2013 年 7 月 1 日
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」

7 月開催イベントのご案内
〜他では体験できない事がたくさん、「夏休み」に子どもから大人まで楽しめる～

■

ナレッジキャピタルにおける海外連携の展開状況
～在関西総領事などを迎えたサロンの開催や、注目の香港機関とベンチャー企業が来日～

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、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」における、7 月開催のイベントやトピッ
クスをお知らせします。
開業から約 2 か月が経つナレッジキャピタルでは、参画者による活動や交流が活発化しています。ナレッジサ
ロンでは、会員の日常利用が増え個々の活動の拠点として活用されています。今月は、会員同士の交流をより深
めるためのイベントを充実させるなど、新しい出会いや交流の場を提供してまいります。また、海外からの訪問
や視察も増え、具体的な連携事業も始まります。一方、夏休みを控えた各施設では、子どもから大人まで楽しめ
るたくさんの多彩なイベントを開催してまいります。つきましては、以下の通り、詳細をご案内いたします。

１．７月の注目イベント
① 映像体験やおもしろ操作に大興奮！「バーチャル世界体験 夏祭り」
〜悲しいときでも幸せな顔になれる鏡？スーパークリエータの作品が登場～
The Lab. みんなで世界一研究所の 2 階、3 階の「アクティブラボ」には、VR・AR 技術を活用した先進的で
ユニークな研究、コンテンツ、ソリューションを展開する企業、大学、研究機関が参画しています。そのアクテ
ィブラボ参画者が共同で、最新の VR・AR 技術を一堂に紹介する特別展示と、不思議映像体験の仕組みを紹介す
る特別展示およびセミナーを開催します。
（※VR・・・バーチャルリアリティ／仮想現実 AR ・・・オーグメンテッドリア
リティ／拡張現実。スマートフォンやタブレットなど高機能デバイスの拡大により、私たちの身近な生活や仕事に浸透してきている。
）

特別展示では、
2012 年度スーパークリエータに認定された東京大学大学院生による悲しいときでも幸せな顔に
なれる鏡『扇情的な鏡』や、専用のディスプレイ、ペン、メガネを使ってリアルな 3D イメージが体感できる
『zSpace』
、毛状表面での映像提示とマルチタッチ認識が可能な大画面毛状マルチタッチディスプレイ『FuSA2
Touch Display』など、数々の技術が登場します。
名 称：

バーチャル世界体験 夏祭り

日 時：

2013 年 7 月 13 日（土）
、14 日（日）
、15 日（月・祝）

会 場：

ナレッジキャピタル The Lab. みんなで世界一研究所
2 階、3 階「アクティブラボ」
（特別展示）
※展示コンテンツは日により異なる
2 階「アクティブスタジオ」
（特別セミナー ※7/15 のみ）

主 催：

一般社団法人ナレッジキャピタル

後 援：

日本バーチャルリアリティ学会
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② 「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2013 in 大阪」 （SSFF & ASIA）
～別所哲也氏が代表をつとめる米国アカデミー賞公認国際短編映画祭～
新しい映像ジャンルとして
「ショートフィルム」
を日本に紹介するため、
俳優の別所哲也氏が創立者として 1999
年に東京・原宿で誕生させ、映画『スターウォーズ』で有名なジョージ・ルーカス監督からも毎年応援をいただ
き、現在、アジア最大級の国際短編映画祭へと成長しています。
今年、東京では、約 1 万 3000 人を動員し好評を博したこの映画祭が、新しく誕生した「ナレッジキャピタル」
からショートフィルムの魅力を大阪に発信します。上映作品は、次年度の米国アカデミー賞短編部門のノミネー
ト選考対象作品となる今年のグランプリほか受賞作品を含む、
3 プログラム 18 本の作品です。
初日の 19 日には、
映画祭代表の別所哲也氏が舞台挨拶に登壇する予定です。
なお、7 月 13 日（土）から 20 日（土）までナレッジキャピタル 1 階「カフェラボ」で「SHORT SHORTS
を楽しもう at CAFE Lab.」を実施します。SSFF & ASIA の歩みを感じる過去開催のメインポスターの展示や電
子タブレットでショートフィルムを鑑賞でき、今回の上映する作品を紹介する展示も行います。
名 称：

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2013 in 大阪

日 時：

2013 年 7 月 19 日（金）
、20 日（土）各回 11：00 より随時
※前日 18 日（木）に、別所哲也氏を迎えプレス・関係者向け上映発表会
（17：00～18：00）
、およびパーティ（18：00～19：00）を開催します。

会 場：

ナレッジシアター（北館 ナレッジキャピタル 4 階）

主 催：

一般社団法人ナレッジキャピタル

協 力：

ショートショート実行委員会、毎日放送

協 賛：

メルセデス・ベンツ日本株式会社、株式会社好日山荘、株式会社滋慶

後 援：

大阪府、大阪市、公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会、FM802、FM OSAKA

URL：

http://kc-i.jp/shortshorts

チケット料金： 1 日券／当日のみ 1,500 円
1 プログラム券／当日 1,000 円（前売り 800 円）
シニア（60 歳以上）800 円
チケット販売： 7 月 1 日（月）より「チケットぴあ」にて販売開始

③ 「うめきた未来会議 MIQS」 （ミックス）
～フロントランナーをリーダーにみんなで考える「交流型カンファレンス」～
参加者が各分野のイノベーターからの問題提起にインスパイアされ、普段交わることのない人たちが交流し、
一方通行ではなく、さまざまに波及していく新しい行動が起こるきっかけをつくる「交流カンファレンス」を開
催します。当日は、スマートフォンを活用した SNS プログラムも用意し、来場者の積極的な議論参加と参加者
同士の交流を促進する試みも実施します。
名 称：

うめきた未来会議 MIQS

日 時：

2013 年 7 月 27 日（土）15：00～18：30（開場 14：30）

会 場：

ナレッジシアター（北館 ナレッジキャピタル 4 階）

主 催：

株式会社毎日放送、一般社団法人グランフロント大阪 TMO、一般社団法人ナレッジキャピタル

入場料：

入場料無料 ※Web サイトより事前申し込み（https://miqs.net/）

講演予定者：

辻野晃一郎氏
（アレックス株式会社代表取締役社長兼CEO／元グーグル日本法人代表取締役社長）
矢野浩之氏（京都大学生存圏研究所 教授／生存圏学際萌芽研究センター センター長）
谷口直樹氏、鳥居加奈氏、横山創一氏（近畿大学水産研究所）
堀口展男氏（野田金型有限会社 取締役社長）
郷さやか氏（株式会社ドワンゴ ニコニコ運営プランナー）
杉本真樹氏（神戸大学 医学研究科 特命講師 医学博士）
小間裕康氏（グリーンロードモータース株式会社 代表取締役社長）
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２．ナレッジキャピタルにおける海外連携の状況とナレッジサロンでの活動について
ナレッジキャピタルは、アジアをはじめとする海外機関と連携し、国際交流・発信を行っています。開業後、
海外からの視察や訪問も多数あり、今月 7 月には在関西総領事館・領事館を迎えサロンイベントを開催します。
また、香港やフランス・リヨンなどから使節団を迎え、連携構築を深めるとともに、ナレッジサロンを中心にセ
ミナーやマッチングの実施など本格的な共同事業に取り組みます。

① 在関西総領事館・領事館を迎えた「インターナショナルオープンサロン」を開催
ナレッジサロンでは、7 月 5 日（金）に、外務省、大阪府、大阪市との共催により、在関西領事総領事館・領
事館の皆さまを迎え、
「インターナショナルオープンサロン」を開催します。在関西総領事等にナレッジキャピタ
ルについてより理解を深めていただき、さらには各国総領事館等とナレッジキャピタルとの双方向の情報発信や
知の交流による新たなビジネスマッチングにつなげます。
日 時：

2013 年 7 月 5 日（金）19：00～21：00（開場 18：30～）
※17：30～18：50 にて、在関西領事総領事館・領事館の皆さまに対し、
ナレッジキャピタルの視察ツアーを行います。

会 場：

ナレッジサロン（北館 ナレッジキャピタル 7 階）

参加対象：

在関西 19 の総領事館の総領事、領事および館員、ナレッジサロン会員およびビジター

ナレッジドナー： エクイニクス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 古田敬氏「エイニクス社と大阪進出について」
英語落語家 ダイアン吉日さん「日本における面白い体験について」

② 最新技術を価値ある製品につなげ、世界への経済貢献を掲げる“香港サイエンス・テクノロジーパーク”と
大阪進出を狙う香港ベンチャー企業社長を迎え、「インターナショナルサロン」を開催
ナレッジキャピタルは、中国中央政府公認の大規模研究開発拠点「香港サイエンス・テクノロジーパーク
（HSTP）
」と今年 4 月 26 日（金）のナレッジキャピタル開業日に、経済交流促進に関し基本合意書を締結しま
した。それを記念し、7 月 11 日（木）に、同施設の運営社副社長および同施設に入居し今後大阪への展開を目論
むベンチャー企業の社長を迎え「インターナショナルサロン」を開催します。
HSTP のビジョンは、最新の技術革新を価値ある製品につなげ、香港、中国、さらには世界へ経済貢献をする
ことを掲げています。エレクトロニクス、情報通信技術、精密工学、生物工学および環境技術の 5 つの主要なテ
ーマのもと、企業の研究・技術開発とその商用化を目指すための充実した施設と環境が提供されています。
日 時：

2013 年 7 月 11 日（木）19：00～21：00（開場 18：30～）

会 場：

ナレッジサロン（北館 ナレッジキャピタル 7 階）

参加対象：

ナレッジサロン会員およびビジター

ナレッジドナー：香港サイエンス＆テクノロジーパークコーポレーション
副社長 アンドリュー・ヤング氏
iMusic Tech, Ltd. マネージング・ディレクター ケネス・チャウ氏
テーマ：

「アジア・パシフィックにおけるマーケット拡大について」

③ 「Hong Kong Cyberport × Knowledge Capital ～EXCHANGE GATEWAY」
海外提携先“香港サイバーポート”との共同事業第一弾～セミナー＆マッチングの開催
ナレッジキャピタルの海外提携先である「香港サイバーポート」は、アジア太平洋地域における ICT のハブ機
能として「東洋のシリコンバレー」を目指す複合施設です。戦略的イニシアチブおよびパートナーシップを通じ
た ICT 業界の新興企業や起業家の育成、コラボレーションの促進、ビジネス機会の創出、ICT の普及の加速によ
る地域経済の活性化を目的としています。
このたび、共同事業第一弾として、
「エクスチェンジ・ゲートウェイ」を開催し、香港サイバーポートから代表
者、および香港サイバーポートに係わる香港企業 5 社を迎え、セミナー、交流会およびマッチングなどにより、
ナレッジキャピタル参画者との交流の場を提供いたします。
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名 称：

Hong Kong Cyberport×Knowledge Capital
EXCHANGE GATEWAY

日 時：

2013 年 7 月 18 日（木）～19 日（金）

場 所：

ナレッジサロン（北館 ナレッジキャピタル 7 階）

内 容：

第 1 日目（18 日）15：00～20：00／セミナーおよび交流パーティ
第 2 日目（19 日）10：00～17：00／ビジネスマッチングの実施

香港からの参加企業： Hong Kong Cyberport Management Company Limited
Leovation Limited, XNT Limited, CyPhy Media Ltd.
Viss Me Co & Limited, Group Sense (International) Ltd.

④ ナレッジサロンで初めての大名刺交換会「メンバーズパーティ」を開催
会員数約 900 名となるナレッジサロンでは、会員同士の出会いの創出や交流の促進を目的に、サロン会員限定
「メンバーズパーティ」を開催します。名刺交換にとどまらず、どのような会員がナレッジサロンで活動してい
るか、会員間で改めて知り合うための交流会型イベントです。
日 時：

2013 年 7 月 26 日（金）19：00～21：00（開場 18：30～）

会 場：

ナレッジサロン（北館 ナレッジキャピタル 7 階）

参加対象： ナレッジサロン会員（メンバー限定）

３．「THE 世界一展」 夏休み特別ウィーク
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や、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などを実施しています。夏休みを迎える今月は、特別企画とし
て、子どもから若者、ファミリーまで楽しんでいただけるさまざまな期間限定プログラムを実施します。

① 7 月 14 日（日）～20 日（土）
『もっと知りたい、恐竜ウィーク』
夏休みの自由研究はコレで決まり！恐竜博物館もやってくる！楽しい恐竜ワークショップも開催！
大人気の恐竜博士・北海道大学総合博物館の小林快次先生を中心に、日本が誇る恐竜研究者たちによる恐竜サ
イエンス・エンターテイメントをお届けします。恐竜にまつわる多彩な出演者による「すごい！ステージ」での
トークライブのほか、大阪市立自然史博物館などの協力で、恐竜化石、骨格標本、フィギュア、その他化石など
を展示する「恐竜博物館」を行います。また、凸版印刷株式会社の 3DCG 技術で製作する「バーチャル・ダイナ
ソー」の体験型展示も行います。
＜「すごい！ステージ」出演者＞
北海道大学総合博物館 准教授 小林 快次 氏
大阪大学副学長・元大阪大学総合学術博物館長 江口 太郎 氏
大阪市立自然史博物館 地史研究室 林 昭次、塚腰 実 氏
恐竜漫画家 所 十三 氏
西安造形大学 恐竜画家 小田 隆 氏
名古屋大学博物館 藤原 慎一 氏 など
＜「恐竜博物館」展示内容＞
アロサウルス頭骨（レプリカ）
、キカデオイデア化石、ナンヨウスギ化石、ヴェロキラプトルの骨格標本
ザミテス葉化石（ジュラ紀）
、恐竜の卵の化石、バーチャル・ダイナソー など
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② 7 月 21 日（日）～28 日（日）
『熱狂！世界一スタジアム』
あこがれのアスリートが登場！世界を目指すチームマネジメントを学ぶ！
オリンピックメダリスト、さまざまな競技の日本代表などのトップアスリートやチームを支える監督、トレー
ナーなどが登場します。ロンドン五輪の感動を呼んだあのアスリートの裏話や、世界で戦う強いチームをつくる
マネジメント論、さらにはアスリートに挑戦するプログラムなどを展開します。
＜「すごい！ステージ」出演者＞
女子バレー元日本代表監督 柳本 晶一 氏
元ラグビー日本代表 林 敏之 氏
ラグビージャーナリスト 村上 晃一 氏
テコンドーシドニー五輪銅メダリスト 岡本 依子 氏
ロンドン五輪レスリング女子 48ｋｇ級 金メダリスト 小原 日登美 氏
サッカー・セレッソ大阪 アンバサダー 森島 寛晃 氏
ロンドン五輪 ボクシング バンダム級銅メダリスト 清水 聡 氏
プロボクサー 高山 勝成 氏
北京五輪 4×100m リレー 銅メダリスト 朝原 宜治 氏
野球解説者・前阪神タイガース監督 真弓 明信 氏
元女子マラソン選手 山口 衛里 氏
初代世界チャンピオンポールダンサー ポールダンサー REIKO さん など

③ すごい！ステージ 7 月 21 日（日）12：00～ 『はやぶさが挑んだ人類初の往復宇宙飛行 その７年の歩み』
～トークライブ 小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトマネージャ(JAXA シニアフェロー) 川口 淳一郎
小惑星探査機「はやぶさ」が実証した地球引力圏外の天体へ着陸、往復して帰還
した宇宙飛行は、人類未到の挑戦でした。そして 2010 年 6 月 13 日、世界で初めて
試料カプセルを無事回収することに成功しました。打ち上げから帰還までの 7 年間
の飛行運用を振り返り、数々の故障・困難をプロジェクトメンバー全員で解決、そ
れらを通して得られた苦心や教訓の紹介や、成果を次世代へつなげる方法、新たな
写真提供：JAXA
構想を立ち上げるのに必要なとりくみ方などについてお話しいただきます。

④ すごい！ステージ 8 月 3 日（土）12：00～ 『あなただけのクルマがつくれる時代を語ろう』
～トークライブ ソニー元会長出井氏×パンツェッタ・ジローラモ氏×グリーンロードモータース小間社長
日本初の国産 EV スポーツカーを販売したグリーンロードモータースは、モ
ーターとバッテリーで動く電気自動車を、大量生産とは異なる製造方法でつく
り、クルマの新たな未来を切り拓いています。同社が目指す「あなただけのク
ルマがつくれる時代」をテーマに、ソニー元会長の出井氏、自動車に造詣の深
いパンツェッタ・ジローラモ氏を招き、小間社長とトークライブを行います。
「THE 世界一展」でのステージ後、1 階「カフェラボ」にてパーティの開催も
パンツェッタ・
出井伸之氏
予定しています。
ジローラモ氏
（ｸｵﾝﾀﾑﾘｰﾌﾟ㈱
代表取締役
ﾌｧｳﾝﾀﾞｰ＆CEO）
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４． ナレッジキャピタルを体験しよう！７月のイベントスケジュール
<7 月 7 日（日）「七夕の日」はナレッジキャピタルで、みんなで星に願いを>
10：00～19：00

「七夕のお願いごと」 ／4 階 ダイキン ソリューションプラザ フーハ大阪

星に七夕の願い事をしてフーハ大阪で飾ろう！（※7/1（月）から 7/7（日）まで開催）

11：00～17：00

『願いを夜空に～SUMUFUMULAB 京の七夕』／4 階 積水ハウス 住ムフムラボ

「願いごと」を「京の七夕絵はがき短冊」に想いを込めて天に伝える、2010 年から京都で開催されている「京の
七夕」イベント。その連携企画として、家族やカップルの願いごとを「京の七夕」オリジナルの絵はがき短冊に書
き、その絵はがきを約 1 週間住ムフムラボ内の笹飾りにて掲示します。その願いが込められた絵はがきは保管し、
8 月 16 日（金）の大文字の際にお焚き上げします。
（先着 100 名）

13：00～14：00

アイロンビーズで七夕飾りをつくろう／3 階 ボーネルンドあそびのせかい

七夕の夜に輝く星のモチーフをアイロンビーズでつくり、願い事を書いた短冊と合わせて笹飾りを作ろう。
（定員 10 名）

13：30～14：30

『たなばたのまほうつかい』絵本読み聞かせ（株）パソナ／2 階 アクティブスタジオ

古くから伝わる七夕をベースに、子どもたちがワクワクするようなピンチやトラブルを組み合わせて魔法で解決す
るお話しです。体を使って動いたり、歌ったり、参加者全員が一体感を持つことができる絵本読み聞かせ、その後
は、歌の練習や親子で短冊に願いを書いて笹葉に飾ります。
場所

1階

内容
「夏休み子供ぬり絵 教室」自分だけのメルセデス・ベンツを彩りましょう。

メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツにお好きな色をぬって自分だけのメルセデスを作
コネクション

れます。ご家族で楽しめるイベントです。夏休みの思い出にぜひお楽
しみください。
■7/11（木）～※なくなり次第終了 10：00～20：00

The Lab. 2 階

「CAMP 発明ワークショップ」 ／SCSK 株式会社×一般社団法人ナレッジキャピタル

アクティブスタジオ

身の周りのいろいろな動物や植物の仕組みを発明のヒントにして、みんなの発想力でオモシロ・
びっくりな発明品を生み出そう！動植物の仕組みを利用した道具や乗り物、身につけるものなど
の発明品を考え、イメージを膨らませながら模型を制作し、発表会で使い方を実演します。
■7/14（日）13：00～17：00（予約制、先着順）

アルス・エレクトロニカとのワークショップ企画第２弾 「耳で考える」
先月 6 月からスタートした「Knowledge Capital Ars Electronica Creative Cloud in The Lab.」
の第二弾として、音響アーティストの大御所サム・アウインガー氏が来日します。一緒にナレッ
ジキャピタル内を探索して、様々な「音」を集め、参加者全員で「音の地図」を作るワークショ
ップを行います。また、アルスのフューチャー・ラボのディレクターであるホルスト・ホルトナ
ー氏による講演も行います。
■7/19（金）
、20（土）18：00～ホルスト・ホルトナー氏による講演（事前登録制）
■7/20（土）11：00～、15：00～、21（日）13：00～、16：00～ワークショップ（事前登録制）

The Lab. 2 階

学ぼう！作ろう！遊ぼう！「楽しいロボット工作教室」／ヴイストン株式会社

アクティブスタジオ

モノをつくることを通じて、工作の基本を学べるのはもちろん、その
モノが動く仕組みを理解し、電気の流れや自然エネルギーについても
学べます。風の力で歩くエコなロボット「ウインドウォーカー」
、モー
ターとギアの力を利用して動くライオンの形をしたロボット「電動駆
動レオギアン」をはじめいろいろな教材を用意しています。
■7/22（月）～31（水）期間中は毎日 11：00 より 4～5 教室を実施。
（先着順、有料）

6

2階

「iPhone/シンプルスマホ教室」～操作方法から豆知識まで、まとめてお教えしちゃいます！

ソフトバンク

iPhone やスマホでわからないこと、お困りのことはありませんか。既にご購入の方、

ショップ

検討中の方、どなた様でもご参加いただけます。
■7/11（木）
、18（木）
、25（木）
：iPhone 教室開催
■7/8(月)、22（月）
、29(月)：シンプルスマホ教室開催

The Lab. 3 階

ナレッジキャピタルでボカロの今が、ついにワカル！～ボーカロイドの世界／三木楽器株式会社

アクティブラボ

ボーカロイド産みの親である剣持秀紀氏による開発秘話やこれからの音楽の世界を紹介します。
また、大人気ボカロ P でもあり完全自主制作レーベル「バイバイレコード」代表のキャプミラ P
ことキャプテンミライ氏を迎え、いまどきの楽曲制作方法やボーカロイドの入力テクニックなど
をご紹介します。
■7/7（日）15：00～17：00（開場 14：30～）
（予約制）

3階

秋のマラソン大会を目指すランニング愛好者やスポーツを楽しむ女性必見！アシックスがイベント開催

アシックスストア

アシックススポーツ工学研究所講師によるランニングトレーニングセミナー「MYASICS セミナ

大阪

ー」
、スポーツ時のメイク実技とグッズを紹介する「キラキラ スポーツメイク塾」を行います。
■7/27（土）
、28（日）13：00 MYASICS セミナー
■7/27（土）
、28（日）15：00 スポーツメイクアップセミナー

3階

「初めて持つスマートフォン教室(Android 編)」

au OSAKA

スマートフォンの基本的な操作方法や活用方法をご案内し、お客さまに安心してご利用いただけ
るようスタッフが丁寧にご案内します。
■7/5、12、19、26（毎週金曜）15:00～16:00

3階

「かんてんネンド」でアイスクリームをつくろう。

ボーネルンド

2 色のかんてんネンドを混ぜて、マーブル色のアイスクリームをつくりましょう。

あそびのせかい

■7/14（日）13：00～14：00（先着順）

4階

「KUROHUNEピッチ大阪～ピッチ（砲弾）をぶっ放す！〜」開催／Diixi Pte.Ltd.（本社：シンガポール）

ナレッジシアター

閉塞感漂う日本の現状に変革を志すなら幕末に、江戸変革のきっかけとなった“黒船”の衝撃で
はないか。本イベントでは、海外で戦う起業家=KUROHUNE にピッチという名の砲弾を放って
いただくことで、日本が変わるきっかけを生み出していきたいと考えています。グローバルリー
ダーを目指す若者や、海外展開を志向するビジネスマンなどが参加し、キーノート、海外企業家
（KUROHUNE）によるピッチ（1 人 180 秒スピーチ）
、ネットワーキング、パネルディスカッ
ションなどを行います。
■7/25（木）18 時 30 分〜21 時（開場 18 時）
（先着順、有料）

4階

フーハ大阪の７月イベントは七夕、ゆかた祭り、実験教室などもりだくさん！

ダイキン

高橋先生の空気の実験教室～フーハ大阪で大人気の高橋先生。空気についてみんなで学ぼう。

ソリューションプラザ ■7/6・7・13・14・20・21・27・28 13:00～、15:00～（約 20 分、各回 20 名）
フーハ大阪

みんなの「エコの誓い」～カードにこの夏の「エコの取組み」を書こう。
■7/8（月）～毎日開催
ぴちょんくん巨大くす玉抽選会～省エネ大賞受賞記念！ＦＭ大阪コラボ企画。みんなで一斉にくす
玉の紐を引いて当選した方に素敵なプレゼント。
■7/15（月）12:30～、15:00～、17:00～（各階 20 名）
フーハ大阪で「ゆかた祭り」～フーハ大阪でゆかた祭りを開催。浴衣でご
来場いただいた方には記念品をプレゼント。
■7/20（土）
、21（日）
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4階

織田信長が食べたかもしれないケーキ「ケジャト」のデモと、スイーツセミナー

スイーツ・ラボ

国内外の数々の賞を受賞し、日本に本格的な洋菓子を広め”洋菓子の父”と呼

Produced by

ばれる、大手前大学客員教授の吉田菊次郎先生を講師に迎え、織田信長が食

Otemae Univ.

べたかもしれないというポルトガルから伝わったチーズケーキ「ケジャト」づくりの
デモンストレーションと、スイーツに関する歴史や文化のお話をしていただ
きます。「ケジャト」の試食付き。
■7/20（土）16：00～18：00（予約制、定員 30 名、有料）
※その他、7 月中随時、さまざまなテーマでスイーツの講習や体験が開催されます。

4階

コラムニスト×研究員 住ムフムセッション 『放浪してわかった、「住む」こと「暮らす」こと』

積水ハウス

近藤雄生氏（ライター）
、江弘毅氏（編集者）を迎え、
「住む」ことをテーマにトークショー。

住ムフムラボ

■7/18（木）19:00～20:00
絵本読み聞かせイベント～住ムフムラボ
お子さまに「かぞくのカタチ BOX」を中心に展示している絵本を楽しんでいただきます。
■7/6～7/14（土・日 開催）13：00～16：15（先着順）
世界で１つだけのオリジナルうちわ作り教室
杉の間伐材で作ったナチュラルな雰囲気のうちわに自分で絵付けをし、世界で 1 つだけの素敵な
オリジナルうちわを作ります。
■7/15～7/28（土・日・祝 開催）13：30～17：00（先着 40 名）
第３回 住むコト講座 『弁当の日』 子どもたちがお弁当づくりにチャレンジ
“お弁当づくり”から学ぶ食育。食べ物の大切さ、つくる楽しみ、感謝の気持ちを育みます。子
どもたちは、お弁当づくりにチャレンジし、保護者の皆さまは別会場で竹下和男氏の講演会へ。
子どもたちとともに「お弁当づくりから学ぶ食育」を、ぜひご体感ください。
■7/31（水）10：00～14：00（予約制、先着順）

5階

山登りのための情報発信スペース「マウントラボ」で 40 を超えるセミナー・イベントを開催

好日山荘

登山ツアーの Q＆A や、登山靴やテント、行動食に関する情報から、八ヶ
岳や立山、夏山の白馬の山々の魅力、さらにはアウトドアスタイル・クリ
エイターの四角友里さんによるニュージーランドの山歩きなど、７月には
40 を超える多彩なセミナーやイベントを開催。

5階

目指せ！関西流 都会派美人「HDC 美人塾」開催

HDC 大阪

■7/19（金）19:00～21:00 第 3 回「ハワイアン料理教室」

C terrace

■7/24（水）19:00～20:30 第 4 回「自家製フルーツブランデー漬け込み
体験セミナー」
（いずれも予約制、先着順、有料）

5階

“お弁当”をテーマにさまざまなイベントを開催

HDC 大阪

スマイル弁当コンテスト 入賞作品 18 点展示

C terrace

■7/13（土）～21（日）10:00～21:00
デコ弁レシピを集めて、オリジナルレシピ BOOK をつくろう！
人気ブロガー「ちぃママ」さんのデコ弁レシピを集めて、オリジナルレシピ BOOK をつくろう！
対象の 5 店舗以上をまわると各日先着でレシピ台帳をプレゼントします。
■7/13（土）～21（日）10：00～19：00（受付 18：30 まで）
お弁当デコレーターの浜千春先生の親子お弁当教室！～HDC 大阪
お弁当デコレーターとして話題を集める浜千春先生に直接教わる、
「親子お弁当教室」を開催。お
弁当作りに役立つお弁当グッズの販売やお弁当のおかずにオススメの新商品などを紹介する楽し
いコーナーも登場。
■7/21（日）10:30～12:00、13:00～14:30、15:00～16:30（予約制、各回 32 名、有料）
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5．8 月の予定イベントと連動キャンペーン
① 『HATSUNE Appearance in Knowledge Capital supported by au』
関西で「初」となる HATSUNE Appearance『夏祭初音鑑（かがみ）
』
の一部を先行公開します。
本公演は、
東京・秋葉原で2013 年8 月21 日
（水）
から 29 日（木）に開催される ANGEL Project（※）旗揚げ公演に先駆け
上演します。2012 年 9 月に横浜・八景島シーパラダイスでプレビュー公
演が開催され、独特の演出と 3D 映像で話題となった「HATSUNE
Appearance」がパワーアップします。
今回、ナレッジキャピタルに参画する「au」も本イベントをサポートし、
ナレッジキャピタル 3 階の「au OSAKA」店舗内でもさまざまな初音ミク
を楽しむことができます。夏の大阪に、立ち姿涼やかに歌姫が降臨し、大

illustration
by ままま
illustration
（C）ANGEL
Project
by ままま
(C)Crypton Future Media, INC.
www.piapro.net

阪ならではの演出も含みながら、初音ミクの歌と舞をお届けします。
※ANGEL Project は、MMD（3DCG ムービーを制作するソフトウェア
「MikuMikuDance」
）を使って映像を手掛ける才能豊かな CG クリエイターを
起用し映像を制作する、はつあぴ夏製作委員会を中心としたプロジェクトです。

開催期間：

2013 年 8 月 3 日（土）～8 月 7 日（水）
平日 5 回、土・日曜日 6 回の計 27 公演

開催場所：

ナレッジシアター（グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル 4 階）

チケット料金： 2,100 円（税込み）
主催：

一般社団法人ナレッジキャピタル

協賛：

KDDI 株式会社

特別協力：

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

協力：

はつあぴ夏製作委員会

制作協力：

ANGEL Project、株式会社アスキー・メディアワークス
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

URL：

http://kc-i.jp/hatsuap/

お問い合わせ： 一般社団法人ナレッジキャピタル（電話 06-6372-6427）
＜チケット一般販売について＞
6 月 29 日（土）
「チケットぴあ」より販売
【電話予約】
一般発売日初日／0570-02-9570（10：00～23：59）
一般発売日以降／0570-02-9999（P コｰド：205-164）
【取り扱い店舗】 全国のチケットぴあ店舗、セブン-イレブン、サｰクル K・サンクス
【チケットぴあ HP】 http://pia.jp/t/kc-i/（PC・モバイル共通）
＜全 27 公演 タイムテｰブル＞

※開場時間は、各開演時間の 30 分前を予定。
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公演前日の 8 月 2 日（金）より 7 日（水）まで、ナレッジシアターにて初音ミクグッズを販売します（販売時
間は未定）
。なお、公演前日の 8 月 2 日（金）にプレス・関係者試写会を行います。詳細については別途ご案内
いたします。
② 「カフェラボ with 初音ミク」
『HATSUNE Appearance in Knowledge Capital supported by au』の公演を記念し、1 階の「カフェラボ」
では、7 月 5 日（金）から 8 月 7 日（水）まで（7/13～8/20 は除く）
、等身大ミクパネルが登場するほか、初音
ミクについてより詳しく知ることができる展示や関連雑誌、書籍の展示および閲覧ができます。また、
「カフェラ
ボ with 初音ミク」でしか食べられない 5 品の期間限定スペシャルメニューを提供します。
＜カフェラボ with 初音ミク スペシャルメニュー＞
※ 営業時間：8：00～23：00／メニュー提供は 11：00～、アルコール提供は 18：00～（L.O.22：30）
※ スペシャルメニューについては、7/13～8/20 を含め、7/5～8/7 の全期間中において提供します。
『たっぷり九条ねぎとグリルチキンのジンジャースパゲティ』
（980 円）
初音ミクと親和性の高い「ねぎ」を使ったメニュー。
九条ネギをたっぷりトッピングした生姜風味のスパゲティ
『カフェラボ with 初音ミク コラボセット』
（1,480 円）
ねぎたっぷりスパゲティに、緑色ミントシロップのミニソフトと
ドリンクがついたセット
『チョコミントパフェ』
（600 円）
ミク発祥の地「北海道」にちなみ、濃厚な北海道牛乳ソフトクリー
ムに緑色のミントシロップをかけて仕上げるチョコミントソフト
『元気スムージー』
（500 円）
緑とヘルシーをテーマに小松菜を使ったスムージー
『mint♪mint♪』
（600 円）
色鮮やかなミントとオレンジの爽やかなフローズンカクテル

【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
電話：06-6372-6427／FAX：06-6359-2970
【ナレッジキャピタル 公式ホームページ】
http://kc-i.jp/
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