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テーマ番号
(同友会にて記入) T01 企業名 ＡＬＳＯＫ神奈川株式会社 

◆テーマ名 

警備業界のイメージアップ大作戦 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ３チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

 労働集約型産業である警備業界のイメージアップを図り、魅力ある業界として認知していた

だくことで、警備会社を志望する人材を確保したい。 

これにより、業界が直面している課題である人手不足を解消する一助としたい。 

 

 

 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

従来の形に囚われず、時代と警備業の実態に即した斬新な提案に期待します。 

警備業界、当社のイメージアップをどのように進めていくか、業界や会社の価値を高めるた

めの施策や、広報戦略などをご提案ください。 

 

 

 

 

◆審査の進め方 

 レポートとプレゼンテーションにより審査を行います。 

 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

◆その他 
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（企業紹介） 

当社は、ＡＬＳＯＫグループの一員として、神奈川県内を中心に警備

サービスを提供している会社です。皆様に警備サービスを通して安

心・安全を提供しているほか、様々な地域貢献活動に積極的に取り

組み、地元神奈川県との共存共栄を図っています。 

 

当社ホームページ 

http://www.kanagawa.alsok.co.jp/  

  

http://www.kanagawa.alsok.co.jp/


3 

 

テーマ番号
(同友会にて記入) T02 企業名 イチコーエンジニアリング株式会社 

◆テーマ名 

イチコーエンジニアリングとしてのＳＤＧｓへの取り組み 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ５ チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

昨今、持続可能な開発目標(SDGs)に対し、様々な企業や団体が取り組みを行ってお

ります。この世界的な取り組みに対して、弊社としても何か取り組まなくてはいけ

ないと感じてはおりますが、電子機器の設計・製造・サービスの下請負業という業

種の中で、どのように取り組めばよいのか模索している状況です。弊社としての効

果的な取り組み方法や内容を研究いただき、ご提案いただきたく考えております。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

①SDGsとはどのような活動なのか。他社の事例などを調査願います。 

②弊社の行っている事業内容をご理解いただいたうえで、効果的な取り組みをご提

案いただきます。 

 

 

◆審査の進め方 

  提出いただくレポートの内容評価と、当社内にて実施する研究成果発表会にお

けるプレゼンテーションの内容を評価し採点いたします。 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策（説明会社やプレゼンは、マスク着用、アルコール消毒を行ったう

えで、広い会議室を使用して換気を行い、少人数で実施いたします。） 

◆その他 

 

弊社に事業内容については、説明会の際に説明させていただきますが、ご要望があ

れば会社案内や、個別の説明を行います。活動開始後、質問には随時回答させてい

ただきます。 
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企 業 紹 介 

創業以来、培ってきた技術力でエレクトロニクス分野の発展に貢献しています。 

FA産業機器・情報通信機器・各種電子機器の開発設計・製造から販売・サービスまでを一貫して手がけて

います。2019年9月には府中事業所を開設し、2020年10月には現在の社名に変更いたしました。新たな気持

ちで創業100年に向けてチャレンジしていく会社です。 

 

これからも、カスタム品の新規開発や従来品の改良など、常にお客さまの視点に立った商品とサービスを提

供します。 

  
2019年 9月に開業した府中事業所           本社ビル 

【事業内容】 

1.電子機器の開発設計、製造 

  (特殊試験機・ITVシステム等高度技術を用いた多品種小ロット生産) 

2.電子機器・情報通信機器のサービス業務 

  (ビジネス電話・MFP・業務用無線機等の工事・メンテナンス) 

3.OA機器の販売 

  (ビジネス電話・MFP・パソコン等オフィス用の情報通信機器の販売) 

 
【未来を開く技術集団】 

弊社は55年の技術の蓄積を基礎といたしまして、FA産業機器、自動制御機器・電子計測機器・データ伝送

機器・OA機器・無線機器・セキュリティー機器等の設計・製造・販売・サービスに全力投球しております。ま

た、社訓に掲げる「誠実」、「謙虚」、「機敏」、「努力」、「感謝」の5つを実践し、設計・製造におきましては、“短

納期、高品質”、販売・サービスにおきましては、“真心のこもったアフターサービス”に努め、お客様の立場

に立った企業活動を展開していきます。 

 

【お客様のニーズに的確に応える提案力と技術力】 

弊社で設計・製造している物は、皆さんが普段目にすることの無い、でも無いと困ってしまう。そんな縁の下

を支える製品です。例えば電車に搭載される様々な電子機器の試験を行う自動試験器や、高速道路や河川

を監視する監視カメラシステム、皆さんが良く目にする電光掲示板を裏で制御するコントローラなどなど。少

量多品種の物作りでお客様の様々な要望に応えます。派手さはないですがしっかりと皆さんの生活の一部

として活躍しています。また、そういった製品や様々な電子機器の修理や点検、工事といったサービス業務

にも力を入れ、設計・製造、営業、サービスが連携をとって事業を展開しています。 

イチコーエンジニアリング株式会社 

〒225-0013横浜市青葉区荏田町1231-1 

TEL ：045-911-2627  FAX：045-911-

3081 

URL：https://www.ichiko-e.co.jp/ 

 

https://www.ichiko-e.co.jp/
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テーマ番号
(同友会にて記入) T03 企業名 ウエルシア薬局株式会社 

◆テーマ名 

アフターコロナに訪れる生活新様式(ニューノーマル時代でも)に向けた新店舗

フォーマットの提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数  6  チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

DX推進を進める一方で、コロナ渦で対人業務の減少傾向もあり、小売業としての接

客に関連付けにくくなっている。アフターコロナを見据えた、生活新様式に応じた

新しい店舗フォーマットとの提案を期待。 

 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

ドラッグストア競合調査・マーケティング調査・海外などの例を参考に研究などの

視野を広げていただきたい。 

 

 

 

◆審査の進め方 

 プレゼンテーション審査 ※チーム１５分 

  

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（         ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

   
ウエルシア薬局株式会社は「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」を企業

理念とし、専門総合店舗への実現に向けて４つのビジネスモデルを柱に取り組みを行ってお

ります。この４つはウエルシアモデルともよばれ、他社との差別化、そして強みでもあります。

より地域の方たちの健康を支える企業となれるよう、生活のプラットフォームとして地域に貢献

し続ける店舗・人づくりに挑戦してまいります。 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T04 企業名 SMBC日興証券株式会社 

◆テーマ名 

証券投資教育において、SMBC日興証券が積極的に参加出来る手段・方法 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   4 チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 
「貯蓄から投資へ」「老後2000万円問題」等、資産運用に関する話題がメディアで頻繁に取り上げられ、実際

に少子化や年金問題で投資の必要性が迫られる中、日本でも欧米のように小中学生への資産運用や投資に関す

る教育が重要と考えられます。SMBC日興証券として投資教育に参加・貢献していくための有効な手段・方法を

ご提案ください。 

 

 

 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 
日本の証券投資・資産運用に関する教育について研究し、現状や課題について論じたうえで、証券会社として

積極的に参加できるようなアイデアをお示しください。将来的に当社として若年投資家層のお客さま獲得に繋

がるようなご提案を期待します。 

 

 

◆審査の進め方 
・レポート審査およびプレゼンテーション審査 

・プレゼンテーション審査は各チーム10～15分程度 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（  Webex   ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 

  

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

（企業紹介） 

当社会社案内につきましては、下記の当社ホームページよりダウンロード下さい。 

（右クリックをし、「ハイパーリンクを開く」をクリック） 

https://www.smbcnikko.co.jp/company/index.html 

 

  

https://www.smbcnikko.co.jp/company/index.html
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テーマ番号
(同友会にて記入) T05 企業名 江ノ島電鉄株式会社 

◆テーマ名 

10～20代の方々が五感を使って楽しめるような沿線活性化施策の提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数  ８ チーム～ １０チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

当社グループでは、湘南・鎌倉エリア特有の道路渋滞や局所的な混雑（オーバー

ツーリズム）などの移動課題を解決するべく、公共交通の新たな可能性を通じて 

・「利便性」が高まる移動手段の提供 

・「楽しさ」が高まる移動体験の提供 

・「回遊意欲」が高まる移動機会の提供をすすめています。 

当社グループ沿線エリアは、湘南・鎌倉エリアを中心に多くの若い世代の方が「集

う」場となっていますが、特に10～20代の方々が五感を使ってより楽しめるよう

な、沿線活性化に資する施策の提案をお願いします。 

五感のいずれに着目しても構いません。ただし、公共交通事業者が実施する施策と

して安全に配慮した施策としてください。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

現在の社会環境や顧客動向を研究・分析のうえ、大規模な建設開発ではなく、変化

の速い時代を鑑み、１年以内に実施できるような施策の提案をお願いします。 

◆審査の進め方 

参加チームへの説明会で説明します。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（Webex） 

・その他の対策（２次審査でプレゼンテーションを予定しており、プレゼンテー

ションは感染対策を取りながら会場で行っていただく予定です。※感染状況等によ

り変更となる場合があります。） 

◆その他 

・研究中の注意事項やレポートの評価については説明会でご案内します。 

・アンケートの実施やデータの提供は可能な限り協力します。 
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（企業紹介） 

湘南・鎌倉エリアを中心に以下の事業を行っている企業です。 

 

  
江ノ島電鉄線は、湘南藤沢と古都鎌倉を結

び、通勤・通学路線、観光路線の⼆⾯性を

持つ10㎞の鉄道路線です。2022年（令和

4年）で開業より120周年の節⽬の年を迎

えます。 

短い路線ながらトンネル、オーシャン

ビュー、江の島、併⽤軌道、鉄橋等、個性

溢れる沿線⾵景で皆さまにご愛顧いただ

いています。 

江ノ電の不動産事業は、沿線を中心に駅前

の立地を活かし、江ノ電藤沢駅や

ODAKYU湘南GATEがある江ノ電第1ビル

をはじめ、鎌倉ビル、長谷ビルなど、大規

模なビルから中小規模ビルまで、地域や観

光のお客様に密着したビル賃貸事業を展

開しています。 

 江ノ島電鉄線は、湘南藤沢と古都鎌倉を結

び、通勤・通学路線、観光路線の⼆⾯性を

持つ10㎞の鉄道路線です。2022年（令和

4年）で開業より120周年の節⽬の年を迎

えます。 

短い路線ながらトンネル、オーシャンビュ

ー、江の島、併⽤軌道、鉄橋等、個性溢れ

る沿線⾵景で皆さまにご愛顧いただいて

います。 

 

 

⾃動⾞事業では、⼀般路線バスを運⾏

し、通勤・通学のお客さまはもとより、

多くの観光客の方々にご利⽤いただい

ています。 

鎌倉、横浜、湘南の 3 営業所から、横

浜・湘南エリアにお住いの皆さまの⾝近

な⾜として、そして横浜・湘南エリアへ

の⾜としてご愛顧いただいています。 

また、貸切バス事業者安全性評価認定制

度3 ツ星を取得した貸切バスも運⾏し

ています。 

 

マイクロモビリティ事業では、地域にお

住いのお客さま、また観光でこの湘南・

横浜エリアにお越しになるお客さまに

対して、⽬的地や観光地までの⼆次交通

を充実するモビリティを提供します。 

その⼀つの事業として、シェアサイクル

事業を展開しています。 

 

古の伝説が残り、空と海の⻘、植物の緑

がとけあい、新旧の魅⼒が混在する島、

江の島。 

レジャー・サービス事業では江の島を

中心に、満⾜度の⾼い⾮⽇常空間の創

出と、都心から 1 時間というアクセス

のよさを活かした積極的な誘客活動を

展開しています。 

 

江ノ電の不動産事業は、沿線を中心に駅

前の立地を活かし、江ノ電藤沢駅や

ODAKYU湘南GATEがある江ノ電第1ビ

ルをはじめ、鎌倉ビル、長谷ビルなど、

大規模なビルから中小規模ビルまで、地

域や観光のお客様に密着したビル賃貸

事業を展開しています。 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T06 企業名 大塚製薬株式会社首都圏第二支店 

◆テーマ名 

中高生のヘルスケア意識の変化を捉えた、ワクワクする健康プランの提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ６チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 
大塚製薬は「世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する」という企業理念の

下、製品を世の中へ送り出しています。ポカリスエット等の製品を通じて、人々の健康の

維持・増進することを目的として事業を行っています。 

啓発に関しては、自治体やさまざまな組織団体と連携しながら健康情報の発信を進

めてきました。 

 

社会の変化とともに、中学生・高校生が体調管理や健康づくりを学び、日々の生活

の中で実践し、健康維持増進をすることが求められてきています。 

生涯にわたりセルフコンディショニングを実践できる人材の育成に向けて、学べる

取組みを進めていきます。 

コロナ禍で変化した10代の年齢層の健康意識や体調管理の考え方を捉え、皆さんが

経験してきた健康・コンディショニングに関する教育に関して、学生の皆さんの柔

軟なアイディアを踏まえた取組みを検討してください。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

・10代のコロナ禍での健康意識がどう変わったかを把握 

・楽しく健康づくり学べる内容を提案 

・セルフコンディショニングという考え方を広く周知 

・大塚製薬の持つ情報や製品を用いてください 

◆審査の進め方 

 書類審査およびプレゼンテーション審査（評価は書類60%/プレゼン40%） 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（        ）  

・その他の対策（                        ） 

◆その他 

知的財産権等の取扱い 

入賞提案については、実施要綱（６（2））著作権の帰属の通りとします。入賞以

外の提案についても、当社に帰属します。  
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（企業紹介） 

本プログラムでは、「ニュートラシューティカルズ関連事業」に関して 

お取組みいただきます。 

 

 

 

  



13 

 

テーマ番号
(同友会にて記入) T07 企業名 株式会社神奈川銀行 

◆テーマ名 

ITを活用し、かなぎんとともに実現する地域活性化施策 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数 

 10チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

 

神奈川銀行は、設立より地域密着を企業理念とした金融機関として神奈川県を中

心に事業を展開している。ついては、その取り組みの一環として、当行が神奈川県

で、よりいっそうのプレゼンス（存在感）の向上を図ることのできる、かなぎんと

ともに実現するＩＴを活用した地域活性化施策を学生ならではの視点から企画・立

案をしてほしい。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

 

ＩＴの活用により、地域金融機関が創造し得る新たなサービス・付加価値を以

て、当行のプレゼンスを高め、銀行・顧客・地域それぞれにメリットが生まれるよ

うな提案を求める。また、費用対効果、実現可能性なども加味し、レポートを評価

する。 

 

◆審査の進め方 

  

一次審査：レポート 

二次審査：プレゼンテーション 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

◆その他 

プレゼンテーションの審査は新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑み実施可否を判

断いたします。 
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T08 企業名 かながわ信用金庫 

◆テーマ名 

 かながわ信用金庫の店舗を活用した地域活性化施策について 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数 

 5チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

＜背景＞ 

・ 信用金庫は、営業エリアが限定された金融機関であり、地域とともに発展して

いくことを運命づけられた金融機関である。 

・ かながわ信用金庫は「強くてやさしい信用金庫」、「よろず相談承り信用金

庫」を目標に、地域の期待・ニーズに応え続けることを企業目的としている。 

＜ねらい＞ 

・ 店舗を活用した地域活性化施策を展開することで、地域の発展に貢献する。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

＜ポイント＞ 

・ 適切な地域課題や事業目的等が設定されているか。 

・ 設定した事業目的を達成する手段として、かながわ信用金庫の店舗を活かした

施策内容になっているか。 

＜期待する内容＞ 

・ 金融機関の枠にとどまらず、かながわ信用金庫が新たな役割・機能を発揮する

ことで、地域のポテンシャルを引き出せる施策を期待する。 

◆審査の進め方 

① レポート審査 

  提示されたレポートを審査項目に沿って審査 

② プレゼン審査 

  オンラインにてプレゼン審査を実施し、審査項目に沿って審査。プレゼン時間

は、15分程度（プレゼン10分、質疑応答5分）を想定（変更可能性有り） 

＜備考＞ 

・ 審査ポイントは、書類審査、プレゼン審査で異なる。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 ・ 未定  

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名  Zoom ・Teams・その他（ ） 

・その他の対策（ ） 

◆その他 

 中間報告を求めるか未定だが、適宜、連絡を取り合うことで、レポートのブラッ

シュアップを実施する予定 
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T09 企業名 神奈川中央交通株式会社 

◆テーマ名 

バス・タクシー利用促進策の提案  ～「新しい生活様式」を踏まえ～ 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数 ８ チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

今般のコロナ禍による「新しい生活様式」の浸透は、「移動」の概念に変容をも

たらすことになりました。当社においても旅客需要は2019年以前の状況には戻らな

いと想定しています。 

この状況下において、当社事業の根幹である旅客自動車運送事業を持続させるた

めに、同事業における需要の掘り起こしと利用促進は喫緊の課題です。当社のあり

たい姿として掲げている「多様化するお客さまニーズに応え続けるために、時代の

変化に柔軟に対応し、新たなサービスの創造に挑戦し続ける」に則り、コロナ禍に

おいて多様化しつつある交通手段の中においても当社グループが選ばれる公共交通

機関であるために、お客さまに対しどのような訴求ができるのか、そのために必要

な施策とは何かを検討していただきたいと考えています。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

  路線バスだけにとどまらず、当社グループで営む高速バス、観光バス、タクシー

など旅客自動車運送事業全体を俯瞰したうえで、当社が実現可能な施策であること

を念頭に、学生あるいはお客さまの視点で斬新かつ自由な発想の提案を求めたいと

考えています。 

 

◆審査の進め方 

 応募全チームのレポートおよびプレゼンテーションを1次審査により総合的に審

査した後、通過者は2次審査にて再度プレゼンテーションを実施して頂きます。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

◆その他 

 説明会の詳細については、当社テーマ参加チーム決定後にメールにてご案内しま

す。（６月中旬・平日・Zoomでの実施を予定） 
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（企業紹介） 神奈川中央交通株式会社 

当社の乗合バス事業では直近でこのような施策を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一日フリー乗車券  同伴1名無料キャンペーン 

2021.7～ 

「バスもやりＭａａＳ ～神奈中がちょっと

本気出してみたチケット～」 2022.1～ 

金額式IC定期券の販売開始  2021.8～ 

モバイルPASMO定期券の販売開始  2022.3～ 

各施策の詳細や当社事業については当社HPからご参照ください。 

https://www.kanachu.co.jp/ 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T10 企業名 川崎信用金庫 

◆テーマ名 

100周年を迎える川崎信用金庫の新たな事業戦略について 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

 

◆受入可能チーム数  6 チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

2023年7月18日に当金庫は創立100周年を迎えます。『この街のベストサポーター』

として地域社会の持続可能な繁栄のために、当金庫が取り組むべき新たな事業戦略

やサービスなどを学生目線の斬新かつ柔軟な発想で提案してください。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

川崎信用金庫は事業の繁栄や豊かな暮らしのお手伝いをする金融サービスの提供に

とどまらず、文化的、社会的な貢献も視野に入れた地域社会の活性化に取り組んで

います。こうした当金庫の取組みを理解したうえで、創立100周年を迎える当金庫

の新たな事業戦略やサービス等について提案してください。 

 学生目線の斬新かつ柔軟な発想 

 費用対効果 

 実現可能性 

 

◆審査の進め方 

 レポート審査及びプレゼンテーション審査 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（ Webex ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

 
 当金庫ホームページ 

https://www.kawashin.co.jp/ 
 創立100周年記念特設サイト 

https://kawashin100th.com/ 

https://www.kawashin.co.jp/
https://kawashin100th.com/
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テーマ番号
(同友会にて記入) T11 企業名 川本工業株式会社 

◆テーマ名 

建設業界が取り組むべきデジタルトランスフォーメーションによる働き方改革の実

現 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等）07 地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉等 

◆受入可能チーム数 最大 5 チーム 

     

◆テーマ設定の背景、ねらい 

現在、建設業界を取り巻く問題は「慢性的な労務難」など数多く挙げられている。 

その課題を解決するためデジタルトランスフォーメーション(DX)を活用し弊社が取

り組むべき提案を望む。 

 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

➀建設業界の取り巻く課題の調査。 

②川本工業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を活用し働き方改革の実現が

できる提案をしてもらいたい。 

 

◆審査の進め方 

 レポート審査・プレゼンテーション審査 

 審査は「論理性」「実現性」「独創性」の3項目を10点満点で審査し 

 入賞チームを決める 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

   レポート提出は必要ありませんが、状況報告会を行います。 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 

6月：会社説明会(Zoom) 

７～9月：調査・研究、 

８月：中間報告会（Zoom）、 9月：希望チームのみ報告会(Zoom) 

１０月上旬：レポート提出、１０月下旬：プレゼン審査 
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T12 企業名 株式会社 崎陽軒 

◆テーマ名 

フードテックを活用した崎陽軒の取り組むべき課題と成長戦略 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数    5チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

フードテックとは、フードとテクノロジーの造語ですが、食品業界では注目のキー

ワードとなっています。背景としては、地球規模の環境意識の高まりがあります。

世界では人口増加に伴う食糧不足、日本では食の安全やロスが社会問題になってい

ます。食品の製造販売を行う会社として取り組むべき技術や課題は何か。また、成

長を続けるには何が必要となるのかを考案して欲しい。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

フードテックとは何か。どのような可能性があるのか。弊社でも生産性を上げるた

めに様々な工夫を行っていますが、今後、生き残って行くためには何が必要なの

か。食の安全、食材の確保、労働力、味、健康、生産性、販売、流通、コスト、環

境負荷、ＳＤＧｓ、ＩＴ等、色々な切り口があると思います。若い皆さんの柔軟で

斬新な発想、成長に繋げる展開を期待しております。 

 

◆審査の進め方 

一次選考（書類審査）で5チームから3チームへ → 二次選考（プレゼン審査：15

分） 

→入賞チームの選考（該当が無い場合もございます） 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策（広い会議スペースで対面開催、検温、消毒） 

 

◆その他 

6月中旬に企業説明会を予定。（対面での説明会を予定しておりますが、感染拡大

が続く場合にはオンラインで行います） 
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T13 企業名 京急建設株式会社 

◆テーマ名 

当社への採用応募人数の増加策について 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数 

３チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

 建設業界は他産業に比べて高齢化が進行しており、建設業が引き続き地域の担い

手として役割を果たすには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となってい

ます。当社においても状況は同様であり、積極的に採用活動を行なっていますが応

募者は年々減少し、苦戦をする状況が続いております。 

 そこで、当社が顧客からだけでなく学生からも選ばれる企業となり、応募者が増

加するための施策を提案してください。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

 学生の視点から、当社への就職を希望する学生（特に技術系の学生）が増加する

ための施策を提案してください。 

 建設業界では女性も働きやすい職場づくりを目指しており、当社においても女性

の技術者の採用を積極的に行いたいと考えています。 

 当社の特徴や問題点を調査・整理したうえで、「建設業界」ではなく「京急建設

株式会社」への採用応募者が増加するための提案を期待しております。 

◆審査の進め方 

 書類審査およびプレゼンテーション審査 

 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

未来に向け信頼をかたちにのこす 

京急建設株式会社（http://www.keikyu-const.jp/） 

 

 

 

 

  

http://www.keikyu-const.jp/
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テーマ番号
(同友会にて記入) T14 企業名 株式会社京急ストア 

◆テーマ名 

「創立90周年」オリジナルエコバッグの企画 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数    ８チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

 当社では京急ギョギョギョッ市などの取り組みを中心とした環境活動を進めてお

ります。食を扱う企業として食の「安全・安心」を第一に、お客様に豊かな生活を

提供するため、環境保全を目的とした「お客様と共に進める環境活動」「従業員の

環境への意識向上」「お取引先・地域社会との連携による環境活動」３つの方針を

念頭に置き営業しております。 

 そこで、2023年６月に創立90周年を迎えることもあり、環境への取り組みに力を

入れる当社ならではのオリジナルエコバッグを企画していただきます。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

・販売企画も含め考えてください 

・お客様のニーズに適う提案をしてください。 

・最優秀のレポートは可能な限り実現化を予定しておりますので、費用や行程につ

いても具体的に示してください。 

 

◆審査の進め方 

 レポート内容およびプレゼンテーションにて総合的に審査いたします。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（Webex）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

当社は「スーパーマーケット事業」「エキナカ事業」「ドラッグ事業」 

 

「業務スーパー事業」「テナント運営事業」を５本柱とする事業展開をしています。 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T15 企業名 株式会社 京急百貨店 

◆テーマ名 

次世代の新たなファン獲得につながる催事場企画の提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数  10 チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 
京急百貨店は，2021年10月で開店25周年を迎えました。25周年を迎えるにあたり，地域のお客

さまの利便性の向上と新たなお客さまの来店機会の創出のため，昨年９月30日には【ユニク

ロ】をはじめ，本年４月１日には【ジーユー】のオープン予定など，大型専門店の導入も行っ

ております。今後，皆様のような学生を含む若年層を中心としたお客さまも増えていくことが

予想される中で，京急百貨店（ウィングを含む）として催事場という約200坪のスペースを有効

活用し，次世代のファンを取り込む企画の開催が新規顧客の獲得につながると考えます。駅直

結という利便性や，１店舗かつ地域密着型百貨店という当社の強みを活かすなど，皆様が百貨

店に足を運びたくなるような企画の提案をお願いします。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 
①施策の内容は目的に資するとともに、収益性および集客性を考慮した上での実現性があることが

重要です。１次審査のレポート審査にて収益性について明記がないチームにつきましては，二次審

査のプレゼン審査に進めない可能性がございますので必ずレポートに記載をお願いします。 

②当社の基本理念、経営姿勢に基づいた内容の提案を期待いたします。 

③催事場催事として新規催事の企画立案も可，すでに開催している催事への付加も可とします。 

④ターゲットについては，学生の皆様を中心に10代から30代くらいまでの提案を考えてみてくださ

い。 

⑤書式については、神奈川経済同友会から各大学に配布されている「応募規定」に準じてくださ

い。 

※入賞チームの提案は、実現化に向けて本プログラム終了後もご協力をお願いする場合がございま

す。 

◆審査の進め方 

１次審査…レポート審査（10チーム中5チームを選抜いたします） 

２次審査…プレゼンテーション審査 

・中間報告     有 ・ 無 

プレゼンテーション 有 （20分） ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（        ）  

・その他の対策（  （パーテーションによる飛沫感染対策，アルコール・次亜塩

素酸水による設備消毒および検温の実施） 

◆その他 

 

 

 



30 

 

（企業紹介） 

株式会社京急百貨店は，京浜急行電鉄株式会社の子会社として1990年に設立され，1996年

10月１日，上大岡再開発地区に出店し創業開店いたしました。当社の母体である京浜急行電

鉄は，創立120年以上の歴史を持ち，京浜地区を中心に，鉄道をはじめとした交通，流通，不

動産，レジャー・サービスなど「都市生活創造企業グループ」として事業を展開しておりま

す。京急百貨店は，2019年に京急ショッピングセンターと合併し，現在，百貨店事業とし

て，「京急百貨店」を上大岡に1店舗，SC事業として，「ウィング」を高輪・新橋・上大岡・

久里浜に4店舗展開しております。地域文化の発展へ貢献する京急グループの百貨店事業およ

びショッピングセンター事業として，流通部門の中心的な役割を担っております。 

 

７階催事場につきましては，約200坪の広さを活用し，５２週様々な催事を行っております。

代表といたしましては，毎年人気の大北海道展をはじめ物産展を開催するほか，バレンタイン

やお中元などの歳時記イベント，紳士服や婦人服のバーゲンなども開催いたしております。 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T16 企業名 京浜急行電鉄株式会社 

◆テーマ名 

京急初の１日フリーパスを活用した旅客誘致策の提案 

（京急全線１日フリーパス，京急線・京急バス１日フリーパス） 

 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   10チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

新型コロナウイルス感染症の拡大により，鉄道およびレジャー・サービス事業のご

利用が大幅に減少している中，2022年３月中旬から京急線初の１日フリーパスの発

売を開始し，さらなる利用促進，旅客誘致に力を入れています。今回は都内および

関東近県にお住まいの方に京急沿線の魅力を再発見していただくとともに，１日フ

リーパス（京急電鉄としては初めてのＰＡＳＭＯ搭載型）のメリットを最大限に活

用した旅客誘致策を提案してください。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

・実現可能性を考慮しつつ，自由な発想の提案 

・要旨は５Ｗ１Ｈを意識し，要旨のみでレポートの全容が分かる 

・当社が発売する「京急全線１日フリーパス」または「京急線・京急バス１日フ

リーパス」を使用した提案 

・京急グループが展開する事業と連携を図ることができる提案 

・現状の課題や成功例，他エリアの状況を分析し，提案に反映 

・ターゲット層を明確にし，収支やプロモーション方法も含めた内容 

◆審査の進め方 

・１次審査（書類審査）…２次審査に進めるチームを最大６チーム選出します。 

・２次審査（プレゼンテーション）…１チーム15分程度の合同プレゼンを行いま

す。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（        ）  

・その他の対策（                          ） 

◆その他 

 審査方法や審査項目の詳細は説明会にてお伝えします。 
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T17 企業名 株式会社 柴橋商会 

◆テーマ名 

SDGsコンパスを活用した、100周年に向けての事業戦略策定 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数    3チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

当社は100周年に向けて、より持続的に社会に貢献できる企業になるために、経営

理念とSDGsを合致させ、新しい核となる事業や、社会の要請に適合した事業戦略を

立案したいと考えています。 

 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

当社は医療・介護福祉を支えるプロフェッショナル集団として、神奈川に創業し、

今年で９４周年となります。 

来る１００周年を見据えて、当社の経営理念と保有するリソースについて分析して

いただき、課題を発掘したうえで、SDGsの設定と、そこに向けた事業戦略とは何

か、検討してください。 

 

 

 

◆審査の進め方 

 発表までに担当者と数回の進捗確認ののち、レポート提出と役員向けのプレゼン

テーションを行っていただきます。 

 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策 

（ 来社での発表の場合は、広い会場で換気等行い、密の対策を行います。） 

◆その他 
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（企業紹介） 

当社は、1928（昭和3）年11月に創業、2021年に93周年を数える歴史ある企業で、医療・福祉

施設向けリネンサプライ事業を中心に、高齢者向け福祉用具レンタル事業、寝具リース事業

などを提供しています。 

リネンサプライ事業では、病院寝具の分野において神奈川県で約50％のシェアを誇り、日々

およそ6万ベッドの病床にご利用いただいています。 

寝具・タオル・病衣などの病院リネンや、ベッド・車いすなどの福祉用具を通じて、入院患者さ

まや介護が必要な方の「縁の下の力もち」となって、決して目立ちはしませんが、たくさんの

方の支えとなっています。 

  

株式会社浜銀総合研究所 Best Partner 2019年12月号 
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テーマ番号(同友

会にて記入) T18 企業名 湘南ステーションビル株式会社 

◆テーマ名 

環境変化に対応した豊かな暮らしを創造する新しいビジネスの提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ４ チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 
・湘南ステーションビルはJR東日本グループの一員として、茅ヶ崎・平塚・小田原・熱海にある駅

ビル「ラスカ」を運営しています。 

・新型コロナウィルス感染拡大等により、社会環境は大きく変わりました。“人は移動するのが当

たり前”という概念が崩れ、駅利用のお客さまは減り、働き方、ライフスタイル、消費動向と様々

な変化を生んでいます。 

・そのような環境下で従来のショッピングセンター運営にとどまるのではなく、地域のお客さまの

毎日の暮らしがより便利に、より豊かになるよう、お客さまの潜在ニーズや期待に応える新しいビ

ジネスの提案をお願いいたします。   

◆調査・研究のポイントと期待する内容 
・当社が展開する湘南エリアは、都心へのアクセスも1時間程度でありながら、海はもちろん、自

然の恵み豊かなエリアです。「住みたい街」「子育てしやすい街」としての若者やニューファミ

リー層が居住する一方、地域に長年お住まいの高齢者の方々も暮らしています。 

・そのような地域のお客さまの毎日の暮らしがより豊かなる、これまでにない新しいビジネスのア

イデアを期待しています。 

 当社をとりまく環境、現状を分析したうえで実現性の高いもの。 

 論理性，具体性，斬新性（産チャレ共通項目）のあるもの。 

※学生の皆さまの視点を活かし、湘南ステーションビルに求められる役割、取り組みについて、斬

新かつ現実的な提案をお願いいたします。 

◆審査の進め方 

 審査方法：レポート・プレゼンテーション（発表20分以内＋質疑応答5分） 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 

・フィールドワーク実施や必要データ等の提供依頼は、都度、ご相談ください。可能

な範囲で対応させていただきます。 
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企 業 紹 介 

 

 所在地     〒254-0034 神奈川県平塚市宝町 1 番 1 号 

TEL 0463(22)0236  FAX 0463(22)0242 

URL https://www.lusca.co.jp  

 

 設立      1971 年 12 月 9 日 (2005 年 4 月 1 日合併) 

 

 ショップ売上高 333億6,800万円（2020年度実績） 

 

 業種      ショッピングセンターの管理・運営（不動産賃貸業）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■ラスカ茅ヶ崎     ■ラスカ平塚      ■ラスカ小田原    ■ラスカ熱海 

（地下1階 地上7階 塔屋1階）（地下1階 地上6階（一部7階）） （規模：地上5階）      （規模：地上3階） 

 

 

 

 

 

 
 

経営理念・行動指針 

湘南ステーションビル株式会社 

ラスカ各店 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T19 企業名 相鉄ホールディングス株式会社 

◆テーマ名 

今後スーパーマーケットに求められるラストワンマイルの取り組み 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数  6 チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

生活様式が目まぐるしく変わる昨今において、スーパーマーケットに求められる

サービスも刻一刻と変化している。そのような中、ラストワンマイル事業を展開し

ていくことが、今後のお客様満足に直結すると考えられる。お客様が将来にわたっ

て持続的に求める“買い物”という行動を満足してもらう為にはどうすればよいの

かを、自由な発想で考えてもらいたい。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

現状のスーパーマーケットが行っているサービスを調査し、そのメリット・デメ

リットの点をさまざまな角度から研究をしてもらいたい。そして、将来的に求めら

れるサービスを想像したうえで、新しいラストワンマイル事業を考えてほしい。 

 将来的な生活様式や世代ごとのニーズに鑑みて、スーパーマーケットの枠を超え

ての事業展開など、自由な発想が研究のポイントと考えるとともに、期待する内容

となります。 

 

◆審査の進め方 

ご提出いただいたレポートを基にチーム毎にプレゼンテーションを行っていただ

き、総合的に審査します。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 

参加される学生チームからのお問い合わせ、ご相談等につきましては、随時対応

いたします。 
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◆相鉄グループについて 

 相鉄グループは、相鉄ホールディングス

を持株会社とする33社※で構成する企業集

団で、運輸業、流通業、不動産業、ホテル

業、その他の分野で事業活動を展開してい

ます。生活に密着したサービス・お客さま

のニーズを捉えた裾野の広いサービスを提

供し、地域社会の発展に貢献しています。 

※営業休止中の会社を除く 

 

 

 

 

 

◆ＴＯＰＩＣＳ 

JR線・東急線との相互直通運転 

 相鉄線沿線と東京都心部が直結し、所要時間が大幅に短縮されます。 

 相鉄・JR直通線は2019年11月30日に開業！ 相鉄・東急直通線は2023年3月開業予定。 

大型バスの自動運転の取り組み 

 群馬大学と協同で、大型バスの自動運転実用化を目指した各種取り組みを行っています。 

DX・ICTへの取り組み 

 デジタル技術を活用して、お客さまサービスの向上と業務の効率化を推進しています。 

・鉄道業…アプリでの列車走行位置リアルタイム表示  

・流通業…セルフレジ、セミセルフレジ 

・不動産業…AIインフォメーション、商業施設内飲食店空席情報サービス 

・ホテル業…セルフチェックイン・チェックアウト端末 等 

宿泊特化型ホテル事業を積極展開 

 国内外に宿泊特化型ホテルを展開しています（直営店で62店舗。計画中店舗を含む）。 

再開発プロジェクト 

 沿線価値向上のための再開発プロジェクトに取り組んでいます。相鉄グループは、各事業主体の事

務局を担当しています。 

 ・横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業…2023年度事業完了予定 

 ・泉ゆめが丘地区土地区画整理事業…2022年度事業完了予定 

ブランドイメージや認知度の向上に向けた取り組み 

 「デザインブランドアッププロジェクト」「相鉄沿線名店プロジェクト」などの取り組みを通じ、

ブランドイメージや認知度向上を図っています。 

 

 

 

相鉄グループウェブサイトの事業案内もご覧ください。https://www.sotetsu.co.jp/about/services/ 

相鉄ホールディングスは、グループ各社と連携して、 

これらの事業の推進に取り組んでいます！ 

（企業紹介） 

  

https://www.sotetsu.co.jp/about/services/
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テーマ番号
(同友会にて記入) T20 企業名 一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

◆テーマ名 

２０２７年国際園芸博覧会の開催機運醸成に資するコミュニケーション施策 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等）07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ３ チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

2027年３月に横浜・上瀬谷地域を会場として国際園芸博覧会が開催されます。当

協会は、今後国の指定を受けて博覧会の開催団体となる予定で、現在開催に向けた

準備を進めているところです。 

博覧会の開催を成功裏に導くためには多くの人たちに来場、参加していただくこ

とが欠かせません。しかしながら現在のところ国際園芸博覧会の知名度、認知度は

非常に低く、開催に向けた機運醸成が喫緊の課題となっています。当協会では今

後、報道機関を通じた広報活動や各種イベント開催をはじめとしたプロモーション

を積極的に展開しますが、園芸に関心の低い層、特に若い世代の人たちへのアプ

ローチについて模索しています。 

そこで今回、博覧会の認知度向上につながるコミュニケーション施策の検討及び

提案をお願いします。より多くの人たちに、博覧会に行ってみたい、ボランティア

として参加してみたい、こんな博覧会の実現を提案したい、といった関心を持って

もらえるようＳＮＳ等を活用した自立拡散型の施策を見出すことが理想です。 

 既存の広報メソッドに捉われない自由な発想に期待しています。 
 

※２０２７年国際園芸博覧会については以下の情報をご参照ください。 

https://expo2027yokohama.or.jp/ （２０２７年国際園芸博覧会ＨＰ） 
 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

・園芸に関心の低い人たちに訴求できる提案としてください。 

・一過性ではなく、継続可能な方策を提案してください。 

・当協会が安価で実施できる、または自律的に展開する方策の提案を期待します。 

・当協会が実施する広報施策と連携できる方策の提案を期待します。 

◆審査の進め方 

・１次審査（書類審査）：テーマ設定との整合性について審査します。 

・２次審査（プレゼン）：１チーム15分程度の合同プレゼンを行います。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・ 

◆その他 

 審査方法や審査項目の詳細は説明会においてご説明いたします。 

https://expo2027yokohama.or.jp/
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T21 企業名 株式会社富士防 

◆テーマ名 

 SDGsへの取り組みを軸とした、企業戦略（ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ） 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数  ３ チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

背景：近年、世界中で問題になっている環境問題。私たち建築業界はそういった問

題と、しっかり向き合わなければいけない時代になっている。当社は環境問題に寄

り添った修繕工事はもちろんのこと、SDGsの取り組みに力を入れている。 

 

ねらい：各企業・各業界がSDGsの取り組みを使った企業戦略・ブランディング活動

をしているが、学生の柔軟な思考で、新しい活用方法があるのではないか。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

新しい活用方法だけに注目するのではなく、当社の企業理念・実際に取り組んでい

る活動への一貫性やストーリーなども組み込んだ提案を期待する。 

また、新しいSDGｓの取り組みなどの提案なども。 

 

 

◆審査の進め方 

 レポート審査およびプレゼンテーション審査 

 ・プレゼンテーション審査は各チーム１５分 

 ・プレゼンテーション審査の日程は、学生チームと相談のうえ決定 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

富士防とは 

大規模修繕工事の専門会社として、東京・神奈川・埼玉・千葉を

中心にマンションやビルなど、さまざまな規模の建物で修繕工事

を手掛けてきました。 

設 立 ：1989年1月21日 

創 業 ：34年 資本金 ：1億円  

従業員数：170名 売上高 ：85億円  

ＵＲＬ ：https://www.fujibow.co.jp/ 

富士防の三大要素 

・防水工事事業ならではの 

       『大規模修繕工事専門会社』 

富士防は防水工事業として始まり、技術者集団として下地(躯体)

の補修技術と防水工事の技術を磨いてまいりました。 

その経験を活かし、施工部隊を発展させる形で「技術本部」とし

て存続させ、現在は「施工部署を抱えるマンション改修専門業者」

として建物調査からアフターサービスに至るまでトータルに事

業展開をしております。 

・自社職人による充実の『技術体制』 

    神奈川県初の認定企業『職業訓練校の開校』 

富士防クオリティを維持する為に、職人の育成に力を注いでいま

す。その一つとして職業訓練校を開校しました。独自のカリキュ

ラムを通じて最新の技術や知恵を習得し、技能レベルを向上させ

て防水工事など各種工事に高いレベルの工事品質を提供できる

ことが強みとしています。 

・居住者目線にたった環境作り 

ワンランク上のおもてなし『なでしこ』 

2019年に認定された「なでしこ現場環境パトロール」は、日中

多くの女性(主婦等)が生活しているマンション修繕工事現場に

て、富士防全社員の３割を占める女性社員が居住者目線でパト

ロールを実施し、改善点を是正する。 

2020年には、「なでしこ現場コンシェルジュ」が認定。普段、

男性ばかりの現場環境に富士防の女性コンシェルジュを導入す

ることにより、お客様のニーズに事細やかな気遣いで対応する事

が可能となる。 

 

職業訓練校風景 自社職人の育成 

信頼ある関連会社 

 富士防はホールディングス制を率いている中の大規模修繕工

事を中心とした会社です。兄弟会社の職人集団 株式会社レイン

ボウは、上場企業である日本ハウズイング株式会社の関連会社と

して、防水工事他各種工事を専門にマンションを修繕します。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/nadeshiko/index.html 

株式会社レインボウ動画公開中！ 

          

参照：なでしこブランドＨＰ 

関連会社 

に認定されました。 

「なでしこ環境パトロール」と「なでしこ現場コンシェルジュ」が   

神奈川なでしこブランドとは・・・ 

女性が開発に貢献した商品（モノ・サービス）を募集し、 

「神奈川なでしこブランド」として審査・認定する事業です。 

女性の活躍の具体的な効果を示し、多くの企業が自ら経営戦略として 

女性の登用、活躍促進に取り組むことを目指します。 

なでしこ現場環境パトロール 

なでしこ現場コンシェルジュ 

 

神奈川なでしこブランドへ認定  

https://www.fujibow.co.jp/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/nadeshiko/index.html
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テーマ番号
(同友会にて記入) T22 企業名 株式会社マイナビ 

◆テーマ名 

新入社員として（入社して）受けてみたい“とんでもない”新人研修を考える 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数    5～10チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

新社会人目前の中、日々大学での学習や、それ以外の時間でアルバイト等を通して

社会との接点は少なからずある生活を過ごされていると思います。故に一般的な新

人研修内容についてはイメージがなんとなくつくかもしれませんし、その新人研修

を受けてそれがどう役に立つかもイメージが沸くものかと思われます。しかし、実

際の社会人として長年渡り歩いて行くには、もっとこういった内容を最初からやっ

てもらいたい。何故ならこういう力を付けて行くことが社会を渡り歩いて行けるの

では？といったことを感じ、想像し、妄想してもらいたい。その研修内容（具体的

なコンテンツ・頻度・目的・長年に渡って身に付けられる能力等）を考えてもらう

こととします。常識にとらわれる必要はなく、実直に思った内容で構いません。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

・手段・ツール等は問わない。※“法律的にNG“はNG 

・目的（目標）の設定、長年に渡ってというポイント 

・新人研修とは題しているがそこまで新人ということに対してのこだわりは必要と

していませんが、新鮮な狙いという意味合いであくまでも新人研修と位置付けて

います。 

・会社の規模、業界の縛りは無しとしますが、妄想が過ぎない様に注意して 

ください。 

◆審査の進め方 

 レポート審査およびプレゼンテーション審査（評価はレポート45％、プレゼン

55％） 
※参加チーム多数の場合は１次をレポート審査とし、プレゼンチームは5～7チームに絞る 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（         ）  

・その他の対策（プレゼン審査は自社の広めの会場を使用しディスタンスを確

保）・学生向け説明会はオンライン、プレゼン発表は神奈川支社にて実施予定（状

況に応じて変更の可能性有り）                            

◆その他 

※高校で「資産形成」授業が開始する等今までとは違った観点での社会人教育が必

要とも考えられる。 
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（企業紹介） 

ユーザーのくらしに寄り添うため「わたしのナビ、マイナビ」をコンセプトに、人材

情報から・生活情報まで、幅広い領域で総合情報サービスを提供。 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T23 企業名 株式会社マブチ 

◆テーマ名 

マブチの事業に関連した、＋α（プラスアルファ）でできる新しいSDGsの取り組み

を提案してください。 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ３ チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

「輸出梱包」を主力業務とするマブチにおいて、世界的に重要度が増している

SDGsへの取り組みは最優先の事項になっています。事業に関連した＋αのSDGsの取

り組みを行うことで日本及び国際社会への貢献を行っていきたいと考えておりま

す。当社のSDGsの取り組みの現状分析から始まり、マブチが出来る＋αのSDGsへの

取り組みのアイデアを期待しています。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

同じ業界においてSDGsのアピールを積極的に行っている企業は少ないのが現状で

す。その中においてマブチが一歩リードでき、対外的にアピールできるSDGs活動を

行うことでマブチの知名度を上げたいとも考えています。 

マブチの社員だけではアイデアの限界があるので、学生の皆さんの斬新なアイデア

を期待しています。 

 

◆審査の進め方 

レポート及びプレゼンテーションの内容を審査対象とします。プレゼンテーション

の詳細は別途連絡します。 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策（アルコールによる手指消毒、マスク着用、ソーシャルディスタン

ス） 

 

◆その他 

コロナ禍の為、基本的にはオンラインでの対応になりますが、コロナの状況次第で

梱包工場の見学も実施いたします。 

工場見学等を希望される場合には予め連絡して頂ければ検討いたします。 
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（企業紹介） 

 

 

  

包む想い 届ける想い 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T24 企業名 丸全昭和運輸株式会社 

◆テーマ名 

働き甲斐のある職場づくりに繋がる新たな施策についての提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   5 チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

転職が一般的になっている昨今、より会社への愛着を持ってもらう為、働き甲斐の

ある職場づくりは必要不可欠です。社員がより会社に愛着を持てるような新たな施

策を、これから社会人となる学生の方々の目線で提案していただきたいと思いま

す。 

 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

他の企業にあって当社にない制度もおそらく数多くあると思いますが、よくあるも

のだけではなく、どこの企業にもまだないと思われる斬新な施策も期待したいで

す。 

 

 

 

◆審査の進め方 

 書類審査およびプレゼンテーション審査 

 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

社是は「熱と努力」。 

昨年創立90周年を迎えた、横浜発のグローバル総合物流企業です。 

90周年を機に、「物流は、愛だ。」を当社の新たなキーワードとしています。 

  



 

49 

 

テーマ番号
(同友会にて記入) T25 企業名 株式会社三好商会 

◆テーマ名 

建材商社としてエネルギーゼロの時代に求められる役割とは 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ５チームまで 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

現在、様々な国と地域でSDGsが叫ばれている中、弊社におきましても建材商社とし

てできることを考え、取り組みを進めている状況です。この様な状況下、今回の

テーマは、「建材商社としてエネルギーゼロの時代に求められる役割とは」と致し

ました。建材商社としてエネルギーゼロのためにできることは何なのか、新しい知

識を豊富に持った学生の皆様方の意見を伺いたいと考えております。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

企業の中にいる人ではなく第三者が外から企業を見ることにより、様々な視点から

建材商社が取り組めるゼロエネルギーに向けた役割を気付かせて頂けるのではない

かと考えております。 

弊社をよく把握して頂き、現実的で取組ができる内容を期待しております。 

 

◆審査の進め方 

 レポートとプレゼンテーションを総合的に判断 

 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 

学生向け会社説明会 ６月下旬予定 
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（企業紹介） 

当社ウェブサイトの会社案内をご参照下さい。 

d4d4ed866174e1a47b8b6c7c2679458b.pdf (mys.co.jp) 
  

https://www.mys.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/d4d4ed866174e1a47b8b6c7c2679458b.pdf
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テーマ番号
(同友会にて記入) T26 企業名 明治安田生命保険相互会社 

◆テーマ名 

アフターコロナにおいて、お客さまにとって役に立つサービスとは？ 

 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ３チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

 

新型コロナウイルスの感染拡大により世の中の働き方や考え方が大きく変化。 

保険会社は従来から、対面による営業活動、サービス提供を行ってきましたが、 

現在、非対面によるサービス提供についても取組んでいます。 

今後、アフターコロナにおいて、お客さまにとって役に立つサービスとは 

どんなサービスなのか、自由なアイデアをご提案いただきたいと考えています。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

   

  自由な発想で考えていただき、独自性のある実現可能なアイデア、提案を 

期待しています。 

 

◆審査の進め方 

  全チームにレポート提出およびプレゼンテーションを行っていただきます。 

  レポートとプレゼン内容を総合的に審査いたします。 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

 

明治安田生命HP  

お客さま専用サイト「MYほけんページ」 

https://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/index.html  

 

  

https://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/index.html
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テーマ番号 
(同友会にて記入) T27 企業名 

株式会社山田債権回収管理総合

事務所 

◆テーマ名 

サービサー機能を使った事業承継またはＭ＆Ａの提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等）  

07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉等） 

◆受入可能チーム数    ４チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

中小企業が抱える課題として、コロナ禍による財務内容の悪化や、経営者の高齢化

が挙げられ、地域経済活性化のためにはこれらの課題を克服していくことが不可欠

です。こうした課題解決に結びつくものとして事業承継やＭ＆Ａなどの方法があ

り、中小企業庁による「2021年度版中小企業白書・小規模企業白書」でも事業承継

を通じた企業の成長・発展とＭ＆Ａによる経営資源の有効活用がポイントの一つと

して掲げられています。しかし、そのために当社のようなサービサー（債権管理回

収業）が活用できることは、あまり知られていません。そこで、事業承継やＭ＆Ａ

を必要とする企業に、サービサー（業界、個社）の活用を推進しその機能を関係者

にアピールするための戦略、およびそれを実践するためのアプローチ・ツールにつ

いてご提案を頂きたいと思います。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

学生の皆さんにはサービサー業界に馴染みがないと思いますので、まずWEB会議シ

ステムを使って当社から、サービサー業務の基本的な仕組みの紹介と、サービサー

機能を使って事業承継やM&Aに成功した事例の紹介をさせて頂きます。それを受け

て、サービサー機能を使って事業承継またはM&Aに取り組むことが望まれる企業

（その必要性に気づいていない企業経営者も多いと思われる）をどのように発掘す

るか、対象企業への効果的効率的なアプローチのルート、ツール等についてご検討

下さい。評価においては相手への訴求度、独創性を重視しますが、実現可能性につ

いての検討も内容に含めてください。 

◆審査の進め方 

 審査方法 

書類審査＋プレゼン審査に参加いただき、合計点（書類70点、プレゼンテー

ション30点）にて審査します。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他 

・その他の対策

（                              ） 

◆その他 

 プレゼン審査は、現時点では来社頂いてのプレゼンを予定していますが、コロナ

による緊急事態宣言発出時は、オンラインプレゼンに変更することがあります。 
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企 業 紹 介 

 

株式会社山田債権回収管理総合事務所（山田サービサー総合事務所） 

 

サービサー（債権管理回収会社）とは、法務大臣の許可を得て、金融機関等から

委託を受けまたは譲り受けて特定金銭債権の管理回収を行う民間の債権管理回収専

門会社です。 

当社は、司法書士法人並びに土地家屋調査士法人を親会社とし、山田グループ９

社の一員として、不動産コンサルタント会社等を連結子会社とする独立系のサービ

サーで、サービサー業界で唯一の株式公開会社です。 

 

近年では、２０１６年に経営革新等認定支援機関を受け、事業再生に関するコン

サルティング機能を充実させて参りました。また、２０１９年には中小企業向け事

業承継ファンドに出資するなど地域の再生や活性化に尽力しております。 

 

 

 
 

当社ＨＰ ： https://www.yamada-servicer.co.jp/index.html 

 

 

山田グループの使命 

 

社会・経済環境の変化とともにお客様のニーズも多様化・複雑化しています。 

山田グループは、不動産・債権に関する様々な業務についてトータルにサポート

する「YAMADA ONE STOP SERVICE」のもと、一丸となってお客様が抱える課題の

解決に取り組んでいます。 

すべてはお客様のために―。それが私たちの使命です。 

 

 
 

  

https://www.yamada-servicer.co.jp/index.html
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テーマ番号
(同友会にて記入) T28 企業名 株式会社ヨコソー 

◆テーマ名 

『建物を建てない建設業』だからこそできる、持続可能な社会の実現に貢献する、

新たなビジネスプランの創出 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数    チーム 6チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 
 ヨコソーのコアビジネスである『大規模修繕工事』は、人々が生活をする住まいに関わるビ

ジネスですが、現代社会における衣食住の中で、住居は当たり前存在している為、その重要性

を認識する機会は少ないと考えています。その一方で、安全性が保たれていない場合には日常

生活に大きな影響を及ぼします。当社はそういった、当たり前の日常を『守る』ことをビジネ

スとしていますが、当たり前だからこそ、皆さんの目に触れる機会が乏しいのも事実です。 

 今回のテーマは、そんな当社のビジネスを『SDGs』と連動させ、より多くの方に認知をして

いただくと共に、より身近に感じていただくことを目的とし、ビジネスを更に拡大していく可

能性を探求し、お客様の日常生活をより安全に、より豊かなものしていく為の新たな提案を期

待しています。 

また、新たなコア事業を担うビジネスプランを提案いただき、創業114年目を迎えた当社を更に

成長さ、様々なステークホルダーからより信頼、支持を受ける企業として発展させていきたい

と考えております。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 
各チームに研究対象となるプロジェクト（現場）見学を通じて、当社のコアビジネスである

大規模修繕工事に対する理解を深め、当社ビジネスの拡大や、シナジーを生むことができるア

イデアを、ビジネスプランを提案していただきます。 

専門性の高いビジネスだからこそ、新たなビジネスにチャレンジすることに対するハードル

は高いと考えるのが一般的ですが、当社ではこれらをビジネスチャンスと捉え、プラスに変え

ていけるビジネスプランを求めています。『SDGs』の理念を実現するだけではなく、ビジネス

と『SDGs』をいかにして連携をさせていくのか、特に、当社が重点目標として掲げる「9.産業

と技術革新の基盤をつくろう」,「11.住み続けられるまちづくりを」,「12.つくる責任、つか

う責任」のいずれかの目標を基に、顧客や取引先など、様々なステークホルダー・社内連携な

ど多角的な視点から、また学生らしい斬新なアディアの提案を期待しています。 

◆審査の進め方 

 全チームに①レポート提出②20分間のプレゼンテーションを行っていただき、①

②を総合的に審査いたします。 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（         ）  

・その他の対策

（                              ） 

◆その他 
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（企業紹介） 

株式会社ヨコソーは、『マンションの大規模修繕工事』をコア事業とする創業114年目の企

業です。一都三県 7拠点にて事業を行っています。 

 

当社HP      https://www.yokosoh.co.jp/ 

事例紹介ページ  https://www.yokosoh.co.jp/works_index/ 

Facebookページ  https://www.facebook.com/yokosoh.eternity 

SDGs紹介ページ  https://www.yokosoh.co.jp/company/csr/ 

 

 

 

 

  

https://www.yokosoh.co.jp/
https://www.yokosoh.co.jp/works_index/
https://www.yokosoh.co.jp/company/csr/
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テーマ番号
(同友会にて記入) T29 企業名 株式会社横浜岡田屋 

◆テーマ名 

みなとみらい新港ふ頭で営業している「横浜ハンマーヘッド」の集客力を向上する

「１０の方法」を多角的に考えて、その具体的内容を提案して下さい。 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数 ５ チーム 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

2019年に新港ふ頭で開業した「横浜ハンマーヘッド」は、全国でも珍しい、「商業

施設」「ホテル」「CIQ（税関・出入国管理・検疫所）」の複合施設です。 

おかげさまで「横浜ハンマーヘッド」は開業２周年を迎え、近隣の皆様の認知度も

向上して参りましたが、実際にお越し頂けるお客様を増やそうと、アイデアを練っ

ています。みなとみらい地区では、ホテルやアリーナ、新たな交通手段などが次々

と開業しています。この地区の環境変化も活用し、様々な角度から１０個の集客プ

ランを、具体的に且つ効果も示して提案して下さい。 

お客様が足を運んで来たくなる「仕掛け」や「アイデア」を散りばめた、リアル店

舗ならではの、新たな「発見」や「体験」を提供できるような、これからのみなと

みらい地区にふさわしい提案をおまちしています。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

対象エリアは、ハンマーヘッド建物内の商業施設部分、催事スペース（建物内CIQ

スペースを活用）及び、その周辺地域とします。現在のIT等の技術に加え、今後、

具体化が見込まれる新たな技術の導入も含めたアイデアも取り入れて構いません。 

個人情報にあたらない範囲の顧客データを提供しますので、館内や街頭でのアン

ケート等の不特定多数との直接接触は避けて、感染症拡大につながる行動をとらな

いように、工夫して研究を進めて下さい。 

◆審査の進め方 

 審査方法 書類（レポート）及びプレゼンテーションを総合的に審査致します。 

（参加する全チームにプレゼンテーションを実施して頂きます） 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有・無（感染症拡大の状況により判断します） 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（          ） 

・その他の対策（説明会・プレゼンテーションは、上記オンラインツールによる開

催を予定しておりますが、感染症拡大の状況により、十分な感染症対策を取った

うえで、指定会場でのリアル開催に変更する場合がございます） 

◆その他 

 館内の見学はご自由に実施して下さい。但し、館内での、来館者への直接のアン

ケート調査などはお控え下さい。 
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（企業紹介） 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T30 企業名 株式会社 横浜銀行 

◆テーマ名 

人生１００年時代を見据えた横浜銀行の新商品、新サービスの企画・立案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ８チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

世界的にみても長寿大国である日本は、人生１００年時代が到来したことにより

人々のライフサイクルが変化しております。銀行を取り巻く環境も大きく変化する

なか、今後、新しい商品、新しいサービスの提供が欠かせません。人生１００年時

代を見据えた新商品、新サービスを学生の目線で考えてほしいです。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 
人生１００年時代に向け、地域金融機関である横浜銀行がどのような商品やサービスを新

たに提供するべきか、斬新な発想・アイデア等、幅広い提案を期待しています。 

 

 

 

 

◆審査の進め方 

 レポートの提出およびプレゼンテーション。 

 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策

（                              ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

横浜銀行について 

地域社会に必要とされる金融機関であり続けるために 

人口減少や少子高齢化による働き手不足。驚異的なスピードで進むデジタル化。サス

テナビリティへの対応。社会構造が大きく変化し、地域金融機関のあり方そのものが

問われている時代の到来をわたしたちは変革と成長の機会ととらえています。横浜銀

行ならではの情報ネットワークを最大限に活用して一人ひとりのお客さまとリレー

ションシップを築き、最もふさわしい金融サービスを創出し、提供する。その使命を

果たしながら変革をおこない、成長を遂げて、地域社会に必要とされる金融機関であ

り続けたいと考えています。 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T31 企業名 株式会社横浜ステーシヨンビル 

◆テーマ名 

 売場を活性化するＰＯＰ ＵＰ店舗の提案 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

 

◆受入可能チーム数    ３チーム 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 

 駅利用者や地域のお客様の消費の受け皿となってきた駅ビルが岐路に立っていま

す。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、テレワーク、ステイホームなど、お

客様の暮らしは大きく変化しました。駅ビルの来館者数は地元密着型の館は堅調に

ご利用いただいていますが、ターミナル立地型や観光立地型の館は、減少傾向にあ

ります。一方、これまで駅ビルに無かった観光物産展やPOP UP店舗は、新しい顧客

を創造するだけではなく、売場の活性化にもつながっています。駅ビルの新しい誘

客の仕掛けとして、売場を活性化するPOP UP店舗の提案をしていただきます。 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 

 お客様の暮らしの変化が消費行動、購買手段にどのような変化をもたらしている

か、定量的、定積的に分析していただき、駅ビルにおけるPOP UP店舗の意義・位置

づけ、展開方法、店舗の目標、既存ショップへの波及を考慮した連携策などを検討

していただき、売場を活性化するPOP UP店舗の提案を期待します。 

◆審査の進め方 

 書類審査およびプレゼンテーション審査（評価は書類50％、プレゼン50％） 

プレゼンテーション １５分 

 

レポートの中間報告        無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用     無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他

（           ）  

・その他の対策（ 説明会は、少人数での開催を予定      ） 

 

◆その他 
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（企業紹介） 

■会社概要 

 横浜を中心とした神奈川県内で、「シァル横浜」「シァル鶴見」「シァル桜木町」

「シァル鎌倉」など、１１施設を展開しています。 

施設名のシァル（ＣＩＡＬ）の語源は、ＳＰＥＣＩＡＬ（特別な）です。人々の日常

に寄り添い、「特別な」を追求し、上質な商品やサービスの提供はもちろん、新たなラ

イフスタイルや食文化の提案など、「特別なひとときを過ごしていただく」ことを念

頭に、ＣＩＡＬらいし商業施設を開発、運営しています。 

 

■企業理念 

人と街に笑顔と潤いをお届けするため 

ＳＰＥＣＩＡＬなひとときを提供し 

地域とともに未来へ向けて成長します 

 

■ビジョン 

 Ⅰ 街の交流拠点 

    街の起点として、新しい価値やコミュニティの創造を目指します。 

 Ⅱ 日常の中の「SPECIALなひととき」の追求 

    新しい発見、ほっとできる空間、ちょっとした贅沢・・・ 

    人それぞれの日常の中の「特別」を味わっていただけるCIALを目指します。 

 Ⅲ 地域とともに未来へ 

    常に地域に寄り添い、ニーズを追求し、未来へ成長する企業を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シァル横浜               シァル鶴見 

  横浜駅西口「ＪＲ横浜タワー」      鶴見駅東口 

  地下１階～地下３階 
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テーマ番号
(同友会にて記入) T32 企業名 ㈱ＹＳＧホールディングス 

◆テーマ名 

世代、性別、国籍の異なる多様な人材が、それぞれの経歴を生かして活躍できる施

策を提案してください 

◆テーマのジャンル（番号に○を付けてください、複数選択可） 
01  企業戦略・業界戦略（企業経営全般、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、業界課題解決等） 

02  事業戦略（商品戦略、店舗戦略、新規事業等） 

03  デジタル戦略（IT、AI等）・コミュニケーション戦略(SNS等) 

04  ファシリティ戦略(ｵﾌｨｽ、住宅等)  05  海外戦略・国際化 

06  地域活性化（まちづくり、観光、交通、ｲﾝﾌﾗ等） 07  地域貢献・CSR・SDGs（環境、福祉

等） 

◆受入可能チーム数   ５チーム（各チーム６名まで） 

 

◆テーマ設定の背景、ねらい 
当社グループの事業は、不動産事業・ソフトウェア事業・介護事業・外国人就労支援事業と多角

化しています。各事業はそれぞれ専門性の高い職種ですが、社歴、経歴の異なる人同士が関わりあ

うことで新たなソリューションが生まれ、より高い生産性を発揮することができます。さらに世

代、性別、国籍、地域、生活環境によっても働き方や仕事との向き合い方は多様化しています。人

生１００年時代に人口減少（働き手不足）に向かう日本で、一企業としてどのような取り組みがで

きるのか、どのような効果が期待できるのか提案してください。 

 

◆調査・研究のポイントと期待する内容 
・当社グループの事業の理解（一事業、一部門に限定することも可） 

・それぞれの事業の抱える課題提起（人材・働き方という点） 

・当社の企業理念、行動指針と照らして、具体的な取り組みの提案 

・短期１～３年・中期５～１０年・長期１０年超という時間軸での期待・予測 

・他社の取り組みや事例、その成果の検証 

・学生ならではの視点を生かした提案、現在の技術や制度では実現できない提案も歓迎 

◆審査の進め方 
・レポート審査およびプレゼンテーション審査 

・プレゼンテーション審査は各チーム１５分（可能な限り全チーム同日に発表） 

 

レポートの中間報告        有 ・ 無 

◆感染症対策 

・オンラインツールの使用  有 ・ 無 

→「有」の場合のツール名 Zoom・Teams・その他（         ）  

・その他の対策（                            ） 

 

◆その他 

  
学生向けの説明日は６月中旬を予定しています。 

可能な限り弊社本社での説明会を行います。（オンライン適宜変更） 

 

HP: https://www.ysgholdings.co.jp/ 
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（企業紹介） 

 

 

 


