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No. イベント名 日程・開催場所 概要 主催等

1
NEXT関西イノベーショ
ン・マッチング

2020年8月25日
【オンラインLive配信】（終了）

◆技術シーズ・ニーズ発表
◆個別相談
大学・研究機関と産業界のシーズ・ニーズが出会う場として開催。ポスト
コロナに対応する「新常態（ニューノーマル）対応」技術をテーマに、「自
動化技術」、「バーチャルとリアルをつなげる技術」、「スマートセンシン
グ技術」、「3密回避技術」などを有する計10者の企業や大学・研究機関
によるプレゼンテーション及び個別相談

【主催】関西・共創の森

2

地域未来牽引企業
経営課題解決型サロン
「ピッチ＆交流会」

2020年11月10日 【マイドームおおさか】（終了）
2020年12月1日 【総合生涯学習センター】（終了）
2021年2月16日 【WEB開催】（終了）
2021年3月2日 【WEB開催】（終了）

◆ピッチ
◆交流会
地域未来牽引企業の強みと経営課題を明確化し、分析結果を踏まえた
プレゼンを行うことで、経営課題解決につながる未来企業同士の交流
を図る。

【主催】近畿経済産業局
【協力】関西・共創の森

3
産業技術支援フェア
in KANSAI 2020

＜eポスター展示＞
2020年11月27日～12月18日【WEB開催】（終了）

＜講演会＞
2020年12月4日【オンラインLive配信】（終了）

◆eポスター展示
環境、エネルギー、くらし（ライフサイエンス、ヘルスケア）に関わる技術
等の展示
（※「関西・共創の森」出展）
◆講演会
ウィズコロナ・アフターコロナ社会への取組を考える講演

【主催】
産業技術総合研究所、大阪産
業技術研究所、関西広域連合、
大阪産業局、関西経済連合会、
大阪商工会議所、関西経済同
友会
【協力】
関西・共創の森

4
イノベーションストリーム
KANSAI  2020

2020年11月16日～2021年1月31日【WEB開催】（終了）

※イノベーションストリーム KANSAI 2020 Webサイトにて
動画掲載

◆新技術展示
◆シンポジウム「関西におけるイノベーション・エコシステムの構築をめ
ざして ～うめきた2期への期待～」
（※「関西・共創の森」紹介）
◆セミナー
・出展者による展示紹介
・大阪大学産業科学研究所セミナー
・NEDOセミナー

【主催】
うめきた2期みどりとイノベー
ションの融合拠点形成推進協
議会
【協力】
関西・共創の森、関西イノベー
ションイニシアティブ

5
NEDOドリームピッチ
in関西2020

2020年11月16日～2021年1月31日【WEB開催】（終了）

※イノベーションストリーム KANSAI 2020 Webサイトにて
動画掲載

◆ピッチ
「エネルギー・環境問題への挑戦」をテーマにベンチャー企業6者がピッ
チ

【主催】NEDO
【共催】関西・共創の森

6

関経連×阪大オープン
イノベーションフォーラム
2020

2020年12月2日
【大阪国際会議場＆オンラインLive配信】（終了）

◆フォーラム
・大阪大学ベンチャーキャピタルの取組
・投資企業紹介
・技術シーズ紹介
◆名刺交換会
◆個別相談会

【主催】
関西経済連合会、大阪大学共
創機構、大阪大学ベンチャー
キャピタル(株)
【共催】
関西イノベーションイニシア
ティブ
【協力】
関西・共創の森

地域連携推進課

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧【1/8ページ】

https://www.techconnect.go.jp/matchingev/
https://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/miraikigyou/saron/r2-miraikigyou-saron.html
https://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/miraikigyou/saron/r2-miraikigyou-saron.html
https://www.sansokan.jp/eveoubo/chirashi/2020_sangyoshienfeapanhu.pdf
https://umekita2nd-isk.com/
https://umekita2nd-isk.com/symposium/
https://www.kankeiren.or.jp/topics/2020/12/2020-5.html
https://www.kankeiren.or.jp/topics/2020/12/2020-5.html
https://www.kankeiren.or.jp/topics/2020/12/2020-5.html


No. イベント名 日程・開催場所 概要 主催等

7

セルロースナノファイ
バー 大学発ベンチャー
の挑戦

2020年12月10日
【オンラインLive配信】（終了）

◆講演会
・セルロースナノファイバー材料の紹介
・ネイチャーギフト社（京都大学発ベンチャー）の事業紹介
・セルロースナノファイバー材料用途例の紹介

【主催】
京都大学産学連携本部、(株)
ネイチャーギフト、関西イノ
ベーションイニシアティブ
【協力】
関西・共創の森

8
知財戦略セミナー＆シー
ズ・ピッチ

2020年12月23日
【オンラインLive配信】（終了）

◆基調講演
オープンイノベーションにおける知財戦略に関する講演
◆技術シーズ紹介
抗菌・抗ウイルス技術、健康医療関連技術に関する6者の技術シーズ
紹介

【主催】近畿経済産業局
【協力】関西・共創の森

9
医療機器企業への
売り込み商談会

2020年1月25日【WEB開催】（終了）
1月26日【WEB開催】（終了）
1月28日【WEB開催】（終了）
1月29日【WEB開催】（終了）

◆個別商談会
医療機器分野でビジネス展開している医療機器企業（買い手企業）に
対して、医療機器分野の販路開拓を目指す企業（売り手企業）が自社
の部素材・技術を提案する完全事前申込み制の個別商談会

【主催】近畿経済産業局、大阪
商工会議所
【協力】関西・共創の森

10
関西ビジネス知財フォー
ラム2021

2021年2月15日
【オンラインLive配信】（終了）

◆基調講演
◆パネルディスカッション
◆マッチングイベント
登壇企業７社によるピッチとコメンテーターによる各者へのコメント

【主催】（独）工業所有権情報・
研修館 近畿統括本部（INPIT-
KANSAI）
【共催】関西・共創の森

11
J-Startup KANSAI 
Startup Pitch

2021年2月16日
【オンラインLive配信】（終了）

◆活動紹介
◆ピッチ
J-Startup KANSAI選定企業10社によるピッチとコメンテーターによる
質 疑応答

【主催】
近畿経済産業局、Plug and 
Play Japan株式会社
【協力】
関西・共創の森、大阪スタート
アップ・エコシステムコンソーシ
アム（予定）、京都スタートアッ
プ・エコシステム推進協議会、
ひょうご神戸スタートアップ・エ
コシステムコンソーシアム

12 HackOsaka2021

＜HackOsaka2021＞
2021年2月18日【オンラインLive配信】（終了）
＜スタートアップ商談会＞
2021年2月24日～25日【WEB開催】（終了）
＜テックミーティング＞
シーズ掲載：2021年2月2日～18日【WEB開催】（終了）
商談会開催：2021年2月24日～25日【WEB開催】（終了）

◆HackOsaka2021
基調講演やパネルディスカッション、国内外スタートアップ10社による
ピッチコンテスト等
◆スタートアップ商談会
国内外の有望なスタートアップとの商談
◆テックミーティング
関西の大学の研究シーズをＷＥＢサイト上で公開。研究シーズを活か
した共同研究や特許の活用を検討する企業との個別面談

【主催】
国際イノベーション会議Hack 
Osaka実行委員会（大阪市、公
益財団法人都市活力研究所、
独立行政法人日本貿易振興機
構（ジェトロ）大阪本部）
【協力】
関西・共創の森ほか

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【2/8ページ】
地域連携推進課

2023年4月14日現在

http://www.naturegifts.co.jp/announce.html
http://www.naturegifts.co.jp/announce.html
http://www.naturegifts.co.jp/announce.html
http://dan-dan.com/chizai-seminar2020/
https://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/Market_In/NWimage/gyakumihonichi16.html
https://kansai-ipforum2021.inpit.go.jp/
https://kansai-ipforum2021.inpit.go.jp/
https://plugandplay.zoom.us/webinar/register/WN_ou7jCVUQTlanZ8FiFKv7uA
https://plugandplay.zoom.us/webinar/register/WN_ou7jCVUQTlanZ8FiFKv7uA
https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/


No. イベント名 日程・開催場所 概要 主催等

13 うめきた響合の場
2021年3月12日
【グランフロント大阪＆WEB開催】（終了）

◆オリエンテーション
主要ニーズの説明
◆課題マッチングセッション
ニーズに対する提案企業との複数対複数のマッチング
◆フリーセッション
個別マッチング

【主催】
うめきた2期みどりとイノベー
ションの融合拠点形成推進協
議会
【共催】
公益社団法人関西経済連合
会
【協力】
関西・共創の森、関西イノ
ベーションイニシアティブ

14
関経連×けいはんなオープ
ンイノベーションフォーラム
2021

2021年4月26日（延期→2021年7月9日）
【オンラインLive配信】
（終了）

◆活動紹介
けいはんな学研都市におけるスタートアップ育成の取り組み
◆企業ブレゼン
11社による企業プレゼンテーション

【主催】
公益社団法人関西経済連合
会 、公益財団法人関西文化学
術研究都市推進機構、株式会
社けいはんな
【共催】
関西イノベーションイニシアティ
ブ
【協力】
関西・共創の森

15
トラベルテック及び地域資
源利活用セミナー

2021年6月25日
【オンラインLive配信】
（終了）

◆基調講演
旅行プロセスのデジタル化とコンテンツ開発の課題
◆先進的取組事例の紹介
◆トラベルテック企業等からの製品紹介
◆パネルディスカッション
◆国の支援施策紹介

【主催】
近畿経済産業局
【協力】
近畿運輸局、一般財団法人関
西観光本部、関西・共創の森

16
NEXT関西イノベーション・
マッチング2021

2021年10月22日【WEB開催】
2021年11月9日【リアル対面開催】
（終了）

◆基調講演
「オープンイノベーションの基本的な考え方・ポイント」
◆特別講演
「オープンイノベーションにおける知財活用と留意点」
◆企業、大学・研究機関等からのピッチ（シーズ・ニーズ発表）
「カーボンニュートラル」「ヘルスケア」をテーマに12者によるピッチ
※登壇者の詳細は特設サイトをご覧下さい

【主催】
近畿経済産業局
【協力】
関西・共創の森

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【3/8ページ】
地域連携推進課

2023年4月14日現在

https://umekita2nd.work/
https://questant.jp/q/MGMH4VCS
https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/event/20210625/20210625_seminar.html
https://www.techconnect.go.jp/matchingev/
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17
関経連×NEDOオープンイノ
ベーションフォーラム

2021年10月28日【WEB開催】
（終了）

◆活動紹介
NEDOにおけるスタートアップ育成の取り組み
◆企業プレゼン
参加企業10社による企業プレゼンテーション

【主催】

国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）関西支部、公益社
団法人関西経済連合会
【協力】
関西・共創の森

関西イノベーションイニシア
ティブ

18 産業技術支援フェア in 
KANSAI 2021

＜講演会・パネル展示＞
2021年11月19日【ブリーゼプラザ／WEB開催】（終了）

＜eポスター展示＞
2021年11月12日～12月17日【WEB開催】（終了）

◆パネル展示・eポスター展示
関西圏の公的研究機関における環境、エネルギー、くらし（ライフサイ
エンス、ヘルスケア）に関わる技術等の展示
◆講演会

【主催】
（国研）産業技術総合研究所、
（地独）大阪産業技術研究所、
関西広域連合、（公財）大阪
産業局、（公社）関西経済連
合会、大阪商工会議所、（一
社）関西経済同友会
【協力】
関西・共創の森

19
イノベーションストリーム
KANSAI 2021

2021年11月15日～12月19日【WEB開催】（終了）
2021年12月14日～12月15日【コングレコンベンションセン
ター】（終了）

◆シンポジウム
課題解決に向けた共創イノベーションの取組
～うめきた2期先行まちびらきに向けて～
◆セミナー（パネルディスカッション）
データ活用が切り拓く未来
◆NEDOセミナー
The best practice for increased competitive in the global marketplace 
by Global Class.
－世界トップ企業から学ぶコロナ後の競争力の高め方－
◆展示会
関西の大学・研究機関による最先端の技術や研究内容の紹介

【主催】
うめきた2期みどりとイノベー

ションの融合拠点形成推進
協議会
【協力】

関西・共創の森、関西イノ
ベーションイニシアティブ、バ
イオコミュニティ関西

20 うめきた響合の場2021
2021年12月15日【コングレコンベンションセンター】（終
了）
2021年12月16日～17日【都市活力研究所】（終了）

◆個別マッチング

大企業・大学・支援機関のオープンイノベーション部門による出
店（でみせ）において、スタートアップをはじめとする企業や大学
等からの提案・相談を受付
◆ミニセミナー
出店参画者による取組の説明、参加者との意見交換

【主催】
うめきた2期みどりとイノ

ベーションの融合拠点形
成推進協議会
【共催】

公益社団法人関西経済連
合会・公益財団法人都市
活力研究所
【協力】
関西・共創の森

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【4/8ページ】
地域連携推進課

2023年4月14日現在

https://www.nedo.go.jp/events/SR_100028.html
https://www.aist.go.jp/kansai/ja/news/e20211119.html
https://umekita2nd-isk.com/
https://umekita2nd.work/


No. イベント名 日程・開催場所 概要 主催等

21

springX 対流ポット
国の在阪8機関が集結！
オープンイノベーションによ
る社会課題解決を目指す
スタートアップや中小企業
を支援する「関西・共創の
森」とは？

2022年3月16日（第1回）【WEB開催】
2022年3月23日（第2回）【WEB開催】（終了）

◆第1回：目的整理から事業計画まで
◆第2回：研究開発から実用化・製品化および事業化・事業拡大まで

【主催】
一般社団法人ナレッジキャピタ
ル
【協力】関西・共創の森

22
関西オープンイノベーショ
ンExpo2022

◆2022年6月9日～10日＜パネル展示＞
【インテックス大阪】
（終了）

◆パネル展示
関西オープンイノベーションExpo2022のNEDO出展ブースにて、関西・
共創の森パネルの展示

【出展】
国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構
(NEDO) /関西・共創の森

23 The Lab.展示
◆2022年6月23日～2023年3月31日 (継続)
【グランフロント大阪 北館3階｢The Lab.｣】

◆パネル展示
関西・共創の森各機関の取組概要のパネルを展示
パネルの様子はこちら

【主催】
一般社団法人ナレッジキャピタ
ル
【協力】
関西・共創の森

24
大学発スタートアップ

アクセラレートプログラム
U-START UP KANSAI

◆2022年9月27日
【リアル、オンライン併用開催】 (終了)

◆オープンピッチ
大学シーズをもとにした先進技術を持ったスタートアップもしくは事業
化を目指す研究室、教員、学生等によるピッチコンテスト
◆表彰
＜優勝＞
CES2023出展

【主催】
大阪商工会議所
関西イノベーションイニシアティ
ブ
【共催】
京都商工会議所
神戸商工会議所
都心型オープンイノベーション
拠点｢Xport｣
【協力】
関西・共創の森

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【5/8ページ】
地域連携推進課

2023年4月14日現在

https://umekita2nd.work/
https://oi-expo.com/outline/
https://kc-i.jp/facilities/the-lab/
https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/kyousounomoripanel.jpg
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202206/D22220620028.html
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25
産業技術支援フェア in 

KANSAI 2022 ものづくり
×｢いのちに力を与える｣

◆2022年11月11日
パネル展示【会場】
講演会【会場、オンライン】 （終了）

◆2022年11月4日～12月9日
eパネル展示【WEB】

◆パネル展示
国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)や地方行政法人大
阪産業技術研究所(大阪産技研)、関西広域連合等が主催する｢産業
技術支援フェア2022｣にて、関西・共創の森パネルの展示。

【主催】
国立研究開発法人産業技術
総合研究所(産総研)
地方行政法人大阪産業技術
研究所(大阪産技研)
関西広域連合 ほか
【後援】
近畿経済産業局 ほか
【協力】
関西・共創の森

26
NEXT関西イノベーション
マッチング2022

◆2022年11月15日
【リアル、オンライン併用開催】 （終了）

◆基調講演
人を巻き込む共創のつくりかた
◆ピッチ
社会課題解決に向けたオープンイノベーションピッチ
◆特別講演
オープンイノベーションを円滑に進めるための知財契約の基礎知識と
留意点
◆価値共創を実践する会場紹介
◆基調講演者・登壇者と参加者による交流会
◆個別面談

【主催】
近畿経済産業局
【協力】
関西・共創の森、NTT西日本
(QUINTBRIDGE)

27
プラスチック資源循環
の担い手企業による製
品展示

◆2022年11月17日～24日
【グランフロント大阪北館3階 The Lab.（ACTIVE Lab.）】 (
終了)

◆製品展示
プラスチック資源循環に資する製品展示

【主催】
近畿経済産業局
【協力】
関西・共創の森

28

NEDOドリームピッチ in 
関西
（カーボンニュートラル

～カーボンクレジットを
生み出す社会へ～）

◆2022年12月9日
【リアル、オンライン併用開催】 (終了)

◆講演
脱炭素実現に向けた新たなビジネスの兆し
◆ピッチ
カーボンニュートラル実現に向けて取り組むスタートアップ企業5社に
よるピッチ

【主催】
国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機
構(NEDO) /
オープンイノベーション・ベン
チャー創造協議会（JOIC）
【協力】
関西・共創の森 ほか

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【6/8ページ】 地域連携推進課

2023年4月14日現在

https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=38041
https://www.next-innovation-2022.go.jp/
https://kc-i.jp/activity/fls-event/002862000000/
https://www.nedo.go.jp/events/CA_100264.html
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29 関西・共創の森｢DAY1｣
◆2022年12月19日
【リアル、オンライン併用開催】 (終了)

◆ピッチ
社会課題解決と共に成長する企業によるオープンピッチ(オンライン)
◆関西・共創の森各機関による個別相談

【主催】
関西・共創の森(近畿経済産
業局)
【協力】
一般社団法人ナレッジキャピ
タル

30
INPIT-KANSAI開設5周年

記念フォーラム
◆2022年12月19日
【リアル、オンライン併用開催】 (終了)

◆基調講演
「最先端技術が拓く関西の未来～万博とその先を見据えて中小・ス
タートアップ企業がなすべきこと～」
◆トークセッション
万博に向けた自社の強みを活かす知的財産活動とは
◆特別講演

【主催】
独立行政法人工業所有権情
報・研修館近畿統括本部
（INPIT-KANSAI）
【協力】
関西・共創の森ほか

31
イノベーションストリーム

KANSAI 6.0
◆2023年2月21日～22日
【リアル、オンライン併用開催】 (終了)

◆セミナー
〈2月21日〉
・関西でのイノベーション創出コミュニティの実現に向けて
・関西オープンファクトリーフォーラム～Vol.13
「取組が生み出す内発的変化の意義と力 ～with # BIZ TAG 
NANKAI」
・うめきた2期におけるまちづくり、大阪駅（うめきたエリア）の取り組み
について

〈2月22日〉
・NEDOセミナー 「組織内イノベーション人材～発掘と育成に向けた組
織づくり～」
・関西で広まる産学官連携によるスタートアップ・エコシステムの推進
について
・関西学院大学 「感性価値創造シンポジウム」
・「価値共創」が紡ぐイノベーション ～「あたりまえ」をあきらめず、「もっ
たいない」「おもしろい」を共にカタチに～

【主催】
一般社団法人うめきた未来
イノベーション機構(U-FINO)
【協力】
関西・共創の森

32

価値共創が紡ぐイノ
ベーション (PDF形

式:870KB)

ｰ「あたりまえ」をあきら
めず、「もったいない」
「おもしろい」を共にカタ

チ ｰ

◆2023年2月22日
【リアル、オンライン併用開催】 (終了)

◆基調講演
・「ものづくりの現場」から人と社会の可能性を広げる！
◆特別講演
・ART、デザイン、テクノロジーで未来を実装する
・アイデアをすぐカタチに！カタチ－イノベーション！
◆トークセッション
「価値共創」を加速化させるために

【主催】
近畿経済産業局
【協力】
関西・共創の森

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【7/8ページ】
地域連携推進課

2023年4月14日現在

https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/kyousou/kansai_kyousounomoriday.html
https://kansai-ip-forum2022.inpit.go.jp/
https://u-fino.com/kansai/
https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/kachikyousouinnovation/kachikyousouinnovaition20230222.pdf
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33
関西・共創の森｢DAY2｣ ◆2023年3月23日

【フクシマガリレイ｢MILAB(ミラボ)｣】 （終了）

◆MILAB施設概要紹介及び施設見学
◆ピッチ
｢食｣×｢未来｣に向けた企業ピッチ

◆参加者名刺交換会

【主催】
関西・共創の森(近畿経済産
業局)
【協力】
フクシマガリレイ株式会社、
関西イノベーションイニシア
ティブ

関西・共創の森 関連イベント 過去実施一覧 【8/8ページ】
地域連携推進課

2023年4月14日現在

https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/kyousou/kansai_kyousounomoriday.html

