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Xビジネスフェス2020 in 豊島区
オープンイノベーションを体感しよう︕
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Hareza池袋(としま区⺠センター)

5F〜9F 多⽬的ホール・⼩ホール・会議室
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5F〜9F 多⽬的ホール・⼩ホール・会議室
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会 場（としま区⺠センター内 劇場・ホール・会議室）

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-20-10
としま区⺠センター

会場
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流通／総合商社／広告代理店
情報通信／⾃動⾞・各種製造

インフラ企業／医療製薬
健康⽀援／⼈材サービス 他

⼤学／専⾨学校／研究所／作家
著述家／⾃治体／医療機関／

シリコンバレー／ブロガー／
「X」ビジネスを研究する個⼈

既存の産業枠に囚われないひときわ
優れた「芸」「技」を持つ企業群(例)
究極のトレカゲーム／職⼈・匠集団

世界トップの模型／神業道具
⾄⾼のアメニティ企業・コスプレ⾐装

匠技、究極サービス、⾯⽩すぎる
コンテンツを探し求める個⼈

⾃称マニア・⾃称オタク、個⼈研究家
「X」を応援したいビジネスパーソン

「Xビジネス」が集合するプラットフォーム

「Xビジネス」が集うイベント

｢Xビジネス｣の｢X｣とは､⾯⽩い､尖っている､優れている､謎､掛け算･･･｢eXtreme｣｢eXcellent｣｢X｣･･･等の意味が込められています!
｢Xビジネス｣を⽣み出す企業群を｢Xベンダｰ｣と呼び､それらを⽀援する企業･個⼈が出会い､啓発･創発する｢場｣が｢Xビジネスプラットフォｰム｣です｡

今回､ご案内する｢Xビジネスフェス2020 ~オｰプンイノベｰションを体感しよう~｣は､豊島区のご後援を頂いた対外イベントです｡
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キーワード
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タイトル︓オープンイノベーションを体感しよう︕

イノベーションに関する概念のひとつである「オープン・イノベーション」は、企業や⼤学・研究機関、起
業家など、外部から新たな技術やアイデアを募集・集約し、⾰新的な新製品（商品）・サービス、またはビ
ジネスモデルを開発するイノベーションを指しています。

今回、この「オープンイノベーション」をタイトルに掲げたのは、あらゆる枠組みを超えることで
イノベーションを創出するきっかけにもつながる、という部分など、オープンイノベーションこそが
我々が標榜する「Xビジネス」の根幹ではないか︖と考えたからです。

・つなぐ/つながる/つなげる
・掛け合わす（＝×）ことで⽣まれるイノベーション
・普通では交わる（X）ことの無い、異質なもの同⼠の掛け算から⽣まれるアイデア



「Xビジネス」とは「Xビジネス」とは
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⼀芸に秀でたエクセレント・カンパニー、プロダクト、テクノロジー、タレント（⼈材）等を象徴
する⾔葉であり、既存のビジネスカテゴリーにとらわれることなく、⾃由な発想で個⼈と個⼈、個
⼈と社会の関係性を紡ぎだすビジネスの総称として、⽮野経済研究所が「Xビジネス」と定義。

「X」に込める意味
エクストリーム（eXtreme＝既成の枠に囚われない）
エグジラレーション（eXhilaration＝悦び）
エクセレント（eXcellent＝卓越した）
エクストラ（eXtra＝特別な）、更にはX（＝未知、謎、新たなるもの）、

そして、オープンイノベーションの根幹となる 、×（＝掛ける、創発）といった意味を込めている。



今回のイベントは通過点に過ぎません。ひときわ優れた「芸」「技」「アイデア」を持った企業・組織・⼈（＝「Xビジネス」）が集う仕組
みを恒常的に作り出し、それらをサポートする⼤企業、学術研究機関、⾃治体・官公庁も集まり、新しい価値を⽣み出し続ける活
動を継続して⾏って参ります。

プロジェクトの将来像（ビジョン）
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【Xビジネスフェス2020】
オープンイノベーション体感・オープンイノベーションセミナー開催

・中野区講演会
・分科会、サロン開催
・「Xビジネスファンド」構想

・イベントアフターフォロー
（商談会、媒体での事業、事
業リソースマッチング）
・⾃治体とコラボ事業構想
・分科会、サロン開催
・「Xビジネスファンド」構想

【Xビジネスフェス2021】
新技術 体感

・イベントアフターフォロー
（商談会、媒体での事業、事業リ

ソースマッチング）

・⾃治体とコラボ事業実践
・分科会、サロン開催
・「Xビジネスファンド」実践

【Xビジネスフェス2022】
ニッチファンビジネス 体感

・商談会、事業リソースマッチン
グ事業拡⼤
・⾃治体とコラボ事業拡⼤
・新規事業創⽣
・産官学ベンチャー創⽣
・⾃治体連携事業創⽣

「Xビジネス」の
集合体が社会的な
プラットフォーム
になり、事業創造
のハブになり、ひ
いては⽇本の産業
の発展に(陰なが
ら)寄与すること
を⽬指します︕

年々、機能を拡充︕

-2019年 2020年 2021年 2022年



EVENT OUTLINEEVENT OUTLINE

Xビジネスフェス2020 概要Xビジネスフェス2020 概要
〜オープンイノベーションを体感しよう〜



スケジュール オープンイノベーションとXビジネスを体感する2⽇間︕（仮）
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＊詳細確定は12月中を予定

多目的ホール
8・9F
収容最大400人

ホワイエ
8F

会議室
7F（701～703）
収容最大110人

小ホール
6F
収容最大　90人

スタジオ
6F　A・B・C

会議室
6F（601～602）
収容最大　70人

会議室
502・505
各30人

会議室
503
収容60人

会議室
504
主要60人

スタディゾーン スタディゾーン

4月17日

10:00 　
起業家育成会議 企画中

12:00 協賛企業様ピッチ DX推進セミナー

協賛企業様ピッチ 協賛企業様ピッチ

14:00 下町ボブスレー会議 協賛企業様ピッチ 協賛企業様ピッチ

日本のオープンイノベーション 協賛企業様ピッチ 協賛企業様ピッチ

16:00 大正大学オープンイノベーション 鉄道短大プレゼン 企画中

ベンチャーピッチ① 企画中 アクティビティ（企画中）

18:00 プロレスイノベーション① 協賛企業様ピッチ アクティビティ（企画中）

企画中 アクティビティ（企画中） 企画中

20:00 ナイトタイムエコノミー 企画中

22:00

4月18日

10:00 鉄道オープンイノベーション会議 アクティビティ（企画中） 企画中 企画中

プロレスイノベーション② 大正大学ビジネストーク THE　Xビジネス 企画中

12:00 宇宙ビジネス講義 ヘキサギア会議 エフェボーアワード表彰式 協賛企業様ピッチ 企画中

ベンチャーピッチ② ボカロトーク Co-Working Kitchen 企画中 企画中

14:00 企画中 協賛企業様ピッチ アクティビティ（企画中） THE　Xビジネス 企画中

豊島区ベンチャーピッチ ブシロード＆クリプトン アクティビティ（企画中） 企画中 企画中

16:00 企画中 協賛企業様ピッチ アクティビティ（企画中）

閉会イベント

18:00

触れ合いゾーン

XビジネスGAMES　4

産官学連携ダイナミズム

オープニングイベント
THE　豊島区

イベントゾーン

X　ビジネスGAMES　2
宇宙ビジネスベンチャーピッチ

マッチング＆ジョイ
Meet Up　パーティー

マッチング

＆ジョイ

展示
商談会

THE　Xビジネス

Zetsurin Training

触れ合いゾーン

特別展示

鉄道

フィギア

宇宙技術

協賛企業様展示

豊島区学生イベント

商談室
マッチング
コンシェル

ジュ

カーボン
ニュートラル

研究所

学生向け

ワークショップ

（起業家と交

流）XビジネスGAMES　5

次世代新技術

特別展示

鉄道

フィギア

宇宙技術

協賛企業様展示

商談室
マッチング
コンシェル

ジュ

学生向け

ワークショップ

（起業家と交

流）

X　ビジネスGAMES　1
オープンイノベーションと日本社会

X　ビジネスGAMES　3
エフェボーアワード

マッチング
＆ジョイ

展示
商談会



イベント実施内容
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Xビジネス GAMES

XビジネスGAMES
「⼤会」「表彰」「催事」

ビジネスプレゼン⼤会、
ビジネスアイデアソン、
各種コンクール、アワー
ド等の「⼤会」「表彰」
「催事」を⾏います。出
演企業・個⼈と企業との
ミートアップも︕

セミナー＆スタディ

オープンイノベーション
セミナー＆スタディ

「オープンイノベーショ
ン」をテーマとして、企
業 、 有 識 者 に よ る セ ミ
ナーやレクチャーを開催
します︕
プレゼンターとの名刺交
換やミートアップも︕

THE Xビジネス

「Xベンダー」による
プレゼン・事業紹介

ひ と き わ 優 れ た 「 芸 」
「 技 」 「 ア イ デ ア 」 を
持った企業・組織（＝「X
ベンダー）によるビジネ
スの紹介です。「Xベン
ダ ー 」 と の 名 刺 交 換 や
ミートアップも︕

マッチング＆ジョイ

パーティー＆
エンタテインメント

オープンイノベーション
とXビジネスを体感する⾷
事付パーティー︕様々な
出会いと刺激を体感︕

展⽰＆プレゼン

企業による出展

様々な企業、組織、個⼈
による出展︕技術、サー
ビス、アイデアの交流の
場︕

「Xビジネスフェス2020」では主に5つの事業を実施︕



来場者イメージ
・ビジネスパーソン全般
・「Ｘビジネス」に関⼼のある個⼈
・起業家・ベンチャー企業経営者
・新規ビジネス、企業に関⼼のある学⽣
・⾃治体、政府機関関係者の⽅

有料来場者数（予定） 1,500⼈規模

来場者イメージ
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※一般の方に加えて、ビジネス創造に大きく寄与頂ける方に多数お集り頂けるイベントに致します。



⼊場料

パス（1⽇間有効）

パス（2⽇間有効）

パーティーパス

学⽣パス（2⽇間有効）

2,000円

3,000円

5,000円

1,000円
⾷事付パーティー＋ 2⽇間有効
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※金融機関、ベンチャーファンド、起業家支援団体、イベントに関与する学生は無料で招待をし、ベンチャーピッチ、マッチ
ング等に参加頂く仕組みとなっております。運営事業費を補填するための措置として有料イベントとしております。

＊豊島区在住または豊島区の学校に通学されている学⽣の⽅
※その他「PRESSパス」「出演関係者パス」「協賛社パス」「ご招待パス」「投資家・⾦融機関パス」・・・等を⽤意。
※演⽬によっては、費⽤をお⽀払い頂いても先着着席順、業種による優先等、⼊場制限があるものもございます。
※「パーティー」のみのご参加の⽅でも、2⽇間有効の「パーティーパス」をご購⼊頂きます。



EVENTEVENT

実施イベント（例）実施イベント（例）
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オープニング

豊島区
アートカルチャー都市構想における

オープンイノベーション（オープニングセレモニー）

イベント主催
矢野経済研究所

「Xビジネスフェス2020 in 豊島区」開幕！
豊島区アートカルチャー都市構想とオープンイノベーションに関するトークセッション！
豊島区のイノベーションモデルを体感しよう！

登壇者
豊島区長、豊島区関係者、評論家、矢野経済研究所
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内容調整中

ここがエックス

豊島区のカルチャー X （掛ける） 人、モノ、
経済・・・！ オープンイノベーションの幕開け！



Xビジネス GAMES

宇宙ビジネス ピッチ X GAMES

イベント主催
いばらき宇宙ビジネス創造拠点プロジェクト

宇宙ビジネス起業家によるプレゼンおよび宇宙ビジネスモデルに関するトークイベント！
学生との対談も。
別途、起業家と投資家、金融系事業者との商談・意見交換会も！

登壇者
宇宙ベンチャー起業家
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内容調整中

ここがエックス

最先端宇宙技術とビジネス起業を体感しよう！



Xビジネス GAMES

エフェボーアワード2020
音響効果を生み出す機器「エフェクター」を組み合わせて作る「エフェクターボード」。
世界中の熱い「エフェクターボード」ファンが一同に集い、エフェクターボード自慢を
繰り広げ、表彰（アワード）されるイベント。

登壇者
エフェクター愛好家、音楽家、エフェクターボート愛好家

プロ参加者
楽器メーカー・楽器店関係者（イケベ楽器、ローランド、ヤマハ・・）、ミュージシャン

イベント主催・進行
エフェボーおじさん（㈱Key Port Kame）
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ここがエックス

「エフェクターボード」という超ニッチ趣味世界で、
小売、メーカー、コアファンを巻き込む究極の事
業モデルを体感しよう！

内容調整中



Xビジネス GAMES

オープンイノベーションと日本社会

イベント主催
㈱矢野経済研究所

オープンイノベーションが日本を変える！
オープンイノベーションの有識者、最前線企業がプレゼンテーション＆ディスカッション！

登壇者
最先端情報技術企業、豊島区、有識者
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内容調整中



セミナー＆スタディ

鉄道オープンイノベーション会議
池袋に立地する、「鉄道」に特化した高等教育機関「東京交通短期大学」と鉄道マンのコラボによ
る、「鉄道ビジネス」トーク。
鉄道ビジネスの将来、鉄道の魅力、鉄道を介したオープンイノベーションイベント。

登壇者
東京交通短期大学、東京交通短期大学の学生、鉄道写真家、鉄道ジャーナリスト

イベント主催
東京交通短期大学
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ここがエックス

学問としての「鉄道」の魅力を体感！様々な技
術、発想、人材の掛け算が鉄道ビジネスを形
成する。

内容調整中



セミナー＆スタディ

プラモデルプロモーション戦略
コトブキヤの製品のプロモーション戦略、ビジネスモデルについて紹介しつつ、コアファンを
取り込む事業モデルについて議論を深めるイベント！

登壇者
㈱壽屋 フィギア開発担当者

解説者
ショーンK（予定）

イベント主催
㈱壽屋
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内容調整中

ここがエックス

プラモデルビジネスのオープンイノベーションを
体感！「コアファン」を取り込むビジネスモデル
を体感しよう。



セミナー＆スタディ

豊島区に拠点を置く大正大学の学生が、リアルビジネスを企画！
リクルートバックの企画、設計、マーケティングに学生が参画し、メーカーが製造、販売！

登壇者
大正大学、大正大学学生、鞄メーカー

イベント主催
大正大学
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大正大学 INNOVATE
内容調整中

ここがエックス

豊島区の大正大学のキャンパス内で繰り広げ
られるリアルオープンイノベーションを体感しよ
う！



カーボンニュートラルビジネス研究所

イベント主催
カーボンニュートラルビジネス研究所

「カーボンニュートラルビジネス研究所」がお送りする、研究ピッチイベント。
脱CO2社会に向けた先端技術ベンチャーのピッチと商談会を開催！

登壇者
先端技術企業他

21

ここがエックス

脱CO2社会に寄与するベンチャーピッチ！
最先端技術事業者との商談会も。

セミナー＆スタディ



セミナー＆スタディ
下町ボブスレーネットワーク ＆ オープンイノベーション

大田区町工場の一大プロジェクトの挑戦をご紹介！
大田区の「オープンイノベーション」を体感！

登壇者
㈱マテリアル、下町ボブスレーネットワーク
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イベント主催
下町ボブスレーネットワーク

内容調整中

ここがエックス

下町発のオープンイノベーションを体感！大田
区のオープンイノベーションと魅力を紹介。大
田区町工場の技術ピッチ。



セミナー＆スタディ
起業家育成会議

ボストンに本拠を置く「スタートアップリーダーシッププログラム」のご紹介と、日本における
起業家育成の課題についてのトークセッション。

登壇者
スタートアップリーダーシッププログラム、学生起業家（または起業家候補）
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イベント主催
一般社団法人スタートアップリーダーシッププログラム

ここがエックス

ボストンに本部がある世界的起業家育成団体
が、起業家育成の本質を体感！

内容調整中



セミナー＆スタディ
DX（デジタルトランスフォーメーション）推進セミナー

DXに必要な様々なポイントを解説！
学生エンジニアを活用した㈱STANDARDのビジネスモデルを紹介しつつ、DX推進のポイント
を紹介！

登壇者
㈱STANDARD、学生エンジニア
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イベント主催
㈱STANDARD

ここがエックス

デジタルトランスフォーメーションとAIの最先端
を走る学生ベンチャーがDXのポイントを紹介！

内容調整中



セミナー＆スタディ
ボカロ講座

ボーカロイド技術の産みの親が、ボカロビジネスについて徹底トーク！

登壇者
㈱ヤマハ
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イベント主催
㈱ヤマハ

内容調整中

ここがエックス

究極のオープンイノベーション技術「ボカロ」。
「ボカロ」を徹底体感！



プロレス オープンイノベーション

登壇者
アイスリボン 主要レスラー

イベント主催
アイスリボン ㈱ネオプラス）
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新時代のビジネスは「プロレス」だ！
プロレスイノベーションを体感せよ！

THE Xビジネス 内容調整中

ここがエックス

日々進化するプロレスビジネス！まさにエンタ
メ業界のオープンイノベーション！



Sports Training  X Business

登壇者
㈱スポルアップ

イベント主催
㈱スポルアップ

THE Xビジネス

スポーツ指導者のための「野球eラーニング」を用いた集客メソッドの紹介。
スポーツ ＆ Webビジネス というビジネスフレームをプレゼンテーション。
更に「Zetsurin Training」も！

会場：6F 小ホール

27

内容調整中

ここがエックス

メンタルコンディショニングとスポーツトレーニン
グとZetsurin Trainingが一体化！



マイナースポーツ ベンチャー

登壇者
マイナースポーツ団体

イベント主催
㈱ライトスタッフ

THE Xビジネス

様々な「X」スポーツをご紹介しつつ、「Xスポーツ」の「Xビジネス」を体感！
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内容調整中



商談会 ＆ マッチングコンシェルジュサービス
ピッチイベントで技術、ビジネスモデルを紹介した事業者と投資家、金融機関、新規事業開発担当
者が、個別に商談、意見交換！
（商談スペースを用意します）

【個別 マッチング コンシェルジュ サービス（予定）】

来場者（新規事業開発、起業家、投資家・・・）が、マッチングされたい講演者を「コンシェルジュ」に申
し出て頂ければ、「商談会会場」にて、個別に意見交換・商談が可能となっております。

マッチング＆ジョイ
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企画調整中



オープンイノベーション Meet Up

特別ゲスト
イベント登壇者、レスラー、豊島区関係者等

ナビゲーター
ショーンK

Xビジネスフェスの登壇者達、投資家達、ビジネスパーソン達が、食事を取りながら、様々な出会い
が生まれる「Meet Up」イベント！
なんと、プロレス付きのMeet Up パーティー！

マッチング＆ジョイ
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With：

＊レスリングイベント開催（予定）



Hareza池袋
-会場内部-

Hareza池袋
-会場内部-
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8 F／ 多 ⽬ 的 ホール ※ 9F (観 覧 席 )8 F／ 多 ⽬ 的 ホール ※ 9F (観 覧 席 )

メインホール正⾯ メインホール側⾯

9F観覧席より

■「400名」程度のホール。

■常設のLEDモニターあり（基本規格16:9）。
※上部にイベントタイトル等の掲出可能。

■演者控室は「7F」の部屋を使⽤。

■テクニカルスタッフなどはすべて事務局が⼿配。
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実施演目： オープニング式、アイデアソン、ベンチャーピッチ、パー
ティー、大型セミナー、閉会式等の演出が含まれるイベント開催



展示ブース
展⽰＆プレゼン

33

多
⽬

的
ホ

ー
ル

展⽰スペース

②

① ③

「Xビジネスフェス」のコンセプトに賛同して頂いた企業によるブースにて、
各自、事業の展示を頂きます。

※画像はイメージです。



7 F／ 会 議 室 （ 7 0 1〜 3） 、 ス タ ジ オC、 控 室 （ 1〜 3）7 F／ 会 議 室 （ 7 0 1〜 3） 、 ス タ ジ オC、 控 室 （ 1〜 3）

701〜703会議室 後⽅より スタジオC

控室（2部屋 ※サイズ⼤⼩あり）

■701〜703会議室は100席以上レイアウト可能

■プログラム次第だが、会場後⽅に「展⽰スペース」
を設ける事も検討。

■スタジオCは防⾳環境もあり。
※常設展⽰スペースとしての使⽤も検討。
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実施演目： セミナー・レクチャー、トークイベント等を実施。
スタジオではジオラマ、模型、商品等の展示。



6 F／ ⼩ ホ ー ル6 F／ ⼩ ホ ー ル

⼩ホール ⼩ホール（利⽤イメージ）

⼩ホール前サイネージ

■ステージなどを組んだ場合にはキャパ「60名」程度
で想定。

■表彰式等は90名程度の座席設定可能
※集客数によってはメインホールの転換使⽤も検討。

■テクニカルスタッフなどはすべて事務局側で⼿配。
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実施演目： セミナー、表彰式、小型のイベント、学生とのワークショッ
プ等、顧客との距離感が近いイベントの実施。



6 F／ 会 議 室 （ 6 0 1〜 2） 、 ス タ ジ オA , B6 F／ 会 議 室 （ 6 0 1〜 2） 、 ス タ ジ オA , B

601〜602会議室 601〜602会議室 後⽅より

スタジオA

■601〜602会議室は約70席レイアウト可能。

■⼩規模のスタジオ（A、B）もプログラムでの
使⽤可能。
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実施演目： セミナー、ワークショップ等を実施。
スタジオではジオラマ、模型、商品等を展示。



5 F／ 会 議 室 （ 5 0 1〜 5 0 6）5 F／ 会 議 室 （ 5 0 1〜 5 0 6）

506会議室（約10〜15席想定） 502会議室（約30席想定） 503会議室（約60席想定）

504会議室（約60名想定） 505会議室（約30名想定） 506会議室（約10〜15名想定）

375Fは出演企業の展示、ワークショップ会場、個別商談会場、学生控室、出演者控室、事務局控室等として利用



そ の 他そ の 他

8Fホワイエ 1Fエントランス 受付設置想定スペース1F
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8Fホワイエ（利⽤イメージ）
展⽰・商談ブースとしても利⽤可 正⾯⼊り⼝

（タイトルサイネージ）

1F チケットセンター
（前売り発売・パンフレット設置）

6F・7F 会場脇
（奥のデットエンドは展⽰

ブースとしても利⽤可）



Email:

TEL:

担当:

Xビジネスフェス
事務局 ㈱⽮野経済研究所

xbusiness@yano.co.jp
03-5371-6931

松島勝⼈ kmatsushima@yano.co.jp
⽚岡⼀豊 kkataoka@yano.co.jp
依藤慎司 syorifuji@yano.co.jp

本イベントに関するお問い合わせは以下にお願い致します。
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