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ご担当者さまへ 

【主催】 内閣府 男女共同参画推進連携会議／J300実行委員会（㈱コラボラボ内） ／一般社団法人 東京ニュービジネス協議会 

全国から集まった個性あふれる女性起業家との交流により、新事業・サービスの可能性が 
拡がります。是非、イノベーションの種を見つけに来てください！！ 

＜15社限定＞ 
プレゼンテーションセッション 
へのご参加をご検討下さい！ 

2019年2月15日（金） 
内閣府・男女共同参画推進事業 
「企業×女性起業家マッチングイベント」 
ご参加のお願い 
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【過去参加企業（一部）】 
サントリーホールディングス㈱／資生堂ジャパン㈱／㈱マイナビ／日本航空㈱／マネックス証券㈱／SOMPOホールディングス㈱／ ㈱ミス・パ
リ／㈱ＪＴＢコーポレートセールス／エバラ食品工業㈱／ ㈱イトーキ／東京急行電鉄㈱／㈱シーボン／㈱日本旅行／富国生命保険相互会
社／㈱NTTドコモ／㈱リクルートホールディングス／㈱三越伊勢丹／オイシックス㈱／オムロン㈱／東京地下鉄㈱／大日本印刷㈱  など 

1. 女性起業家と企業の取引を促進 
2. 企業×女性起業家の先進的取引事例を紹介 
3. 参加企業と女性起業家のマッチング率は35％（※） 

本イベントの特徴 

※2017年度イベントの実績。マッチング率とは、女性起業家からのプレゼンを受けた企業が「もっと詳しく聞きたい」と評価して詳細提案へと進んだ割合。 

■実施プログラム（予定） 

第
一
部 

本イベントは、内閣府・男女共同参画推進事業として2012年より開催しています。 
女性のエンパワーメント原則（WEPs）を軸に、“女性起業家×取引機会を模索する大手・中堅企業の出会い”を創出する
ことを目的に、今年度は2019年2月15日（金）に開催予定。先進的な取引事例の紹介に加え、女性起業家と企業の出
会いの場を色々な企画で提供し、新たな事業展開や商品サービスの発見を促進します。  

トークセッション①  全国各地で活躍する女性起業家の取組を紹介します。 

トークセッション②  女性起業家と取引企業によるコラボレーション事例を紹介します。 

第
二
部 

ランチ休憩 

プレゼンテーション 
セッション  

＜１５社限定 人気プログラム＞ 
事前に参加企業が指定したテーマ・課題に対し、 
女性起業家が課題解決や新商品・サービスの提案
を行います。 

「企業×女性起業家マッチングイベント」開催概要 

本イベントのメイン 
プログラムである、 
プレゼンテーション 
セッションへご参加 
頂ける企業を募集 
しております！ 



© 2018 COLABOLABO CO.,LTD 

• 外部からの発想力・アイデア、女性ならではの視点を取り入れたい企業 
• 事業を共に進めていくパートナーをお探しの企業 
• 個性あふれ、小さくても事業に自信を持つ女性起業家の話を聞きたい企業 
• 女性起業家のパワーに任せてみたい企業 

プレゼンテーションセッションのご案内 

■過去のプレゼンテーションセッションでの成果 
2017年度のイベントでは14社の参加企業に対し、のべ101人の女性起業家がプレゼンを行い、そのうち約35％が後日の詳細提案に繋がる 
結果になりました。過去5回のイベントを通じても、新事業化検討の年間プロジェクトや提携案件、販促関連の取引、講師発注など複数の 
新たな取引・提携が生まれています。 

女性起業家の“弾けた”PR企画提案
が大手美容企業のキャンペーン企
画として実現。男のエステ ダンディ
ハウス婚活男子応援プロジェクト 
「ラクにカッコよく プロポーズ大作戦
！～3か月密着ドキュメント！こんな
ボクでもカノジョできますか？～」 

＜取引実績２＞ PR（女性起業家） × 大手美容企業 

地域活性化を目指す鉄道会社と
女性起業家が提携。女性起業家
の地域密着型サービスとのコラボ
によりこれまで沿線住民に対して 
カバーできなかった細やかなサー
ビスを低価格帯で提供することが
可能になりました。 

＜提携実績１＞ IT（女性起業家） × 鉄道会社 

このような企業の皆さま、是非ご参加ください！ 

当日は6人前後の女性起業家が、事前に頂いたテーマ・課題に対し、5分程度のプレゼンテーションを行います。その場
で提案内容に対する感想に加え、「もっと詳しく聞きたい」または「保留」など今後のご意向をシートにご記入いただき、事
務局経由で各女性起業家にフィードバックいたします。 
「もっと詳しく聞きたい」と評価した女性起業家とは、イベント後に具体的な取引に向けて直接お話を進めて頂けます。 

【参加企業からの感想】 
「フットワークが軽く現場や細かい事例を知っていて頼りになる」 「サービスの原点に立ち返れた」  
「社内で1年半かけ新事業案を出し尽くしたと思っていたが外部から妙案をいただいた」 
「女性起業家の熱の高さ、プレゼン力、発想力が刺激になった。社員教育の機会としても非常に役立った」 
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全体スケジュール・ご参加にあたってのお願い 

プレゼンテーマ・
課題のご提出 

【事務局】 
女性起業家向け 
プレゼンテーマ・
課題発表 

【女性起業家】 
プレゼン先企業 

決定 
提案内容検討 

イベント当日 
プレゼンを受け、
女性起業家を 

評価 

「もっと詳しく聞き
たい」と評価した 
女性起業家と 
直接やりとり 

企業の担当者
さまの 

ご対応内容 
2018年9月14日（金）〆 

2018年10月～ 

2019年2月15日 

ご参加 
申込み 

2018年8月31日（金）〆 

１．決裁権をお持ちの方のご参加をお待ちしております。 

 女性起業家からのプレゼンを受けて、「もっと詳しく聞きたい」と判断された場合、イベント後も女性起業家と継続して 

 ビジネスを進めていくことになります。女性起業家と積極的にイノベーションを推進していく意志のある方がご参加ください。 

   ■申込み締切 ：2018年8月31日（金）  

 
 
 
 

２．女性起業家に対するプレゼンテーマ・課題を事前にご提出ください。 
 女性起業家からより良いプレゼンを引き出し、提案の精度を向上させるため、できるだけ具体的なテーマ・課題を 
 設定いただくようお願いいたします。過去のテーマ例は次ページをご覧ください。 
   ■提出締切 ：2018年9月14日（金）  

プレゼンテーマご提出はこちらから → https://goo.gl/QwecPV 

ご参加の申し込みはこちらから → https://goo.gl/V4khW5  

ご参加にあたってのお願い 

https://goo.gl/QwecPV
https://goo.gl/QwecPV
https://goo.gl/V4khW5
https://goo.gl/V4khW5
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＜参考１＞過去のプレゼンテーマ・課題例 

業種 テーマ 女性起業家への要望 

大手保険会社 ■女性が求めるであろう、未来に向けた新しいサービスの提供（キーワード：老い
に抗う、遺伝子検査、美しくなる） 
■自分のことを分析したうえで、これからの自分の生き方をデザインしてくれる
サービス 
■女性のための、今後考えられる“あなたのための”パーソナルサービス 

- 

鉄道 ■健康・美容関連サービスについて提案いただきたい 
  ・例えば、健康に課題を抱えるものの、行動できていない層に対して 
   行動変容を促すサービス 
  ・30～60代・女性向けの美容関連サービス 
■30～60代をターゲットとした家事関連・自宅を快適に過ごすためのサービス
について提案いただきたい 

実績や得意分野については問いません
が、我々が持っていない「お客様の視点」
「生活者の視点」にて事業を考えている
方にプレゼンしていただきたい 

大手美容系 ソーシャルを中心に男女関わらず「ダイエット」=「エステ/メンズエステ」を認知、
興味喚起を起こすような「話題・共感を呼ぶ」仕掛けのご提案 
※一時的なキャンペーンではなく、定期的にできる内容 

大手代理店、制作会社などではなく、
ローカルに強みを持っている企業様 
one to oneを意識したサービスを展開し
ている企業様 
男性女性問わず、ワクワクするキャン
ペーンを企画・設計可能な企業様 

大手損保 ■企業向け、女性活躍支援コンサルティング等サービスメニューの提案  
 「企業に対し、○○といった女性活躍支援コンサル支援メニューを提供しては
どうか？」  
 「○○といった研修メニューを開発・提供すれば企業に刺さる！」 といった具
体的な提案をお待ちしています。 

- 

ベンチャー系介
護サービス 

■高齢生活において便利な商品やサービス 
■生前整理や遺品整理等での消臭剤やお片付けグッズ・アイディア等 
■引越や移転の際のお困りごと・解決策 
■アクティブシニア向けの楽しむことができる企画 

各介護施設や病院等との連携を深めて
いきたいと考えており、 
ケアマネージャーや病院事務局等とのパ
イプがある女性起業家と話をしたい 

過去イベントで女性起業家たちから人気の多かったテーマです。 
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＜参考２＞参加する女性起業家たちの強み・実績 

女性リーダー登用、社員教育、社内活性化 
女性営業チームづくり、女性役員候補育成など、男性メインの
職場に新しい風を。各分野のプロによる教育や採用のサポート。
社員から新事業が生まれる組織に変革など 
 

時短ハイキャリア女性を活用した特別チームの結成 
女性社員の心をつかむ福利厚生 
 ■例：オフィスコスメ、社販、お歳暮ニーズ 

ママ・女子コミュニティなどを活用した販促 
専門特化したコミュニティをもつ女性起業家が、販促から商品
開発、ミステリーショッパーなど販促や広報を提案します 
 ■例：10万人の主婦や、働く女性、女性経営者に特化したコミュニティ 

 
お客さまが感動するPRノウハウ 
コミュニケーション・ブランディングからニッチな分野ではポス
ティングチラシ作りのプロまで。 

女性起業家が提供するアイデア商品 
 女性視点で生まれた商品が売れています。 
  ■例：老舗を救った、若者と外国人に人気のあられ 

      3年で10万個売れたアイデアピアスキャッチ 
      グッドデザインショー受賞のママが楽になるベビーグッズ など 

女性起業家たちの実績例 

新商品開発や既存商品のリニューアル提案 
• 女性視点の売れる商品企画のご提案  
• 「売れる商品」を引き出す会議のサポート 
 ■例：これまで男性メインの会議。女性経営者がファシリテーションする 
   ことで新しい発想や商品開発のアイデアを引き出す会議ができます。 

• 商品のユーザーからの反応を知る 

女性目線でのものづくり、面白い商品 
家事や住まいなど女性向け市場の専門家ぞろい。 
各分野の専門家とともに商品開発。 
 ■例：女性向けお悩み商品や家事お掃除グッズなど。 
 ママだからこそ生まれたアイデア商品をテレビ通販など新たな販路も含めて 
 提案ができる女性起業もいます。 

マーケティング・商品開発 ご担当者さま向け 広報・販促 ご担当者さま向け 

営業・仕入 ご担当者さま向け 

人事・総務 ご担当者さま向け 

 青森の老舗ぞうりメーカーの商品を、ブランディングからプロダクトリニューアルまで担う。結果、百貨店をはじめ有名人によるセレクトWEBショップ
など、これまでにない販路でも商品が販売される結果に。 

 全国に散らばる2500名の美容部員に対し、i-Padを活用した教育プログラムのコンテンツ開発と修得促進。 
 地方の商工会議所。男性ばかりでもめてばかりいた会議が生まれ変わった。 
 女性のお悩みを雑誌とコラボレーションして商品化、テレビ通販にも展開。  
 3年間の女性リーダー向け研修プログラムを提供。その結果、社内女性役員4名の登用に繋がった。 
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＜参考３＞J300事務局主催の参加女性起業家プロフィール（2013）  
※100人のうちアンケート回答者のみ集計 

平均従業員数  ５．７４人  


