
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

目的に開催。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ます。取引先の開拓を

行う企業担当者の皆さま、 全国で活躍する女性起業家の

皆さま、一般の方も是非ご参加ください。

WEPsとは

国連機関であるUN Womenが2010年に作成した女性のエンパワーメント原則（WEPs）

1 トップのリーダーシップによるジェンダー平等の促進　2 機会の均等、インクルー

ジョン、差別の撤廃　3 健康、安全、暴力の撤廃　4 教育と研修　5 事業開

発、サプライチェーン、マーケティング活動　6 地域におけるリーダーシップと参画

7 透明性、成果の測定、報告の７原則です。本イベントは、第5原則の内の「女性

経営者や起業家との取引の発展、取引先や同業者の関与」と、第6原則の内の

「ステークホルダー、その他の機関との協働促進」の実践を目的に開催します。

第一部トークセッションでは、全国各地で活躍する個性的で魅力的な女性
起業家たちの活動についてだけでなく、企業とのコラボレーションの経緯や
裏話を聞くことができます。女性起業家との交流の機会もあり、きっと女性
起業家たちのパワーを感じていただけるはずです。起業を目指す方や女性
起業家に興味のある方は、是非ご参加ください。

どなたでも参加可・託児有り（0-6歳児）＊事前申込制

10:30 - 12:15
（10:00受付開始）

オープニング

トークセッション：01 ／ 女性起業家と取引企業によるコラボレーション事例紹介

トークセッション：02 ／ 全国各地で活躍する女性起業家の取組紹介

12:15～13:30までの休憩時間に交流が可能です。

第二部（13:30～）は企業と女性起業家のマッチングセッション、第三部（16:30～）は女性起業家限定のコラボパーティーを行います。

全参加者
託児あり
※事前予約制

時 間 内 容 参加者

第一部

Global Tech EDGE NEXT（産官学グローバル連携によるEDGE NEXTプログラム）は、東京大学が主幹機関となり、筑波大学とお茶の水女子大学、静岡大学の３大学
が協働機関となって形成するアントレプレナー育成のためのコンソーシアムです。お茶の水女子大学では「女子大発ビジネスの創出」を目標に掲げ、「アントレプレナー
講座」などを開催・運営しています。内閣府＆男女共同参画推進連携会議＆J30 0実行委員会＆NBC共催事業「企業×女性起業家マッチングイベント」第一部を「女性
起業家と企業のマッチング」を学ぶ講座としてこれに協賛し、Globa l  Tech EDGE NEXT（4大学コンソーシアム）のメンバーに参加を呼びかけます。

PROGRAM 2018年2月15日（木）イベント当日のスケジュール　＊変更の可能性有り。イベントHPで最新情報を公開しています

ABOUT イベント概要

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、新たな事業展開や
商品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。

企業の方へ

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の方に
向けたプレゼンテーションや交流の機会を
ご提供します。大手企業に対しビジネス
アイデアをアピールする絶好の機会です。

女性実業家の方へ

一般の方へ

女性起業家と企業のマッチングを学ぶ
内閣府＆男女共同参画推進連携会議 ＆ J300 実行委員会＆ NBC 共催事業　「企業 × 女性起業家マッチングイベント」第一部

お茶の水女子大学 ＆ Global Tech EDGE NEXT 連携企画

 at イトーキ東京
イノベーションセンター SY NQ A

＊ランチタイム交流が可能です

2018.2.15
10 :30 - 12 :15

THU

About : Global Tech EDGE NE X T



これまでのイベントでは、のべ50社以上の大手・中堅企業に対し、全国の女性起業家から260件以上の提案が行われ、その内36％程が後日の詳細提案に繋がる結果に
なりました。イベントを通じ、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。

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。

イベントHP

協 力 ： お茶の水女子大学EDGE-NEXT事業  ｜  UN Women 日本事務所  ｜  株式会社イトーキ

後 援 ： 公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会 ｜ 一般社団法人 神奈川ニュービジネス協議会 ｜ 公益財団法人 ２１世紀職業財団 ｜ 新日本有限責任監査法人 ｜ 株式会社日本政策投資銀行
 認定NPO法人 国連ウィメン日本協会

[  内閣府共催事業 ]  企業×女性起業家マッチングイベント ビジネスにも運命の赤い糸ってあるんです

問い合わせ先 ｜ Global Tech EDGE NEXT ｜ Mail：edgenext@cc.ocha.ac.jp  ｜ TEL：03-5978-5502 ｜ 受付時間：平日10:00 -17:00

トークセッションでは、企業と女性起業家の先進的取引事例を紹介します。
女性起業家ゲストだけでなく、取引をされている企業の方にもお越しいただきます。

あきざくら
代表

山村 沙世子 氏

男女共同参画
推進連携会議

J300実行委員会
（女性社長.net編集部㈱コラボラボ内）

一般社団法人
東京ニュービジネス協議会

主 催 ： 

日本伝統技術×眠った着物を
 「Re」文化で再生させる傘屋さん。
立ち上げ4か月で6か国進出！

エイグローブ株式会社
代表取締役

小粥 おさ美氏
世界3 0か国と取引中！静岡の
和製アリババ。ベトナムにIT支社
を置き、海外販路開拓を推進！

STR企画
代表

石嶋 瑞穂氏
病室起業！闘病中の子供の「お
見舞」ジャンルマーケットの確立を
目指す！ニッチなニーズを拾って
家族で楽しめる入院生活を提案。

行政書士さいたま市民法務事務所
代表

中村 絵美里氏
士業の新ジャンル！海外口座解約
の新しいシステムで「困った」を
解決。二児（双子）の母が経営する
女性が働きやすい法務事務所。

株式会社よつばメンテナンス
代表取締役

黒須 貴子氏
女性消防設備士の活躍で女性
個人宅も安心！ 毎年売上利益
125％UPを実現。

EVENT 〈トークセッション〉企業と女性起業家の先進的取引事例に加え、全国各地で活躍する女性起業家のプレゼン

COLLABO CASE 企業×女性起業家のコラボレーション事例

ENTRY 詳細・申し込みはW E Bから　＊定員になり次第参加申し込み終了とさせていただきます。

トークセッション：01 ｜ 女性起業家と取引企業によるコラボレーション事例紹介

トークセッション：02 ｜ 全国各地で活躍する女性起業家の取組紹介

CASE.1 提携実績

IT（女性起業家）

鉄道会社

女性起業家のPR企画提案が大手エステサロンで実現。女性
起業家の新しい切り口からのアイデアにより、これまでの社内
の発想だけでは実現しなかった”弾けた”キャンペーン企画を
実施することができました。

CASE.2 取引実績

PR（女性起業家）

大手美容企業

企業・一般参加の方
（託児有り）http:// joseishacho.net / j300_event

山口県下関市出身。高校卒業後、単独豪州に渡る。シドニー大

学大学院経済学部修了。日本に帰国後、在日本オーストラリア

大使館等で商務官を勤め幅広い分野でオーストラリア企業の日

本への誘致、共同新規事業開発などのプロジェクトを担当。2011

年からエアアロマジャパンの代表取締役としてグローバル企業

に対して香りのブランディングを行う。五感を科学的に分析し

ていく（一社）KANSEI PROJECTS COMMITTEE 副理事長。

空間のいごこちの検証や、生産性向上のための空間設計をする

研究プロジェクトに従事。

Air Aroma Japan 株式会社
代表取締役

柳川 舞 氏

石川県出身28歳、順天堂大学卒業。大学生時代に取得

した特別支援学校教員免許に関する学びの過程で障害

を持つ子供達の卒業後の就職・自立に課題を感じる。

卒業後社会貢献活動を担当する職に就いた後に花業界

へ転身し、起業。障害者施設で行った花のレッスンで

障害者の意欲的な姿を見て「花の仕事は障害のある方と

一緒にできるのでは」と感じ、障害者雇用をはじめと

した社会的役割を基盤としたお花屋さんをスタート。現在

3店舗を運営する。

株式会社 LORANS.
代表取締役

福寿 満希氏

東京都出身。 2005年 ～ 2016年の11年間、民放

テレビ局で報道記者、宣伝広報として勤務。「触覚

ツールを活用した母子コミュニケーションデザイン」

の研究活動をしながら「PRプランナー」として

独立。スタートアップの会社を中心にメディアを

動かすプロジェクトのプランニングから、各媒体へ

のアプローチまでをトータルでサポートしている。

本イベントへは、パートナー企業であるオムロン

株式会社のご担当者様と登壇します。

PRプランナー
慶應大学大学院
メディアデザイン
研究科
修士課程 在学中

井上 千絵 氏

申し込み


