承継後間もない女性経営者のみなさまのお役に立てる情報を提供したく考え
ております。

-

（テーマ3）
家業経営者との協業相手を募集

弊社では、事業承継や人材育成に専門性を有するNPO法と共催し、家業経営者を支援する社
会貢献活動を展開しています。活動は、家業の次世代育成とともに、若手の家業経営者たち
と、家業の魅力を再発見し、またその価値を新たなビジネスモデルとして変革させるチャレンジを
行っています。当活動では、多様な業種の家業形態の方たちとのコミュニティを形成していま
す。
その中で、家業イノベーターを代表する農業法人とのコラボレーションの提案を募集します。
同法人が毎月定期的に開催するイベントの仕組みづくりやテストマーケティング、コラボレーショ
ンイベントの実施などで女性起業家と協業できればと考えています。

（テーマ3）
実家を家業にもつ女性起業家を期待
します。
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全国の手芸に関係する指導者・愛
好家に対する新規サービスの展開

1.　当社は手芸のコンテンツ、作家のネットワークが豊富にあるがそれらを生かしての事業モデ
ル。
2.　当社には、全国の手芸に関係する指導者・愛好家のお客様がいます。
【お客様の特徴】
　・ほぼ女性でアクティブシニア（60歳以上）が中心
　・ゆとり（時間、経済的）があり、地域でネットワークを持っている
　・手芸のスキルを持っている、指導者または愛好家である
彼女達を対象に、或いは彼女達を地域の発信者として、手芸とは違う新規サービス展開を提案
してください。

実績や得意分野については問いませ
ん。お客様に、いくつになってもワクワク
しながら自分の可能性を広げたいと
思って貰える様なご提案、我々の視点
を変えられる様なご提案は嬉しいで
す。更なるお客様との関係性を築いて
いける様なプレゼンをお待ちしていま
す。

(テーマ1)
新規顧客開拓や販促企画に関す
る提案

以下2点に関して、他社と差別化を図る広告戦略、イベント、企画等を提案してください。
・ソーシャルやイベント企画を通じて３０代未婚女性、４０代～５０代と特定の客層を新規で効率
よく獲得したい。
・男性専門のエステを口コミで話題にするPRがしたい。

広告代理店、PR、企画に関わる方

(テーマ2)
女性視点の商品設計のアドバイス

エステサービスの利用と並行してホームケア化粧品をリピートしてもらうために、既存会員様向け
に行うアプローチの提案をしてください。

マーケティング、商品開発に携わる方

(テーマ3)
女性向け働き方改革の提案

女性の会社（サービス業）で、子育てをしながらも能力を発揮できる働き方改革。さらに、その管
理の方法や教育の構築に関する提案を募集します。
女性メインの職場で起こる問題やタイムスケジュールの問題解決に力を発揮できる方からの、起
業家目線での提案をお待ちしています。

-

4
温泉・温浴
施設の管理

日帰り温泉・温浴施設における、全
く新しいサービス・商品の提案

日帰りの温泉・温浴施設に関する以下の視点から、全く新しいサービス・商品の提案をしてくださ
い。
●新しく・面白い、おふろやサウナや岩盤浴のメニューの提案(できるかできないかは弊社で検討
可能)
●温浴施設内のウェットゾーンにおける今までと違う考え方の企画
●ウェットゾーン以外での新しいサービスや商品・ビジネスモデル提案
●温泉・温浴施設(30～60万人/年利用・リピータ率70%)を、プラットフォーム・メディアと考え
た、新しいサービス・商品・ビジネスモデル(継続販売または継続課金)

●今までの常識に全く捉われない、全
く新しい温泉思考を持った方からの突
飛なアイデア
●温泉・温浴施が特別に好きな女性
ならではの価値観で、現在不足・不
満・不備な部分を解消する視点

5
家事代行
サービス

家事代行サービスの利用を促進
するアイデア

前提として、当社のお客様はお子様のいる家庭で、意思決定に関わる人は女性です。
また、家事代行を利用することへの罪悪感や、家事代行はお金持ちのサービスであるという意識
があり、知ってはいるが使ってみるまでなかなか至らない、という課題があります。

この前提を踏まえ、家事代行サービスの利用を促進する3つの視点でのアイデアをお待ちしてい
ます。
・子供をもつ女性のファンコミュニティーの育成について
・家の中のサービスで、家事代行と相乗効果のあるビジネスコラボレーション
・家事代行の認知拡大方法

子供を持っている30代～40代のママ
への実績がある人

6 放送
生まれた赤ちゃんをみんなで祝福
するキャンペーン「はじめてばこ」を
活用するアイデア

弊社は地方テレビ局です。
記念事業として、この地域に生まれた赤ちゃんをみんなで祝福しようという「Thank you for
zero」というキャンペーンをスタートしました。少子化による未来への不安が取りざたされる中、
「赤ちゃんの誕生」はご家族にとってだけではなく、地域の未来のために大事なことだというメッ
セージをみんなに伝えようと始めたキャンペーンで、テレビ番組を使った企画のほか、応募いただ
いたすべての家庭に「はじめてばこ」というプレゼントBOXをお届けしています。BOXから様々なプレ
ゼントを取り出した後は、赤ちゃんにとっての「はじめての品々」を保管する「思い出ボックス」とし
て使用していただこうというものです。

昨年は県内出生数の半数以上にあたる13,000以上のご家庭にお届けし、反響も大きく、「はじ
めてばこ」のムーブメントが７県にまで広がっております。

このキャンペーンを続けていくことによって、将来にわたって、この地域のお子さんのいる家庭の
半数以上にこの「はじめてばこ」があるようになるという意味では、類をみない企画でもあります。

本キャンペーンが地域の子育て家庭にとってもっと有意義で素敵なものになるとともに、長くキャ
ンペーンを続けていくための新しいスポンサー開拓やマネタイズにつながる素敵なアイデアをぜ
ひご提案お願いいたします。

実績や得意分野については問いませ
ん。地方発の本プロジェクトの意義に共
感し、夢があり実現性がある事業アイ
デアをプレゼンしていただきたいと思い
ます。

生命保険1

エステ
ティック
化粧品
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No 事業内容 プレゼンテーマ概要 テーマ詳細
女性起業家への実績や得意分野に関

する企業からの要望

7
子ども服の
大型専門
チェーン店

こども服のリサイクルサイトやアプリ
の開発しようと考えていますが、ど
んな仕組みだと使いやすいでしょう
か。
実際に洋服の買取・出品などのシ
ステムを利用されてみてご自身が
便利だと思った、あるいはあったら
いいなと思うサイトやアプリでのサー
ビスなどを自由にご提案いただきた
いと思います。

こども服の多くはこどもの成長に合わせて1年でサイズアウトしてしまう商品です。何度も着て洗濯
を繰り返し消費磨耗してしまう普段着であれば捨ててしまうことも多いと思います。
しかし、弊社の取り扱い商品には、パーティ-ドレスや、フォーマルウェア、関連するシューズなど
の1回か2回しか着ない商品も多く存在します。そこで、比較的状態のよい商品のリサイクルをす
る、欲しい人に安価で売れる、欲しい人は状態のよいものを安価で買える、などの仕組みを作り、
その際に提供者にはポイントをつけるなどのインセンティブを発行し、また再来店、他の商品の購
入をしてもらうことも可能かと思います。
エコに関心の高い世代も多い中、企業としてのCSRも意識した取り組みでもあります。子育て中の
起業家さんたちも多い中、ご自身があったらいいなと思う子供服のリサイクルサービスについて、
たくさんのアイデアをお待ちしております。

・リサイクル事業や、インターネット、ア
プリなどの開発に詳しい方
・実際に子供服サイトやリサイクルの利
用頻度が高い方

上記に当てはまる方だと、なおうれしい
ですが、ママの実感としてあったらいい
な、欲しいなというものをぶつけていた
だいてもかまいません。

8

人材紹介
／インター
ネット広告
／出版

以下の4つのテーマに関連するご
提案をお待ちしております。
●企業支援
・属人的な業務プロセスやジョブの
分解や自動化、効率化
・多様な人材のマネジメント支援
●個人支援
・キャリア/ライフシミュレーション
・ワークとライフの両立の支援、ライ
フのストレス軽減

少子高齢化によって労働力人口が減少する日本において、働きたくても働けない象徴的な存在
として育児中の女性がいます。出産を機に辞めなくても済む、育児をしながらでも働きたいと思っ
た時に働ける。この課題に向き合う中で、個人だけでなく企業へのソリューション提供も重要だと
考えています。
子育てをしながら働きやすい世の中を実現させるための、企業または個人に対する支援に関連
するご提案をお待ちしています。

IT分野で実績のある方

9 航空

エアラインが貢献できる「地域活性
化」を実現するアイデアを、以下の
どちらかの観点から提案してくださ
い。
　１．多拠点生活の促進
　２．後継者問題の解決

１．多拠点生活の促進
将来人口推計によれば、東京圏の人口が維持される一方で、地方圏はこの先著しく人口が減
少します。
これに基づいて需要予測をすれば、国内地方路線の維持存続が極めて困難な状況が予想さ
れます。
この減少傾向に歯止めをかけて人口を増加させることは実質的にほぼ不可能なため、
これまでにない新しい流動を作っていく必要があります。ツアーで送客を図るような一過性の流
動ではなく、
持続的な流動をもたらすために関係人口を拡大させていきたいと考えています。
そのためにも、生活拠点を複数持つようなライフスタイルやワークスタイルを、
一部の高額所得者だけではなく一般の人々の間でも促進していきたいです。
しかしながら、アセットのダブルコスト化、地方での就業＝収入機会不足、
地点間移動のコスト負担感などから、簡単にはできないのが現状であると考えています。
できれば上記のような課題を解決しつつ、多拠点生活が日本社会のムーブメントとなる
キッカケを作るような、女性ならではの視点も活かした提案が生まれることを期待してます。
 
２．後継者問題の解決
地方生活の魅力と農業や伝統工芸との関わりは大きいと考えていますが、
後継者不足・資金不足・収入不安定という課題を抱えた家族経営を主体とした既存の経営手
法では、
この先の事業継承が困難にあることに危機感を覚えております。
そのため、後継者問題の解決にもつながるようなアイデアが生まれてくればうれしいと考えていま
す。
男性視点では画期的な打開策が見出せていない中で、女性視点からの新たな提案が生まれる
ことを期待してます。

特に実績・得意分野は問いませんが、
以下のような方が提案チーム内にいれ
ばうれしいです。
◆地方生活を経験されたことがある方
◆多拠点生活を経験されたことがある
方
◆農林水産業事情に詳しい方
◆事業承継に詳しい方

10 鉄道
日常生活における困りごとや社会
の課題を解決するソリューション
サービス

１．駅や鉄道に関する困りごとや課題を解決するソリューションサービスの提案
駅、駅ビル、エキナカ、鉄道全般に関する困りごとや課題を解決するソリューションサービスをご
提案ください。以下は一つの例として「駅での滞在」を取り上げますが、これに限らず鉄道全般に
関する提案を広く募集します。
 
駅での滞在時間は、平均15分。
10年以上前と違い、駅には、多様なニーズにお応えするためにお弁当や手土産をはじめ、雑
貨、ファッションに至るまで多様な商品やサービスが、まるで百貨店のように並ぶようになりまし
た。
その結果、お客さまにとっては、「次々新しい商品やサービスが登場するので、いろいろありすぎ
て、限られた滞在時間で、最適なものにいきつけない。」状況やそれによるストレスが潜在的に生
じていると感じています。
エキナカが充実した結果として、新しいご不満が発生している、と私たちは考えています。
こうしたお買い物やサービス利用についてのストレスを軽減するようなサービスがあれば、ご提案
いただきたいと思います。特にエキナカでのお買い物に対して、女性が抱えている悩みを解消す
るようなサービスをご提案ください。

２．日常生活における困りごとや社会の課題を解決するソリューションサービスの提案
食糧、地方移住、環境、福祉、等々、鉄道に関わらずどんな分野でも構いませんので、困りごと
や社会問題・課題を解決するために弊社と協業したい、という提案をお待ちしています。

-

11 損害保険

①損保事業に関連するビジネスア
イデア
②安心・安全・健康に通じるビジネ
スアイデア
のご提案をお願いします。

当社グループは、国内損保事業、国内生保事業、介護・ヘルスケア事業、海外保険事業やア
セットマネジメント、住宅リフォームなどの戦略事業を展開しています。当社は国内損保事業にお
いて、既存事業の成長と新たな価値創造に向けて、デジタル技術の活用や、業界の垣根を超え
た先進的なプレイヤーとの協業等によるイノベーションに取り組んでいます。特に以下の分野のご
提案をお待ちしております。

・災害が起きた時にスムーズに元の生活に戻ることができるビジネスアイデア
・健康維持、ケガ防止につながる行動変容を促すビジネスアイデア（スポーツなど）

当社は、変わりゆく如何なる時代にあっても、「グローバルで活躍する日本企業」や「国民生活の
安心・安全・健康」を最高品質の商品・サービスで支えていくことで、社会に貢献していきます。
そして、徹底したお客さま視点により、変化の先を捉える新たな価値の創造にチャレンジし続けま
す。皆様の新たなご提案・コラボレーションを楽しみにしております。

徹底的なお客さま視点のサービスをお
持ちの方、既存の枠組みにとらわれず
自由な発想でご提案いただける方のプ
レゼンテーションをお待ちしております。



No 事業内容 プレゼンテーマ概要 テーマ詳細
女性起業家への実績や得意分野に関

する企業からの要望

12 印刷関連
アプリ「＊＊＊」とのコラボレーショ
ン事業連携

私たちはアプリ「＊＊＊」及び、これを軸とした地域活性事業を展開しています。
「＊＊＊」は、その土地ならではの魅力を発掘し、ガイドブックには載りきらない情報を、その土地
を訪れた人に楽しくお知らせすることで、よりみち・回遊を促すサービスです。同時に、アプリサー
ビスだけではなく様々なプロモーションも展開することで、地域のファンを増やす、地域を元気に
するお手伝いをしています。

現在は、交通インフラ、地銀、出版社など、当社が持てるコネクションを活用し、同じく地域に根
差す事業を展開する様々な組織との事業連携も進めています。サービスを始めて２年強、この
ように様々な企業や組織と連携を進めていく中で、もっとこの動きを加速し、事業の幅を拡げてい
きたいという思いがあります。多くのユーザーを掴める、ユーザーの使用頻度を高められる、そし
て有効なマネタイズが描ける、事業連携の実現が課題です。

今回、女性起業家の皆さまには、皆様のお持ちのネットワークや展開している事業と、「＊＊＊」
がタッグを組むことで、新たなサービス展開が生まれる、幅が広がる、というコラボレーション施策
の提案をお願いします。

尖ったサービス、ネットワークをお持ち
の方、お互いのメリットを出し合って、相
乗効果がうまれるチャンスを期待して
おります。

13

講座・コー
ワーキング
スペース運
営

社会起業家を目指す人々を対象
に、社会起業を実現するために必
要なスキルやマインドの習得に向
けた短期講座を企画提案してくださ
い。

当社は、社会起業家の育成に特化したビジネススクールです。
自分らしく社会に貢献し、持続可能な事業をつくっていける人材の育成を目指しています。
特に、自分の本当にやりたいこと、や自分の強みを活かして自分にしか出来ないこと、を見出して
いくことに注力をしています。各々が自分にしかできない働き方や仕事を見出すことを促進する
講座を期待しています。
講座の期間は３～４か月、講義回数は６～８回（１回あたりの講義時間2時間30分程度）の想定
となります。

自身の起業経験も講義内容に取り込
んで企画提案できる方

(テーマ1)
働く女性が「フルーツ」をもっと生活
に取りいれる方法に関する提案を
募集します。「生のフルーツ」に何
らかの加工を加えて販売することを
想定し、
①具体的な商品像
②提供方法
②マーケティング方法
をセットでご提案ください。

(テーマ1)
日本では、野菜不足とともに「果物不足」という課題があり、果物摂取量は先進国では最下位と
なります。ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で体に良いフルーツですが、日本では十分な量を
食べられていないという現実があります。

また、日本のフルーツは品質を担保するために味はもちろんのこと、形、サイズ、見た目も大切と
されており、それによりとても高価で購入に至らないケースが多いです。包丁を使って切ったり、
剥くのが手間と考える人も多く、生のフルーツを買わない人も増えてきています。

そこでおいしく食べられる期限が短い「生のフルーツ」を加工し販売を考えています。
働く女性（既婚未婚関係なく）を中心に現在フルーツをあまり食べていない人の意識向上と行動
を結び付けて毎日フルーツを習慣的に取り入れていく提案を募集いたします。

-

(テーマ2)
現代のライフスタイルに浸透する、
あたらしい発酵食品の提案を募集
します。

(テーマ2)
日本の国菌(麹菌)をつかった複合発酵食品を手軽に食べれるようにアレンジし、その健康効果
を伝え、国内外の人たちに広める活動のご提案をいただきたいです。

古来より日本人の健康長寿を支えてきた発酵食はエビデンスが不明な点が多いですが、百薬の
長として、再度注目を浴びています。抗老化効果、メタボ対策、認知症改善、美容効果、放射
能被ばく軽減など、発酵菌の代謝物は、まさに何千年もの食経験のある安全な「食薬」といえま
す。これを現代のライフスタイルに合うようにアレンジし、未病対策、健康寿命のサポートをしたい
と思っています。

(テーマ2)
発酵に興味があり、海外にもネットワー
クのある女性

(テーマ3)
「香り/アロマ」の新たな活用方法を
ご提案ください。

(テーマ3)
既存の香りの活用方法として、化粧品、柔軟剤、香水、ルームフレグランス、カーフレグランス、
映画館やホテルの演出、アロマテラピー/セラピーなどがありますが、これ以外の香り/アロマの活
用方法をご提案ください。または既存と同じカテゴリ内であっても、既存商品/サービスとは一線
を画す商品/サービス/マーケティング方法でも構いません。

目に見えない「香り」はいい香りかどうかが伝えにくく、評価が非常に主観的であり、文字やビジュ
アルなどで価値が伝えにくい商材です。しかし、香りが一瞬にして人間の気持ちの切り替えに役
立つなど、使い方によっては社会的課題の解決や価値の向上に貢献できる可能性も考えられま
す。
科学的根拠はさておき、こんな時に香りがあったらよい、活躍できるのでは？というアイディアを広
く募集いたします。既成概念にとらわれないアイディアをお待ちしております。

(テーマ3)
提案する内容を実現するに際し、必要
なネットワークをお持ちの方（必須では
ありません）

(テーマ4)
効果を重視したプレミアム化粧品
のネット販売（EC）施策の提案を募
集します。

(テーマ4)
新しいコスメブランドを立ち上げるにあたり、ECを主体とするネットでのブランドコミュニケーション、
及び販売を検討しています。具体的なネットを主体とするマーケティング提案、共感を呼ぶ仕掛
け、効果やブランド価値の伝え方などのご提案をお願いします。
※一時的なキャンペーンではなく、継続性のある内容

現状、プレミアム化粧品は店頭のカウンセリング販売が主流ですが、お客様のライフスタイルの
変容に伴いネットを通じたコミュニケーションへ切り替える必要性があると仮定し、ネット主体のプ
レミアムコスメブランドを検討しています。
女性の社会での活躍、時間の使い方の変化、購買スタイルの変化、ITリテラシの浸透など、状況
が変化する中でも女性にとっての高い価値は変わらないのが化粧品。女性の強い味方となる化
粧品に対し、こうあったらいいな、こんな風に使えたら/買えたらいいな、という夢や想い、ブランド
のあり方を詰めこんだ提案をお待ちしております。

(テーマ4)
ご提案内容を実現するにあたり、コアと
なるリソース/ネットワークをお持ちの方
（必須ではありません）

医薬品製
造
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