
ＳＥＮＢＯＫＵスマートシティコンソーシアム

パートナー会員の取組



あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 企業CI（背景白）



株式会社アイシン
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株式会社Add Wall

「 人 々 に 彩 り と 感 動 を 。」

理 念 に 基 づ き 、 塗 装 か ら 広 が る 可 能 性 と

様 々 な 業 種 の 方 と 協 同 で 新 た な 価 値 を 生 み 出 し

古 き 良 き 技 術 伝 統 を 伝 承 し ま す 。

“ い え ” か ら “ ま ち ” ま で 、

心 地 よ い く ら し を 提 案 し 続 け て い き ま す 。

株 式 会 社 A d d W a l l



■ 事業⽬標
⾼齢者向けの新たな外出促進と電動カートシェアリングによるMaaS事業の創出。

アルプスアルパイン株式会社

■対象区域のビジョン
（⽬指すべき地域の姿）

名称: 泉北ニュータウン(⼤阪府 堺市)
⾯積: 約1,511ha
⼈⼝: 118,181⼈ (56,102世帯)

かつてのベットタウンから、より豊かに暮らせるまちへ 展開構想

■全体イメージ

【出典】 堺市 SENBOKU New Design資料より

■対象区域の概要
（名称、⾯積、⼈⼝等）

起点
⾼齢者/住⺠

サービス
移動⼿段
提供

情報/データ

情報/データ

外出流動
促進

安全⽀援
告知

⾃治体

MaaS(概念)



株式会社岩田建設



ウエストユニティス株式会社

• 現地に移動する常識を変える
• 職⼈技を技術習得する教育の常識を変える
• ⾼齢技術者が活躍できる常識を創る

スマートグラスで⼈間の能⼒を拡張させ、現場のワークスタイルを⾰新的に変える︕

⼿術の教育⽤動画撮影、
他拠点へのライブ配信

組⽴・検査の作業⼿順表
⽰、作業結果管理

保守点検・メンテナンス
の技術指導の遠隔⽀援

配送の荷下ろし、荷受け
指⽰をセンター遠隔指⽰

当社のビジョン・ミッション

当社のバリュー

当社スマートグラスの活⽤事例

農園の作物を⾒ながら
遠隔営農指導

フィールドワークで起きている課題を、スマートグラスとクラウドサービスを活⽤して解決し、
現場で働く⼈々の笑顔と、その先にいるお客様満⾜度の向上に貢献します。
• 複数拠点にいるスマートグラスを装着した作業員と、作業員⽬線のカメラ映像での超⾼画質なビデオ通話が可能
• 作業指⽰をスマートグラスのディスプレイに表⽰し、作業内容を確認しながら⾳声コマンドで作業結果を⼊⼒、
作業結果の⾃動記録が可能



株式会社NSD

ＮＳＤは、1969年創業の独立系システムインテグレーターとして、

ソフトウェア開発、ITインフラの構築、サービス利用型のITソリューションを

提供しております。

当社のヘルスケア推進部では、南海電気鉄

道株式会社と、堺市のＳＥＮＢＯＫＵスマー

トシティ構想のコンセプト「Live SMART, 

Play SENBOKU」の実現に向けて、ヘルスケア

アプリ「へるすまーと泉北」を共同開発し、

泉北ニュータウンの健康寿命延伸の実証実験

を実施中です。

【ニュースリリース】ヘルスケアアプリで泉北ニュータウンの

健康寿命延伸の実証実験を開始します

https://www.nsd.co.jp/news_pdf/news211014_1.pdf



NTTアノードエナジー株式会社

フォーマット(1)



NTTアーバンソリューションズ株式会社



株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西



株式会社NTTドコモ

ＮＴＴドコモは泉北ニュータウン地域におけるスマートシティ実現に向け、ICT技術の活⽤によって課題解決に貢献
してまいります。
さまざまなパートナー様との連携により、産業への貢献、社会課題の解決、そして新しい価値の協創を通じて、⼈々

の暮らしがより良いものへと変わるスマートシティの実現を⽬指します。



NTT PARAVITA株式会社

NTT PARAVITAは、地域社会を元気にすることをめざし、ICTを用いた未病状態の発見につながるデータ提供を
行うことにより、健康増進をサポートするへルスケアサービスを提供する会社です。
泉北ニュータウンにおいては、多くの高齢者が悩みを抱える「睡眠」に着目し、ICTを活用した睡眠の計測から、
専門家による改善アドバイスまでを提供することで行動変容を促し、健康維持・改善、疾病の予防に取組みます。

睡眠センサー
貸与 データ解析 レポート化

睡眠データ
取得

睡眠センサー設置イメージ

睡眠センサーと睡眠レポート
をご利用者へ提供

泉北ニュータウン地域

相談

連絡・アドバイス

ご利用者 専門家



NTTビジネスソリューションズ株式会社

私たちNTTビジネスソリューションズは情報通信のプロフェッショ
ナルとしてICTを活⽤した⾼いソリューション提案⼒を武器に、泉
北ニュータウン地域における“地域社会の課題解決・活性化”と
SENBOKUスマートシティコンソーシアムが創出する事業の“事
業価値向上”に貢献します。

世の中のありとあらゆる課題解決が
NTTビジネスソリューションズのミッション。

ICTは日々進化しており、ネットワークと組み合わせた
活用方法、可能性はまさに無限大。



株式会社NTTマーケティングアクトProCX

私たちは顧客ロイヤルティ向上に貢献す
る提案型BPOバリューパートナーです。

様々なセンター運営業務で培った実績
とノウハウをベースに、最新技術を駆使
して、よりよい顧客体験の創造をめざし
ます。

泉北ニュータウン地域において、様々
な市民接点での「VOC※2」収集、データ
分析を行うことで、幅広い市民ニーズを
把握し市民共創型のスマートシティ実現
に貢献します。

CX※1をデザインする

※１：Customer Experience（顧客体験価値）
※２：Voice of Citizen（市民の声）
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ver..1.0

ENERCON

フォーマット(1)

ドイツ最大手風力発電メーカー
蓄電池や太陽光とのハイブリッド対応可能



ELFテック株式会社



大阪ガス株式会社

脱炭素
社会

低炭素
社会

Daigasグループは、暮らしとビジネスの“さら
なる進化”のお役に⽴つ企業グループを⽬指し
ています。
泉北ニュータウン地域においては、Daigasグ
ループ全体で、「エリアの低・脱炭素化」「エネ
ルギーを活⽤した安⼼・安全の実現」に取り組
みます。

カーボンニュートラルを⾒据えた取り組み

お客さまと社会のレジリエンス向上

CO2排出量

現在 2050脱炭素
技術確⽴

技術
⾰新

社会転換

CO2排出量を少しで
も削減することが重要



大阪ガスオートサービス株式会社



大阪ガスセキュリティサービス株式会社



大阪ガス都市開発株式会社



大阪ガスビジネスクリエイト株式会社



株式会社大阪ガスファシリティーズ



大阪ガスマーケティング株式会社

⼤阪ガスマーケティング株式会社は、「デジタル化の進展」、「低・脱炭素への備え」などの社
会環境変化を踏まえ、家庭⽤ビジネスにおける提供価値を「対家庭」、「対個⼈」、「対社会」
の観点で定め、⾏動してまいります。
Daigasグループ各社やさまざまなパートナーさまとともに、お客さまの視点で暮らしに求めら

れること、あればいいことを追求。笑顔が広がるミライをサポートします。

⼾建て住宅のイメージ



大阪第一交通株式会社 企業CI（背景白）



大阪府
スマートシティ拠点エリアでの取り組み｜泉北ニュータウン地域
• 堺市泉北ニュータウン地域は、⼤阪府スマートシティ戦略ver2.0において課題解決型スマートシティ推進のチャレンジフィールドとして位置付け
• ⼤阪府・堺市が共同で、スマートシティを軸に、 「持続発展可能なまち」にむけた取組を展開
• 今後は⼤阪府広域データ連携基盤（ORDEN）を基盤とした公⺠による複数の分野の取組に統合していくことで社会実装を加速し、府内

のシンボリックな事例として定着をさせていく

• SENBOKU New Design︓「持続発展可能なまち」をめざす12の取組指針を策定
• SENBOKUスマートシティ構想︓「Play SENBOKU, Live Smart」のコンセプトのもと、5つの

重点取組テーマプロジェクトを展開
戦略・指針

従前の住宅ストックの整備、魅⼒発信等取組に加え「新たなスマートシティまちづくり」に挑戦
ヘルスケア、モビリティ、エネルギー、コミュニティ、リモートワーク等、ICTを⽤いた取組を展開

泉北ニュータウン地域での⼤阪府・堺市 協同まちづくり

ORDENを軸としたスマートシティプロジェクト(SMART SENBOKU PROJECT)の展開

モビリティ
便利で快適な移動
環境を構築する

コミュニティ
多様な⼈々と交流する

ヘルスケア
多世代の
健康を⽀える

リモートワーク
⾝近に働く場を創る

エネルギー
脱炭素エリアをめざす

ORDEN活⽤によるデータ連携により
社会実装を加速



株式会社オージス総研

フォーマット(1)



株式会社カネカ

フォーマット(1)

住みごこちをカガクする。
カネカのお家 ソーラーサーキット®

ボード状断熱材で、基礎、壁、屋根
の外側からすっぽり覆う「外断熱」
と、壁内や小屋裏の熱気や湿気を
排出する「二重通気」を組み合わせ
た木造用に開発された住宅システ
ムです。

※RC造用の断熱リフォーム資材も提供しています。

（2022年8月作成）※カネカのお家、ソーラーサーキット、Ｇｒｅｅｎ Ｐｌａｎｅｔ 、VISOLA、ヴィソラ、SoltileX、ソルティレックスは㈱カネカの登録商標です。T-Greenは大成建設㈱の登録商標です。

住む人を想う、カネカの太陽光発電

Engineering（企画・設計）
▼

Procurement(調達)
▼

Construction（建設）

防眩 通常

外壁・窓で発電する外装システム
T-Green® Multi Solar

T-Green Multi Solarは大成建設㈱との共同開発品です。

透過性を有した太陽
電池であり、ガラス
建材と同様に開口部
へ使用。建築物に合
わせた仕様・寸法対
応が可能。

高い意匠性を有した
太陽電池であり、外
装材に合わせ、壁部
へ使用。外装材と同
様に建築物に合わせ
た対応が可能。

カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®

培養/植物油

電子顕微鏡写真Green Planet
植物

Green Planetの生分解性を活用したバイオガス発電での使用例

Green Planetゴミ袋
による回収

生ゴミ
メタン発酵
ゴミ袋も分解

バイオガス

住宅/商業施設

生ゴミをエネルギーへ

発電機/ボイラー 電気＋熱

植物油や廃食用油を原料に微生物の体内で生産される
ポリマーです。自然界に存在する多くの微生物により
生分解され＊、最終的には二酸化炭素と水になります。

＊環境により生分解速度は異なります。

ZEH＋R対応



ver..1.0

株式会社 環境資源開発コンサルタント 企業CI（背景白）

フォーマット(1)

ＥＲＣは ため池にソーラー機器を設計・施工・運営※を行ってる
「ため池ソーラー®」の専門企業です

市役所の電力に

学校や指定避難所の
電力に ショッピングモールや

企業の省エネ化・BCPに

病院への電力の供給

ＥＶステーションの
電源に 電力コスト削減に

ため池の賃料は農業支援のため
水利組合様などに支払われます

ＥＶ

ため池ソーラー

詳しくは

関空

堺市役所

南海電鉄
泉北高速

※地権者との交渉を含む



堺市

ICTを活⽤してスマートライフを実現

•緑空間
•主要拠点へのアクセス性

ベッドタウンとして、

魅⼒ 課題

SENBOKU New Design

SENBOKU スマートシティ構想

かつてのベッドタウンから、より豊かに暮らせるまちへ
〜泉北ニュータウンの価値を⾼め、次世代へ引き継ぐ〜

ヘルスケア モビリティ コミュニティ

リモートワーク エネルギー

• まちの⽼朽化
•⼈⼝の⾼齢化
•起伏の激しい地形



株式会社ジェイコムウエスト

⼦育て世代からシニアの⽅まで、移動を⾃由に。

〜新しい技術やサービスを通じ、地域社会が豊かであり続ける未来をつくる〜

J:COMは、泉北ニュータウン地域で
新しいモビリティサービスを提供し、地域の⾜を守ります

「移動の⾃由」を⼿に⼊れることで、その地域で暮らす安⼼感・満⾜感を感じ、
より地域を愛する気持ちが強くなる。

それが泉北ニュータウンの活性化に繋がっていくと信じています

CONFIDENTIAL ©  JCOM Co., Ltd.



ジオテクノロジーズ株式会社



株式会社ジャストプランニング



一般社団法人セーフティネットリンケージ

フォーマット(2) ※白背景で作成する場合



セレンディクス株式会社

～３Dプリンターで創る世界最先端の住宅～

セレンディクスは、３Dプリンターで創る世界最先端の家の実現・実証をして参ります。

3D プリンターを⽤い24 時間以内に⼈が住める家を創ること。
わたしたちが取り組むプロジェクトは、豊かで安全なミライを追求します。
SPHERE(スフィア) は、名前の通り、球体での建造物です。球体は物理的に最も強い構造を有し、様々な環境での利⽤が可能になります。そして、万
⼀の⾃然災害から家族を 守る家となります。
先端のロボティクスを⽤いた３Dプリンターを使⽤し、可能な限り⼈の⼿を使わず、ロボットのみで作業が可能な設計に取り組みます。
コスト⾯では、最も表⾯積が少なくできる球体構造の特徴と、⼀体成形での設計を応⽤し、部材の⼤幅な低減に取り組み、30坪300 万円の価格帯
を実現していきます。
また、２４時間以内で建設可能な設計がもたらす効果は、時間とコストの削減だけではありません。⼤規模な⾃然災害時には、オフグリッド技術を⽤い、
被災地での安⼼と快適性の早期提供にも取り組みます。

⼊った瞬間、今まで体験したことのない新しい世界を感じるSPHERE（スフィア）をご⼀緒に。セレンディクスは家の施⼯の完全なロボット化により、⾞を
買える価格帯で住宅を提供する事を実現し世界最先端の３Dプリンター住宅を実現します。



泉北高速鉄道株式会社

「私たちは、人や物の流れの創造により、豊かなまちづくりの一翼

を担い、社会に貢献します。」

泉北ニュータウンと都心を結ぶ当社にとって、泉北ニュータウンは重要な
エリアです。

暮らしと働き方が加速度的に変化する今、多様な住民コミュニティや、
豊かな農と緑があるというエリアの魅力に、さらなる価値を付加すべく、
スマート機能を活用した

「新しい輸送サービス」

と「豊かな郊外ライフ

スタイル」を提案して

まいります。



双日株式会社
＜ヘルスケア分野＞
⼈⽣100年時代、現役世代だけでは⽀えきれない超⾼齢化社会の到来に備え、
「健康」、「共有」、「共創」を念頭に、シニアと現役世代が共創できる新たな社会に向け、
貢献することを⽬指します。

＜モビリティ分野＞
ヒトとモノの移動を⾃由にし、快適で便利なライフスタイルをご提案、安全で楽しく住みや
すい街づくりを⽀援します。
双⽇株式会社は、それぞれ⻑い歴史を持つニチメン株式会社、⽇商岩井株式会社をルーツに持ち、
160年以上にわたって多くの国と地域の発展を、ビジネスという側⾯からサポートしてきました。
現在も国内外約400社の連結対象会社とともに、世界のさまざまな国と地域に事業を展開する総合
商社として、幅広いビジネスを⾏っています。

2004年
双⽇株式会社発⾜

1892年
⽇本綿花設⽴

1982年
ニチメン株式会社に商号変更

1862年
岩井⽂助商店創業

1896年
岩井商店創業1928年

⽇商設⽴

1968年
⽇商岩井株式会社発⾜

1874年
鈴⽊商店創業

写真



SOMPOケア株式会社/SOMPOホールディングス株式会社



損害保険ジャパン株式会社



Daigasエナジー株式会社

Daigasエナジー株式会社は、業
務⽤・産業⽤のお客さまに、エネル
ギーや各種サービスによるソリューショ
ンをワンストップでご提供しています。
泉北ニュータウン地域においては、
泉ヶ丘駅前のエネルギーセンターを
中⼼に、Daigasグループが⼿掛ける
広範囲な事業の経験や知⾒を活か
し、脱炭素と安⼼安全なエネルギー
ソリューションをご提案します。

[Daigasエナジーがご提供するサービス]

[お客様の脱炭素ニーズにお応えするサービス]



ダイキン工業株式会社



大日本印刷株式会社

DNPモビリティポートで住⺠の分け隔てなく利⽤できる
移動サービスを提供し、持続的なヒトの交流を⽀えます。

沿線中核の都市機能

ウォーカブルな空間

医療施設など都市機能
のコンパクトな提供。

ポート間を基幹交通で結び
徒歩で外出しても都市機能へ
容易にアクセスが可能

住宅エリア

■歩いて暮らせるまちづくり

末端交通のデマンド化
シェアリングモビリティの
サービス提供

モビリティポート:郊外側
次世代モビリティと
基幹交通の結節拠点。

⾼齢化の進む住宅エリアの暮らしを⽀える移動⼿段をモビリティポートを
介して提供。基幹の公共交通と結節することで、都市機能のある拠点
までのアクセスが容易になります。

モビリティ
ポート:都市側

コンパクト&ウォーカブルシティの構想で集約される都市機能を住⺠が享受するために必要な暮らしの移動を⽀えます。

■住⺠の認証⽅式
交通系ICカードやマイナンバーカー
ドといった住⺠にとって汎⽤的な
認証⽅式を取り⼊れます。

住⺠認証からサービス利⽤へ繋ぐ
過程で、「認証ID」と「堺市⺠ID」
を連携させて、モビリティ外のサービ
スや情報発信に活⽤できる拠点
インフラを⽬指します。

既存交通と次世代モビリティが複合する街の移動を、ITリテラシーの制限を
受けることのない公共サービスとして提供する為に、DNPモビリティポート
が「住⺠の認証とサービスの利⽤」を受け付けて、⼈の暮らしの移動と交流
・社会参加を持続的なものにします。



ver..1.0

タイムズ２４株式会社

フォーマット(2) ※白背景で作成する場合

【⽬的】
後期⾼齢者やひとり暮らし⾼齢者が増加し、訪問介護等の需要
が⾼まる中、⾼齢者サービスを実施する事業所が、⾼齢者宅を
訪問する際に駐⾞場の確保が困難になっている。そこで、訪問
系事業所が安⼼してサービスを提供できる環境を整える。

【連携体制・内容】
⼋王⼦市と特定⾮営利活動法⼈「⼋王⼦市⺠のための医療と介護
連携協議会」と、「訪問介護等における駐⾞場の確保に係る連携
協定」を締結し運⽤開始。
タイムズ２４の予約制駐⾞場サービスである「タイムズのB」を
活⽤して、訪問系事業所が専⽤で利⽤できる登録駐⾞場を確保す
る。

官⺠連携事業事例

地域店舗への送客ツール

パーク＆ライド・レール&カーシェアの促進
クルマと公共交通機関を併⽤することによりクルマの⾛⾏距離が

減り、排出される温室効果ガス削減への寄与が期待できる。
「パーク＆ライド」が可能な駐⾞場の開発

⾃宅から最寄りの駅までクルマで⾏き、駅近くの駐⾞場にクルマを
駐⾞して鉄道などの公共交通機関で⽬的地まで移動する。

「レール＆カーシェア」ができるステーションを積極的に開設
⽬的地の最寄駅まで鉄道などの公共交通機関で⾏き、降⾞後に駅近
くのステーションからカーシェアリングのクルマで移動する。

タイムズクラブカードにたまったタイムズポイントをその場で
商品券等に交換可能。商品券や商品券引換券へ交換してもらうこと
により、ドライバーを送客することに貢献。

2022/6現在



ver..1.0

タイムズモビリティ株式会社

フォーマット(1)

1

【⽬的】
⼤阪唯⼀の世界遺産である「百⾆⿃・古市古墳群」の歴史的価値とその周辺地域の魅⼒を府内外へ
発信するとともに、交通アクセスを向上させることで百⾆⿃・古市古墳群エリアへの誘客を促進し、
地域経済の活性化を図る。

【連携体制・内容】
百⾆⿃・古市古墳群の周辺エリアへの送客を担う鉄道事業者と、現地でカーシェアリン
グ事業を実施するタイムズモビリティが連携することにより、両エリア間をつなぐ利便
性を向上。関連⾃治体とともに地域への集客を促進。

ＪＲ

⼤阪
市内

百⾆⿃
エリア

古市
エリア

近鉄
南海

東⻄の交通
アクセスが課題

府有施設、市内の観光
スポット、飲⾷店の
紹介・調整

レール＆カーシェア事業
鉄道駅等でのキャンペーン
広報協⼒

レール＆カーシェア事業
観光情報の発信
（ＨＰ、ポスター等）

・百⾆⿃・古市古墳群のＰＲ
・百⾆⿃・古市古墳群及び
周辺施設への誘客促進

・鉄道利⽤客の増加
・百⾆⿃・古市古墳群への
集客による沿線地域の
活性化

連携効果

協定
締結 協⼒

⾏政 鉄道事業者



高砂熱学工業株式会社

EMS

蓄電池ターボ冷凍機コージェネシステム ジェネリンク

太陽光

つかうためるつくる

⾼砂式EMSを開発中
2023年に開発完了予定

⾼砂熱学のコア事業の領域

系統電⼒（⽕⼒等）

再⽣可能エネルギー
（太陽光・⾵⼒）

燃料電池

⽔素貯蔵タンク

FCV等

余剰電⼒
調整⼒

⾼砂熱学がこれから創造する領域

※環境クリエイター︓『⼈が活動する環境のための空調技術』と『地球環境に貢献する環境技術（環境エンジニアリング）』を社会実装し、新たな環境を創造する企業

⼤型⽔素製造装置
2023年に開発完了予定

H2

「環境クリエイター」として、エネルギーの「つくる」「ためる」「つかう」を

「ツナグ」ことで 地球のカーボンニュートラル実現を⽬指します。
泉北ニュータウンでのエネルギーの有効活⽤と当社が培った技術を組合せ、
地域内エネルギーの安定供給とレジリエンス強化に貢献いたします。

1923年の創業当初より、空調設備の技術を通じて
効率的にエネルギーを「つかう」ことに貢献してきました

Copyright © Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved.



株式会社竹中工務店

フォーマット(1)

サステナブル社会の実現を目指したまちづくり



株式会社寺田鉄工所



東京海上日動火災保険株式会社

弊社は診療予約と移動手段を繋ぐアプリ「ZQN!（ズキューン）」の提供
を通じた医療MaaSにより、移動困難者の通院を支援することで「治療継
続率の向上」、「QOL（Quality of Life）向上」を目指し、泉北ニュータウ
ン地域におけるスマートシティ実現に貢献いたします。



株式会社東畑建築事務所

建築設計は、お客様の要請を的確に形にしていく活動であるとともに、"まち"そのものや、

生活・経済活動の基礎を形づくる活動でもあります。

当社はそのような建築設計の"社会貢献"を重視し、"まちづくり"に関する調査、企画・計

画、事業コーディネートに至るまで、さまざまな業務をサポートしています。

「期待を超える」～かわる時代に、かわらない価値を～



東洋計器株式会社

38

計量メーカーとして水道・ガスのスマートメーターや連携システムのIoT‐R、
Smart７R開発・生産・販売は基より、スマート連携システム提案による業務改善、各種サービス運用
によるDX化を推進しています。
また、PV・蓄電池・エネファーム・V２X等のシステムなどの創エネ・蓄エネ運用提案や省エネ・防災
対策等のリソースコーデイネーターとしてのVPP構築参画を視野に地産地消の住み良い脱炭素地域構築
に貢献してまいります。

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

水道ﾒｰﾀｰ

計量・IoTから創蓄連携システムまで



トヨタカローラ南海株式会社

Live SMART, Play SENBOKU 〜暮らし愉しむ、アソビのあるまち~

トヨタ南海グループ コンセプト 移動の⾜が充実した環境作りにチャレンジ︕・・・『
』移

い

 ⾜
しょく

 充
じゅう

 
ProjectⅠ “卒マイカー”も不安のない街づくり

■ 次世代BEVのシェアリング体験

■ 免許返納前後の⽀援プログラム

■ 運転寿命延伸に関する取組み

ProjectⅡ 災害時も動きを⽌めない街づくり

■ “トヨタの給電”によるZEH化推進

■ 防災給電訓練■ 次世代BEVシェアリングステーション

ProjectⅢ 移動しやすく、したくなる街づくり
■ マルチタスク⾞両のオンデマンド活⽤■ 福祉事業者向け福祉オンデマンド

■ 移動式マルシェ



南海電気鉄道株式会社

「暮らす、働く、訪れる」の価値を高め、泉北ニュータウンの持続

的発展に貢献します。

泉北ニュータウン地域はなんばに次ぐ重点エリアの位置づけ。沿線中核都
市の実現に向け、泉ケ丘駅前活性化計画に着手しました。（2025年秋開業
予定）

民間企業・地域関係者とのアライアンス及び社内・グループ会社間の横断

泉ケ丘駅前再開発（イメージパース）

的体制の下、モビリ
ティ、ヘルスケア、ス
マートタウンの各Ｗ
Ｇにおいて、事業の
企画・社会実験・実
装を進め、新規事
業領域の開拓に努
めます。



南海バス株式会社

私たちは、安全と信頼を礎に
地域交通をリードし

くらしやすいまちづくりに貢献します。

そして、これまでの実績を糧に
泉北ニュータウンの皆さまに喜ばれ

満足していただける質の高いサービスを提供します。

なんかいいバス、、、
南海バス



南海不動産株式会社



西日本電信電話株式会社

ICTで、地域をもっとスマートに。Smart10x

「つなぐ」
その先に

「ひらく」
あたらしい
世界のトビラを

社会を取り巻く環境が大きく変化している今、地域が抱えるさまざまな課題解
決や地域活性化への貢献が求められています。
NTT西日本グループは、ICTで新たな価値を創造・共創していく「ソーシャル

ICTパイオニア」をめざした取り組みをはじめています。
これからも持続可能な社会を実現していくために、私たちはあらゆる人々が幸

せで豊かな未来を追求しつづけていきます。
未来の可能性はICTでもっと広がる。

～NTT西日本グループのパーパス(存在意義)～



日本環境技研株式会社



日本生命保険相互会社

フォーマット(2) ※白背景で作成する場合

「リスクに備える」保険 「リスクを抑える」ヘルスケアサービスに加えて

じぶんで血糖チェック（血糖変動チェックプラン） 糖尿病予防プログラム

活動量血糖血糖

ICTを活用した血糖データのモニタリングを起点に、保健師指導や健康アドバイス・コラムを提供

をご提供することで、地域住民のみなさまの健康増進意識向上のサポートをいたします！

 健康セミナーなどを通じた最適な保障のご案内は勿論のこと、

泉北スマートシティコンソーシアムにおいて、デジタルデバイス・ICT活用による“各種モニタリングサービス“
を市民のみなさまには先行的に体験いただきます！

 皆さまのご意見を踏まえ、“先進的なモニタリングサービス”を「泉北から全国へ」を
スローガンに展開していきます！

日本生命が提供する価値

モニタリングサービスの一例（血糖モニタリング）

デジタルモニタリングを起点に、健康長寿社会のスマートライフをサポート



ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社



長谷川工業株式会社

■エリアイメージ図（南区） ■参考︓千葉市での実績■使⽤機体

堺市での電動キックボードの社会実装を⽬指した実証実験
市内での社会実装を⽬指し、電動キックボードのシェアリングサービスを実証実験として開始します。
注⽬のモビリティだからこそ地域と連携した安全・安⼼の移動サービスを⽬指します。
項⽬ 内容

主な⽬的 ・運⽤⽅法の検証
・サポート体制検証
・ユースケースの洗い出し など

ビジネスモデル シェアリング形式

主な条件 ・運転免許要否︓普通⾃動⾞免許以上【特例】
・ヘルメット着⽤義務︓なし【特例】
・⾛⾏可能場所︓⾞道、指定の⾃転⾞道および普通⾃転⾞専⽤通⾏帯【特例】。歩道⾛⾏不可。
・交通規制︓⾃転⾞を⼀⽅通⾏の交通規制の対象から除外している通⾏路については⾛⾏可能【特例】
・⾞体を押して歩く場合は、歩⾏者扱い【特例】
・最⾼時速15km

配備台数 10台〜15台（順次増台予定）

専⽤駐輪場 3か所〜



株式会社日立製作所



株式会社ヒラカワ



株式会社HULIＸ

当社は⼤阪⼤学発のベンチャー企業です。当社の3次元データ計測・解
析技術を活⽤し、有益なデータを取得したり、データを活⽤した愉しみ提供
することで、泉北ニュータウン地域におけるスマートシティ実現に向けた課題
解決に取組ます。
スマートシティは、多くのプレーヤーとの連携を通じて、有益なサービスが展
開されると考えています。パートナー企業の皆さまとのコラボレーションを通じ
て、新たな価値提供が⽣まれることを楽しみにしています。



積載量

普通免許運転可能車種で、

１ｔクラスの最大積載量
※電気自動車（EVとして）

EVでありながらガソリン車と

同等の低価格を実現

ラストワンマイル物流で

安心の航続距離300ｋｍ

価格

航続距離

ラストワンマイルに適した機能性
日本の基準に準じた

高い安全性を追加開発！

EVトラックF1はEVというだけではなく、
既存ガソリン車種を含めた同等車種の比較においてもメリット！

・日本の安全基準に合わせて強化された

フレームや、ブレーキシステム等

高い安全性を提供します。

・設計開発を行うフォロフライが、

お客様の要望に沿ったカスタマイズ、

追加機能開発、共同開発もお受けします。

引用）News Picks弊社記事

本ファブレス生産のスキームを活用し、

先端の環境都市の実現のため、様々な環境対応車種

の投入を行って参ります。

～環境対応型インフラサービスの提供～

フォロフライ株式会社



富士通Japan株式会社



株式会社ホンダ泉州販売

フォーマット(2) ※白背景で作成する場合

Hondaの
サステナビリティ

「自由な移動の喜び」を「地球環境負荷ゼロ」で実現していく。さらには、それらを繋げる「コネクテッドプラット
フォーム」によって社会全体の利便性や効率性を高めていく。これがHondaのアプローチです。

地域密着型
カーディーラである
私たちに出来ること

SENBOKUスマートシティのモビリティ：「移動」を「便利」に、「快適」に、「安全」に！

＊EVに代表されるクリーンなクルマを技術の進化に合わせて地域社会に提案し、提供する
＊高齢化社会にあって、人々が「安全」「安心」にクルマを利用するための取り組みを展開する
＊他のサービスとの連携を深め、地域にとって「必要」で「便利」なモビリティステーションとなる
＊既存の顧客ネットワークを活かして、シェアリング（クルマ・駐車場）サービスを提供する

他に類のない、クルマと電車のマッチング！

●シームレスで効率的な「移動」の実現
●スマートフォン一つでクルマも電車もOK



三浦工業株式会社

フォーマット(2) ※白背景で作成する場合



株式会社みずほ銀行

みずほ銀行は、〈みずほ〉グループ各社と連携し、従来の金融の枠を超えて、広く社会課
題解決に向けた取組みを推進しております。

デジタル技術やデータを活用したヘルスケア領域の取組みを中心に、スマートタウンWG
やデータ連携WGなど、新たな社会生活の創造に積極的に貢献していくことで、コンソー
シアムメンバーの皆さまとともに、泉北ニュータウン地域の
スマートシティ化の実現に向け、取り組んで参ります。

イメージ図

〈みずほ〉
お取引先企業さま

×

睡眠の質向上

⾎圧・⾎糖値
改善美肌・美容

疲労感軽減 中性脂肪抑制

腸内環境改善

IoT
デバイス

オンライン
医師

その他
技術

アプリ
クラウドプロダクト

みずほデジタルヘルスプラットフォーム（仮称）

◆お取引先企業さまの医療・ヘルスケア領域のDXを⽀援するプラットフォーム
（お取引先企業さまの持つ健康増進関連の商品⼒と、専⾨医集団の医療知⾒、デジタル技術を掛け合わせる共創の場）



株式会社三井住友銀行

プロジェクトを取り巻く様々な課題

l 夢洲周辺の交通インフラの整備・MaaSの実現

l 万博・IRで得られる経済効果の関西地域全体へ波及

l 万博跡地活用を含めた次世代まちづくり（スマートシティ）

l 地域課題解決に資するテクノロジーの実証実験・社会実装

l オープンイノベーション活性化のためのエコシステム構築

等々

課題解決

関西成長戦略室が対応する主なプロジェクト

ビジネス
サポート

お客さま

・ 自社技術、製品の活用ニーズ

・ プロジェクト参入のための戦略立案

・ 事業協働パートナーの発掘

• プロジェクトに関する情報提供
お客様への情報提供、社内勉強会実施

• プロジェクト参入サポート

• ビジネスマッチング 等々

関西成長戦略室

お客様との

連携

関西経済へ
貢献

(出所)公益社団法⼈２０２５年⽇本国際博覧会協会

l 2025年大阪・関西万博

l 大阪IR（統合型リゾート）

l 関西スマートシティ構想

l 中之島「未来医療国際拠点」

l 京阪神スタートアップエコシステム
グローバル拠点都市

• 三井住友銀行は、 2025年大阪・関西万博、大阪IR（統合型リゾート）などの関西大型プロジェクトに対応するため、
2019年4月に「大阪・関西プロジェクトチーム」を発足。2021年4月より「関西成長戦略室」に改組。

• お客さまとともに、プロジェクトを取り巻く各種課題の解決に向けた活動を行うことで、関西経済の持続的な成長に
とって重要な大型プロジェクト自体の成功に貢献し、また同時にお客さまのビジネス参入をサポートしています。

• 現在対応しているプロジェクトとの連携や、情報銀行への取組みを活かし、泉北スマートシティの実現をサポートして
参ります。



三井住友カード株式会社



ver..1.0

三菱ＨＣキャピタル株式会社 企業CI（背景白）

フォーマット(1)

環境・エネルギー分野
の金融と事業の融合

補助金及びリース利
用による再エネ・省
エネ設備導入支援

1
3

バイオマス発電事業4

ルーフトップPPA事業5VPP実証事業6

リース・ファイナンスにとどまらず地域企業など、
パートナー企業と共に再生可能エネルギーなどを
活用した新たなビジネスへ挑戦し、地域循環型
社会やエネルギーの地産地消を支援して参ります

太陽光発電事業2

風力発電事業

地域循環再エネ事業7

三菱ＨＣキャピタルは、地球環境の保全と持続的な発展が可能な社会づくりに貢献するた
め、環境・社会と調和した事業活動を行って参ります。
環境ビジネスにおいて当社が有する下記の通りの豊富な実績と専門ノウハウを生かし、泉
北ニュータウンの脱炭素化やスマートシティに向けた取組に貢献していきます。



三菱電機株式会社
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ヤマト運輸株式会社

Copyright 2022 Yamato Holdings Co., Ltd. All rights Reserved （堺市様資料より抜粋）

お買い物便（当⽇配達サービス）

■弊社の泉北ニュータウンリソース

③マンションコンシェルジュ受託物件
泉ヶ丘駅近接

①堺南営業所
南区豊⽥625 ②堺中営業所

中区⾒野⼭218-1

強みである顧客接点やネットワークなどを通じて、泉北に住む/働く/訪れ
る⽅の利便性向上の⼀翼を担うことで、まちの価値を⾼めることに寄与

■検討サービス（案）

オープン型宅配ロッカーの整備



ヤマト住建株式会社

フォーマット(2) ※白背景で作成する場合



ヤンマーエネルギーシステム株式会社

ヤンマーエネルギーシステム株式会社は、
トータルエネルギーソリューションで
泉北ニュータウン地域の低・脱炭素化と
安全・安⼼の実現に貢献します。

⾼効率コージェネレーション
システム導⼊により地域全体に
熱と電気を安定供給

季節・時間単位で変動する
熱と電気の需要をEMSで
最適制御し、各施設での
省エネ省CO2を実現

地域で発⽣する⾷品廃棄物
などから得られるバイオガスを
発電に活⽤

カーボンニュートラルな
都市ガスを燃料とする
コージェネレーションシステムと
空調機の導⼊により
地域の低・脱炭素化に貢献


