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2013年6月3日 

報道関係各位 

一般社団法人ナレッジキャピタル 

株式会社KMO 

うめきた・グランフロント大阪 知的創造拠点「ナレッジキャピタル」の“今” 

■ 「The Lab.みんなで世界一研究所 アクティブラボ」 来場者 開業1か月で30万人突破 

■ 「ナレッジサロン」 開業から約100 名が新規入会、会員約800 名に 

■ 「コミュニケーターと行くナレッジキャピタルツアー」 開始 
 

 

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）ならびに株式会社KMO（代表取締役社長：間渕 豊）

は、本年 4月 26日（金）の開業から約１か月が経ち、うめきた・グランフロント大阪の中核施設「ナレッジキ

ャピタル」の状況と、6月開催のイベント内容をお知らせします。 

 

１．ナレッジキャピタルの今 

①「The Lab. みんなで世界一研究所」 アクティブラボの来場者数 開業1 か月で 30 万人を突破 

「The Lab. みんなで世界一研究所」2、3階の「アクティブラボ」では、開業1か月の来場者数が30万人を

突破しました。ゴールデンウィーク時には1日約2万人の来場となるなど、想定を大きく上回り約3倍以上の来

場者数となっています。子ども連れのファミリー、若者やカップル、ご年配のグループ、仕事帰りのビジネスパ

ーソンなど客層も幅広く、技術や製品など開発段階のプロトタイプを身近に見ることができる体験施設として楽

しんでいただいております。 

一方、参画者同士によるコラボレーションも始まっています。伝説のスポーツカー「トミーカイラZZ」の電気

自動車を展示するグリーンロードモータース株式会社とメガネ型コンピュータなどソフトウエア開発のウエスト

ユニティス株式会社が、AR（拡張現実）技術を用いた新たなコンテンツを共同で制作し、それぞれのブースで展

示しています。ナレッジキャピタルの目指す“知の交流と新たな価値創造”が実践されています。 

 

②「ナレッジサロン」 開業から約100 名新規入会、会員約800 名に 

開業から約 1か月でサロン会員は、約 100名増加し、800名を突破しました。サロン会員は、40歳代が主流

で、ビジネスパーソン、コンサルタント、大学・研究機関関係者、クリエイター、士業など、さまざまな分野か

らの会員属性となっております。平日は現状約200名のお客さまが訪れ、商談、会議、パーソナルワーク、セミ

ナーやパーティによる利用などサロンを起点に活動されています。また、開業約2年前から開催している交流イ

ベント「木曜サロン」を継続して開催するなど、本格的な交流が始まっています。 

 

③「フューチャーライフショールーム」 行列ができるお店や、長時間の滞留時間が特長 

21の店舗からなる「フューチャーライフショールーム」では、長い行列ができ、すでに名物となるお店など、

盛況を維持しています。各店舗とも予想を上回る来場者数となっており、最大の特長は、来場者の各施設での長

時間の滞留時間です。各店舗ではさまざまな体験イベントを開催するなど、ナレッジキャピタル全体で“いつも

どこかで”イベントを実施している、来場者が気軽に参加できる場を提供しています。 

 

④「ナレッジオフィス」 入居した各社がセミナー開催などの活動をスタート 

「ナレッジオフィス」参画者全19社のうち15社が入居しており、残りの企業・大学も7月1日（月）までに

全社入居を予定しています。入居した各社は、セミナーなどの開催を始めるなど活動をスタートさせています。 
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２．６月の注目トピックス 

①「コミュニケーターと行くナレッジキャピタルツアー」開始  

ナレッジキャピタルでの新しい価値創造に来場者が参加。来場者の「発見」をコミュニケーターが引きだすガイドツアー 

 6月 8日（土）より、さまざまなテーマに応じてコミュニケーターと施設を巡り、ナレッジキャピタルを体感

する「コミュニケーターと行くナレッジキャピタルツアー」を実施します。ナレッジキャピタルは、新しい技術

や生活に役立つ研究活動などを展示し、来場者（一般生活者）と参画者（企業、研究機関、大学など）の交流に

より、新たな価値の創造を目指しています。同ツアーは、コラボレーションをサポートする運営スタッフ「コミ

ュニケーター」により実施します。ナレッジキャピタルの魅力や楽しみ方を伝えてリピート利用者やファンの獲

得を狙うだけでなく、来場者の体験から新しいアイデアや発想などの“発見”を引き出すとともに、その発見を

参画者へフィードバックすることにより、新しい価値創造のきっかけにつなげます。施設全体を巡るツアーから、

「未来の暮らし」「科学」などのテーマによるツアーなど5つのコースで実施する予定です。 

実施期間： 2013年6月8日（土）～9月1日（日）の土・日曜日 

実施時間： 11：00～、14：00～、16：00～（各75分間） 

参加方法： The Lab. 3階「アクティブラボ」にて、各ツアー1時間前より 

 受付開始（先着順、定員は各ツアー5～10名程度） 

参加費： 無料 

 

②「Ars Electronica Creative Cloud in the Lab.」 （アルスエレクトロニカ・クリエイティブ・クラウド） 

メディアアートの最高峰「アルスエレクトロニカ」による期間限定ワークショップを開催 

オーストリア・リンツからメディアアートの国際的機関であるアルスエレクトロニカ社を迎え、6 月から来年

3月までワークショップシリーズ全10回を開催します。子どもでも楽しめるワークショップからメディアアート

の専門家をもうならせる最高峰・最先端のレクチャーなど、世界のトップアーティストによる「描く」「聞く」「作

る」など多彩な内容で展開します。第 1 回は、“未来を描く”をテーマにアルスエレクトロニカ社ディレクター

のゲルフリート・ストッカー氏によるレクチャーや、アメリカ・ニューヨークで活躍するアーティストのザッカ

リー・リーバーマン氏によるワークショップを開催します。 

＜第1回概要：“Drawing++：未来を描く”＞ 

実施日時： 2013年6月14日（金）～16日（日）※時間は日により異なる 

実施場所： The Lab. 2階「アクティブスタジオ」 

参加方法： ホームページより事前申込制（定員20～50名程度） 

参加費： 無料 

 

③「ルネサンス名画×NICT 大画面高精細タイルドディスプレイ」 

超高精細デジタル画像で観る名画は迫力満点！イタリア・ウフィツィ美術館in ナレッジキャピタル  

「日本におけるイタリア年2013」の関連イベントとして、「ヴィーナスの誕生」をはじめとするウフィツィ美

術館所蔵の名画 10作品を超高精細画像でお届けします。フルハイビジョン 8面のタイルドディスプレイの大画

面で展示作品を紹介するギャラリートークを毎日開催するほか、「フューチャーライフショールーム」に参画する

「ワールドワインバー ピーロート」のワインをかたむけながら、名画にまつわるトークや映像鑑賞などを楽しむ

大人のためのナイトミュージアムも開催します。また、17日にはナレッジキャピタルとフィレンツェ大学をつな

いだライブ中継も予定しています。 

実施日：  2013年6月18日（火）～21日（金） 

実施時間： 10：00～21：00（21日は20：30まで） 

 ※ギャラリートーク10：30、12：30、15：30、17：30（各回30分程度） 

 ※ナイトミュージアム19：00（各回1時間程度） 

実施場所： The Lab. 2階「アクティブスタジオ」 

参加費： 無料 
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３．ナレッジキャピタルを体験しよう！6 月のイベントスケジュール 

日時 内容 

6 月随時開催 “山の知識の情報の城”で 30 のセミナー・イベント開催 ～好日山荘 「マウントラボ」 

山登りのための情報発信スペース「マウントラボ」は、好日山荘登山学校の机上講座をはじめ、

山登りを楽しくするためのさまざまなセミナーやイベントを開催する“山の知識の情報の城”で

す。今、世界遺産登録で注目が集まる「富士山」の登山情報や、世界自然遺産である小笠原諸島

や海外でのトレッキング情報など、6月は30にものぼるセミナーやイベント開催しています。詳

細はWebサイト（http://www.kojitusanso.jp/mountlabo_schedule/）をご覧ください。 

6 月1日（土）～ 

9 日（日） 

11時～21時 

世界のワインが“うめきた”ナレッジキャピタルに集合！ ～ワールドワインバー バイ ピーロート 

ドイツで 3世紀以上にわたるワイン生産の歴史を持つピーロート・ジャパン株式会社が、1階の

吹き抜け広場「ナレッジプラザ」で「ワールドワインフェスティバル IN グランフロント大阪」

を開催。世界各国の銘醸地より直輸入のワイン50種類以上を無料で飲み比べいただけます。 

6 月1日（土）～ 

30 日（日） 

毎週土・日曜日 

14時～ 

ぴちょんくんと「梅雨のジメジメ対策とエコの取組」 ～ダイキンソリューションプラザ 「フーハ大阪」 

梅雨の時期を乗り切る住まいの梅雨対策と節電方法など家でできるエコの取り組みについて家族

で学べます。電気代が下がるエアコン掃除のコツ、室外機まわりのチェックポイントなど、節電

になる理由とポイントを子どもと楽しみながら学べます。また、ジメジメ対策に最適な商品も体

感できます。ぴちょんくんからの挑戦状「クイズラリー」やうちわ作りなどの体験イベントも開

催します（一部定員あり）。 

6 月5日（水）～ 

9 日（日） 

※時間は日により

異なる 

タレントクローンブームにのってモモクロコピーバンド!?登場 ～The Lab. 三木楽器 

6月 6日（木）の「楽器の日」にちなみ、ジャズ、ロックのライブ演奏から話題のアイドルライ

ブイベントなど三木楽器による“WEEK LIVE”を開催。NTT西日本とのコラボレーションによ

り遠隔地とのセッション＆ライブを行う「光☆DUETTO」で繋いだ「JAZZ NIGHT」や

「DEMONSTRATION LIVE」の開催、ももぜっと、クルミクロニクルなどのアイドルに「大阪

発！ジラメイトアイドルLIVE」（定員あり）を行い、The Lab.を音楽で彩ります。 

6 月8日（土）、 

9 日（日）、 

12 日（水） 

13時～16時 

「世界で活躍するパティシエの技術を体感」デモ＆試食会 ～大手前学園 スイーツ・ラボ 

スイーツ・ラボでは、毎月、世界で活躍するパティシエを招きその技術を披露。今月は、オース

トリア・マイスター「ペーター・ミラウツ」氏を迎え、伝統菓子ザッハトルテのデモンストレー

ションや、“黄金の指先”で自由自在に作り上げるマジパン細工の華麗な技の数々など間近で体感

することができます（定員30名、一般5,000円）。 

6 月9日（日）、 

16 日（日） 

※時間は日により

異なる 

「住むコト講座」、父の日イベント「お父さんとオリジナル缶バッジ」 ～積水ハウス 住ムフムラボ 

9日は「感性を活かすインテリア術」、16日は「子どもを科学物質・アレルギーから守るために」

をテーマとしたセミナー「住むコト講座」を開催（予約制）。また、16日は「父の日」にちなみ、

お父さんを含む家族の写真を撮影しオリジナル缶バッジに加工できるイベントも開催します。 

6 月15日（土）～ 

30（日） 

8時～23時 

ARISE×Cafe Lab.「攻殻機動隊ARISE」公開記念フェア開催 ～The Lab. カフェラボ 

1989年の漫画作品発表以来、国内外で根強い人気を誇る「攻殻機動隊」。 6月 22日に劇場上映

される新作「攻殻機動隊ARISE」の公開を記念して、カフェラボで公開記念フェアを開催。ブッ

クライブラリでは関連コミックを展示するほか、カフェ内ではプロモーション映像を視聴するこ

とができ、作品に関する展示物もご覧いただけます。 

6 月26日（水）～ 

7 月3 日（水） 

※時間は日により

異なる 

癒しをテーマに「つながるこころと輝く笑顔」 ～The Lab. 梅花女子大学 

癒しの音楽視聴、逆さメガネ、AHA体験、心理的効果が高いおもちゃなどの常設展示や、アニマ

ルセラピー体験、アロマキャンドル作り、メンタルヘルス療法などさまざまなセミナーを開催し

ます（定員数あり）。 
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6 月28日（金）～ 

7 月25日（木） 

10時～20時 

 

初音ミク ｉｎ ナレッジキャピタル ～ミクさんが大阪に遊びにきた～ <プロジェクト第一弾＞ 

「初音ミク」がいよいよナレッジキャピタルに現わる！歌声合成ソフトから誕生したキャラクタ

ーで、ナレッジキャピタルのコンセプトである「感性」と「技術」の融合による「新たな価値」

創造をまさに体現する「初音ミク」。動画投稿サイトを皮切りに、“オタク”の垣根を越えて、美

術史でも紹介されるなど、今や一般の人を含め世界中で人気を集めている「初音ミク」とナレッ

ジキャピタルがコラボレーション。ＡＲと呼ばれる拡張現実を活用し、ナレッジキャピタルに隠

れているミクを探す次世代のかくれんぼ「ミクとかくれんぼ」をプロジェクト第一弾として開催。 

 

 

 

４．世界に誇るニッポン人が毎日登場！「THE 世界一展」6 月のすごい！ステージプログラム 

現在開催中の「THE 世界一展～魅せますニッポンの技と人～」では、日本が世界に誇る知の数々（技術、製

品、プロジェクトなど）約175点を超えるアイテムの展示のほか、ステージでは、毎日、世界一の技やユニーク

な技を持つ人が登場し、開発秘話の講演や楽しい実演、ワークショップなどを実施しています。毎日変わる多彩

なライブプログラムの中でも、特に注目のステージをご紹介します。 

 

①6 月15 日（土）12:00～/16:00～ 『夜空に広がる夢～世界一の花火～』    

    トークライブ 本田正憲 ㈲片貝煙火工業 

四百年の伝統を誇る「片貝まつり」は、三尺玉発祥の地として知られ、町中が花火一色となる熱狂的なお祭り。初代

社長、本田善治は叙勲（勲四等瑞宝章）を持つ四尺玉創始者として、世界最大を誇る四尺玉花火は、直径800メートル

の大きさを誇りギネス世界記録™に認定。ステージでは、世界一の四尺玉花火の製作から打ち上げに至るまでの開発秘

話についてお話ししていただきます。 

 

②6 月16 日（日）16:00～/18:00～  『あれれれれ！？視覚芸術「リングアーツ」パフォーマー！』  

    パフォーマンス・トークライブ 謳歌-Ouka- 

CGのような景色を作り出すオプティカルイリュージョニスト（視覚の魔術師）。ディアボロ（ジ

ャグリング）の日本大会では優勝を飾る。新しいパフォーマンスを模索する中、視覚芸術「リン

グアーツ」の振り付けを作成。世界のトップアーティストのみを招集するフランスの権威ある国

営放送に出演し、他の出演アーティストとは異なり二度に渡り放送。また、中国国際メディアフ

ェスティバル金鵬賞にゲスト出演し、その様子は中国国営放送で生中継された。ステージでは、

一度見たら忘れられない、CGのような景色を作り出すオプティカルイリュージョンを披露。 

 

③6 月18 日（火）13:00～/15:00～  『火曜日ですがはじけます！世界一コスプレパフォーマンス！S-1 MEETING 

VOL.2』 パフォーマンス・トークライブ CosPAfo office GLORIA 

コスプレの世界大会である世界コスプレサミットで、日本代表や世界１位になったコ

スプレイヤーで構成されたパフォーマンスチーム。日本のイベントのみならず、大使館

や領事館訪問など、国を超えた交流と世界のコスプレイヤーの青少年の文化交流の促進

に貢献している。ステージでは、アニメ・ゲーム・漫画を題材としたコスプレで、映像

と共に殺陣・演舞等のパフォーマンスを披露。 
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④6 月26 日（水）13:00〜 『101 〜歳目前スペシャル！伝説の国語教師 世界にはばたく人材を育てて 80年』 

トークライブ 橋本 武 元灘中・高等学校教頭 

今年7月に101歳となる現在も特別授業などで教壇に立つ橋本武氏。1950年、新制灘中学校で新入生を担当するこ

とになった時点から、「教科書を使わず、3年をかけて中勘助の『銀の匙』を読み解く」という独特の国語授業を行い、

当時公立高のすべり止めだった灘校を東大合格日本一へ導く。卒業生には作家の遠藤周作、神奈川県知事の黒岩祐治、

東大総長、最高裁事務総長など、数多くの医師ら、日本のリーダーを育てた。ステージでは、当時の「教科書を使わな

い授業」についての思い出や授業内容についてお話ししていただきます。 

 

⑤6 月28 日（金）15:00～/17:00～ 『洗いざらいしゃべります！窓ふき世界チャンピオン！』  

    トークライブ 細川 泰生 ㈲ランダムアクセス 

アルバイトを経て 1997年にビル清掃会社ランダムアクセスに入社。窓ふき歴 16年。

屋上からロープで吊るされる窓ふきの花形「ブランコ」が得意。2008年アメリカで開催

された窓拭きの世界大会に日本代表として出場。縦横約1メートルの窓ガラス3枚を拭

き、タイムを競う大会にて14.98秒という記録で世界チャンピオンの座を勝ち取った。

ステージでは、窓拭き日本一から世界一になるまでの苦労、仕事内容などのトークや、

実際にガラス台での世界一のスピードを持つ窓拭きのパフォーマンスを披露。 

 

※その他のステージスケジュールについては、 

THE世界一展ホームページ（http://the-sekai1.jp）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

一般社団法人ナレッジキャピタル 担当：古市、山本 

電話：06-6372-6437 

【ナレッジキャピタル 公式ホームページ】 

http://kc-i.jp/ 


