
ナレッジキャピタルとは Floor Guide グランフロント大阪 北館

ナレッジキャピタルは、企業人、研究者、
クリエイター、そして一般生活者などさ
まざまな人たちが行き交い、それぞれの
知を結び合わせて新しい価値を生み出
す“知的創造・交流の場”です。

月刊ナレッジキャピタル
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発行元
一般社団法人ナレッジキャピタル・株式会社KMO
大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪北館タワーB　11F
06-6372-6530（受付 10：00-18：00）

http://kc-i.jp

カンファレンスルーム タワーB／ナレッジオフィス

ナレッジオフィス

カンファレンスルーム タワーC／コラボオフィス

コラボオフィス／ナレッジサロン ※会員制／ナレッジオフィス

近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所／Smart Camp うめきた／
GRAVITY RESEARCH UMEDA

HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）／好日山荘

積水ハウス 住ムフムラボ／ダイキン ソリューションプラザ
「フーハ大阪」／SHIMANO SQUARE

メルセデス・ベンツ コネクション

コングレコンベンションセンター

AppBank Store うめだ／ SUNTORY WHISKY 
HOUSE／サブウェイ野菜ラボ／ソフトバンクグラン
フロント大阪／ docomo OSAKA（ドコモショップ）／
World Wine Bar by Pieroth

アシックスストア大阪／池田屋 梅田店/URGE 
-Event Cafe & Present Labo- ／エナレッジ・
mineo大阪／ au OSAKA／コカ・コーラウエスト 
ハピネス・ラボ／ボーネルンドあそびのせかい
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毎月抽選で、うれしいプレゼントが当たります！

QRコードをスマホ・タブレット等で
読み込むと、その月のアニメが始まります。

アニメ終了後に表示される応募
ボタンを押すと、応募フォームが
表示されます。

応募フォームに必要事項ならびにア
ンケートをご入力の上、送信ボタン
を押して下さい。

※厳正な抽選の上、商品の発送をもって発表に
　かえさせていただきます。http://1tasu.info/1708/

8月のPICK UP EVENT8月のPICK UP EVENT
フューチャーライフショールーム
スタンプラリー BINGOスタンプラリー BINGO

8/4（金）-8/20（日）
時間：11：00-17：00（店舗により営業時間・
 定休日が異なります）
場所：フューチャーライフショールーム各店舗
詳細：ナレッジキャピタルHP
 http://kc-i.jp
問合せ：TEL06-6372-6530

8/20（日） ○¥ 無料
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
時間：①10：30-11：30　②13：00-14：00　③15：00-16：00
 ※当日参加券を配布 ①10：00-　②12：00-　③14：00-
場所：HDC大阪 C terrace（北館5F）　定員：各回先着20組
詳細：HDC大阪HP　http://www.hdc.jp.net/osaka/event/
スイカをピザ生地に見立て、フルーツなどをトッピングした「スイカピザ」が大人
気！見た目もかわいく、SNSに上げれば注目のマト。レシピは簡単、好みの素材
をカットして乗せるだけ♪子どもと一緒につくれる、夏のパーティーメニューです。
余ったスイカでスイカジュースもつくっちゃいましょう！

※画像はイメージです。
※レッスンでは1組につき1つ、ハーフサイズのスイカピザを作ります。

応募
方法

QRコードを
読み込む

応募ボタンを
押す 応募する

応募締切：2017年8月31日（木）

10名様にプレゼント

応募 応募

MONTHLY PRESENT

参加方法

pick up
1

pick up
2

親子スイーツ教室 SNS映え♥スイーツレッスン
スイカピザをつくろう！スイカピザをつくろう！

1.フューチャーライフショールームの対象店舗などで、
BINGOシート（＊）をゲット
＊チラシ裏面がシートになっています。

2.対象店舗で課題を3つクリアして、スタンプをもらおう。
いずれか1列揃えてビンゴ完成

3.完成したシートを持って抽選会場へ。その場で全員
当選、空クジなし！
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連絡デッキ2Fグランフロント大阪  南館

地下道 連絡デッキ2FFF

（グランフロント大阪  北館内）
ナレッジキャピタル

ナレッジキャピタ
ルへは、JR大阪駅
連絡デッキ2Fより
南館へ入り、奥へ
お進みください

公式Twitter、Facebookでも情報発信中！

メルセデス・ベンツ コネクション
DOWNSTAIRS COFFEE
1,000円分チケット
（500円券×2枚）

メルセデスの車とカフェが融合する空間
で、こだわりのコーヒーやオリジナルフード
を。イートインでもテイ
クアウトでもご利用い
ただけます。
北館1F/9：00-22：00

@knowledgecapital
@knowledge_cptl

＊課題って？
店舗によって異なる5種（クイズ、体験、
ＳＮＳにアクセス、買い物、飲食）のう
ち、お好みの課題をクリアして、シート
にスタンプを

イベントイベント
カレンダーカレンダー

アンケートに答えて 、
プレゼントをもらおう！
くわしくは裏面をチェック

Monthly
Present!

遊べる！学べる！体験できる！
たのしいイベントもりだくさん

2017
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※中面
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賞
品
一
例

Coca-Cola 折りたたみ自転車
（コカ・コーラウエスト ハピネス・ラボ）

近大マグロ尽くしコース
ペア招待券
（近畿大学水産研究所）

ほかにも
豪華賞品
多数！



8月8月

▶期間イベント/応募受付中のイベント

>> アンケートに答えてプレゼントをもらおう！ くわしくは裏面をチェック

定期
イベントAUGUST

00 各イベントの番号・記号は、本紙左部のカレンダーと
連動しています。期間イベントや定期イベントもお見逃しなく！

アイコンの説明
○¥ 参加費用　■要申込  申込の有無　http://kc-i.jp/activity/fls-event/ （各イベントの詳細は、
施設またはホームページでご確認ください。また、イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。）

イベントインフォメーションイベントインフォメーション
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開催中-8/28（月）※火・水曜定休A

開催中-8/28（月）※水曜定休B

開催中-8/27（日）の土日祝日C

開催中-8/31（木）の平日D

実施中 ※なくなり次第終了E

8/5（土）-8/27（日）の土日祝日F

8/5（土）-8/27（日）の土日祝日G

応募受付8/1（火）-H
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B 開催中-8/28（月）※水曜定休 ○¥ 無料■要申込
夏休み「こども研究メンバー」に参加してスタンプを集めよう！
住ムフムラボ
時間：対象各イベントスケジュール参照
場所：住ムフムラボ（北館4F）　対象：お子さま
詳細：住ムフムラボHP
 http://www.sumufumulab.jp
期間中の各イベント、ミニイベント、ダイアログ・イン・ザ・ダークにご参加のお子
さまにスタンプカードを配布。スタンプを集めると、ドリンクチケットプレゼント！

C 開催中-8/27（日）の土日祝日 ○¥ 無料■要申込
夏休み特別企画　親子で体験！ エアコン分解
ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
時間：14：00-（約1時間程度）　場所：フーハ大阪（北館4F）
対象：小学1年～6年の子ども（保護者にも同席いただきます）
定員：1家庭4名まで（1日5組限定）
 ※危険防止のため、小学生未満の参加は不可。
 ※怪我・事故については、当社は一切責任を負いません。
申込先・詳細：フーハ大阪HP（定員に達し次第締切）
 https://www.daikin.co.jp/inquiry/fuha/event/kuukihakase/osaka/
「最新のエアコン技術はここまできた！　エアコンを分解して、節電を学ぼ
う！」親子でエアコンの仕組みを学んで、夏に快適な使い方を実践しよう。

定期イベント

詳細：キドキド TEL06-6359-5667
問合せ：キドキドあそびのせかいHP
 https://kidokid.bornelund.co.jp/grandfront-osaka/

ボーネルンドあそびのせかい

ナレッジキャピタル超学校 ○¥ 500円（ワンドリンク付き）■要申込
場所：CAFE.Lab.（北館1F）　申込先・詳細：ナレッジキャピタルHP　http://kc-i.jp/activity/chogakko
さまざまな分野の研究者と参加者が一緒に考え、対話するプログラムが勢揃い。専門知識がない方でも気軽に参加できる！
学校を超える、自分も超えるナレッジキャピタル超学校。

・大阪大学COデザインセンター「対話で創るこれからの『大学』」 8/2（水）、8/30（水）
・国立大学附置研究所・センター長会議（JCRIC）「日本の研究、最前線」 8/10（木）
・大阪大学「中高生のためのUMEKITA科学塾」 8/26（土）
このほかにも続々開催！　最新情報・詳細はナレッジキャピタルHPをチェック。

1 8/2（水） ○¥ 無料
クラフツマンシップセミナー
VisLab OSAKA/大阪電気通信大学
協力：一般社団法人ナレッジキャピタル、スタジオフォンズ
時間：15：00-18：30　場所：ザ・ラボ内アクティブスタジオ（北館2F）
定員：ワークショップは5組まで、セミナーは20名程度
詳細：http://home.jozen.org/
問合せ：jozen@osakac.ac.jp
IoTとCGをテーマにしたワークショップとセミナー。誰でもすぐに実践できる
センサーネットワークのワークショップとCG映像制作現場での仕組みにつ
いてのお話です。

13 8/20（日） ○¥ 無料
親子スイーツ教室 SNS映え♥スイーツレッスン
スイカピザをつくろう！
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
　　　　　　　　　　　 裏表紙「PICK UP EVENT」をチェック！

15 8/24（木） ○¥ 無料■要申込
キッズデザインカフェ Vol.1『Kakekko.Club』のお話
（講師：株式会社モート代表取締役・辻和哉氏）
凸版印刷・笑顔デザイン研究所（キッズデザインカフェ事務局）
時間：18：00-19：30
場所：ザ･ラボ内アクティブスタジオ（北館2階）　定員：先着30名
申込先：hagukumi@toppan.co.jp
詳細：http://www.kidsdesign.jp/info/
問合せ：凸版印刷株式会社情コミ販促部 TEL06-6454-6081
子どもの「速く走りたい」「運動神経を良くしたい」を叶えるKakekko.Club
の取り組みをご紹介。

17 8/27（日） ○¥ 無料■要申込
わくわく体験！ ひかりの世界へようこそ
大学都市KOBE！発信プロジェクト/兵庫医療大学
時間：14：00-15：50　場所：ザ・ラボ内アクティブスタジオ（北館2F）
対象：小学生以上　定員：親子20組
申込先・問合せ：knowledge@huhs.ac.jp
蛍光、化学発光、偏光などの光に関する様々な現象について、実験や演示に
よって体験！蛍光実験/化学発光実験/偏光万華鏡

18 8/29（火）-31（木） ○¥ 無料
エア・フローティング・メディア展vol.13
VisLab OSAKA/大阪大学、大阪電気通信大学
協力：一般社団法人ナレッジキャピタル、エアフローティングメディ
ア委員会、大阪芸術大学アートサイエンス学科
時間：11：00-18：00　場所：ザ・ラボ内アクティブスタジオ（北館2F）
詳細：http://floating-media.jp/
問合せ：info@floating-media.jp
クリエイターや学生が制作した、空中に浮遊する像を使った不思議な作品
を展示。ペーパークラフトで空中表示が体験できるワークショップも。

D 開催中-8/31（木）の平日 ■要申込
○¥ 大人2,100円/小学生600円

夏休み親子体験会
GRAVITY RESEARCH UMEDA
時間：10：30-12：00
場所：GRAVITY RESEARCH UMEDA（北館6F）
対象：20歳以上の保護者と小学生のペア　定員：家族5組まで
申込先・問合せ：GRAVITY RESEARCH UMEDA　TEL06-6485-7363
詳細：http://gr-umeda.hatenablog.com/
2020年の東京オリンピック正式種目に決定したクライミング。なかでも初心
者も充分楽しめるのがボルダリングです。夏休み、親子でトライしませんか？

応募受付中のイベント

12 実施中-なくなり次第終了 ※水曜定休
○¥ 研究メンバー200円/一般400円

カフェの期間限定メニュー ティーソーダ
住ムフムラボ
時間：10：00-19：00（ラストオーダー18：30）
場所：住ムフムラボ（北館4F）
詳細：住ムフムラボHP　http://www.sumufumulab.jp
夏にピッタリの爽やかさ、着色料・保存料不使用の自然派紅茶。住むコトの
ヒント満載のブックカフェで、おいしく涼をとってみませんか？

E

8/5（土）-27（日）の土日祝日 ○¥ 無料
親子で学べる ぴちょんくん探検ツアー
ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
時間：15：30-約10分程度　場所：フーハ大阪（北館4F）　対象：親子
詳細：フーハ大阪HP　http://www.daikin.co.jp/fuha/osaka/event/
ショールーム内をまわってエアコンのヒミツを教えてもらおう！参加者には、
もれなくぴちょんくんグッズをプレゼント。

F

8/5（土）-27（日）の土日祝日 ○¥ 無料
ぴちょんくんのうちわづくり
ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
時間：11：00-17：00　場所：フーハ大阪（北館4F）
定員：各日先着100名
詳細：フーハ大阪HP
 http://www.daikin.co.jp/fuha/osaka/event/
ぴちょんくんのオリジナルうちわをつくろう！みんなで使って節電に貢献しよ
う。※なくなり次第終了

G

毎週火・木曜 ○¥ キドキド入場料
赤ちゃん向けのイベントを開催！
時間：11：30-12：00　場所：ボーネルンド（北館3F）キドキド場内
対象：6ヵ月～18ヵ月の子どもと保護者

a

毎週土曜 ○¥ キドキド入場料
キドキド場内のイベントが充実！
時間：14：30-15：00
場所：ボーネルンド（北館3F）
 キドキド場内
対象：2歳ごろ～

b

毎月第1金曜 ○¥ 500円■要申込
大人の方限定キドキド体験会！
時間：19：30-20：30　場所：ボーネルンド（北館3F）キドキド場内
対象：子どもを持つお父さん、お母さん、未来のお父さん、お母さんなど
特典あり！キドキド招待券プレゼント（子ども1名最初の30分無料＋大人1
名の施設利用料）。

c

毎月第3水曜 ○¥ キドキド入場料
お誕生日会
時間：14：30-15：00
場所：ボーネルンド（北館3F）
 キドキド場内
対象：当月が誕生日の子どもと、
 お友だちを
 お祝いしてくれる子ども

d

毎月第2・最終水曜 ○¥ 親子1名ずつで500円■要申込
プレキドキド体験会
時間：11：30-12：30　場所：ボーネルンド（北館3F）キドキド場内
対象：6ヵ月未満の子どもの両親、未来のお父さん、お母さん
定員：親子5組
特典あり！キドキド招待券プレゼント（子ども1名最初の30分無料＋大人1
名の施設利用料）。

e

8/4（金）-8/20（日）pick
up1

期間イベント

A 開催中-8/28（月）※火・水曜定休 
○¥ 大人3,500円/学生2,500円/小学生1,500円 ■要申込

積水ハウス×ダイアログ･イン･ザ･ダーク「対話のある家」
第17回　「夏の夜のおしゃべり」
住ムフムラボ
時間：①11：00-12：10　②12：30-13：40
 ③14：00-15：10　④15：30-16：40
 ⑤17：00-18：10
場所：住ムフムラボ（北館4F）　対象：小学生以上　定員：各回先着6名
申込先・詳細：住ムフムラボHP　http://www.sumufumulab.jp/did/
問合せ：「対話のある家」お問い合わせ事務局
 TEL0120-29-2704（11：00-18：00/土日祝日除く）
ワクワクする夜更かしも、何だか楽しい夏。純度100％の暗闇空間で、“目を
使わないからみえてくる”夏の夜の豊かなひとときを体感してみませんか？

2 8/3（木）・4（金） ○¥ 3,000円■要申込
Wine Lovers
World Wine Bar by Pieroth
時間：14：30-16：00
場所：World Wine Bar by Pieroth
 （北館2F）
対象：20歳以上　定員：10名
申込先：World Wine Bar by Pieroth TEL06-6485-7108
テーマに沿って開催するワインテイスティングセミナー。今回は“スペイン”ワ
インに焦点を当てて開催します。

5 8/9（水）・10（木） ○¥ 1組3,500円■要申込
HDC大阪×ピーロート　ワインバー流親子料理教室
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
時間：11：00-13：30
場所：HDC大阪 C terrace（北館5F）
対象：大人1名・子ども1名（小学生以上）
定員：各日10組（20名）
申込先・問合せ：HDC大阪HP
 http://www.hdc.jp.net/osaka/event/
 またはTEL06-4802-2700
親子で作る楽しさ、食べる喜びを体験しませんか。大人気分が味わえる「ノ
ンアルコールサングリア」、好きな具材でカスタマイズする「プチ・キッシュ」
のほか、シェフからの一皿も。

6 8/11（金・祝） ○¥ 500円■要申込
HDC大阪×アロハソシオ
ハワイアンリボンレイ ブレスレット作り
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
時間：11：30-13：30
場所：HDC大阪 C terrace（北館5F）
定員：20名（小さな子どもは保護者同伴）
申込先・問合せ：http://www.kokuchpro.com/group/alohasocio/
好きな色のリボンとビーズを選び、ハワイアンリボンレイ ブレスレットを作り
ます。子どもから大人まで、どなたでも楽しくトライできます。

8 8/12（土）・13（日）
○¥ 研究メンバー1,000円/一般2,000円■要申込

ハーブ王子とつくる野草標本
住ムフムラボ
時間：①11：00-12：00
 ②13：30-14：30
 ③15：30-16：30
場所：住ムフムラボ（北館4F）
対象：小学生と保護者　定員：各回先着5組10名
申込先：住ムフムラボにて予約受付
 （保護者1名につき小学生1名予約可）
詳細：住ムフムラボHP　http://www.sumufumulab.jp
ハーブ王子こと野草研究家・山下智道さんに学ぶ、親子で楽しむ野草観察
＆標本づくり！暮らしに役立つもの、食べられないものとは？

9 8/17（木）-21（月）　　　　　　　　　  ■要申込
○¥ 大人4,000円/学生3,000円/小学生2,000円

積水ハウス×ダイアログ･イン･ザ･ダーク 「対話のある家」
自由研究応援企画 触れる、感じる、見えてくる
「夏休みくらやみ教室」
住ムフムラボ
時間：各日11：00-12：30
場所：住ムフムラボ（北館4F）
対象：小学生以上　定員：各回先着6名
申込先・詳細：住ムフムラボHP
 http://www.sumufumulab.jp/did/
問合せ：「対話のある家」お問い合わせ事務局
 TEL0120-29-2704（11：00-18：00/土日祝日除く）
『夏の夜のおしゃべり』の後、『点字体験』にチャレンジ！夏休みの自由研究に
もピッタリ、さまざまな発見に出会える暗闇を、お子様とともにぜひ。

10 8/18（金）-20（日）　　　　　　　　　  ■要申込
○¥ 研究メンバー1,000円/一般2,000円

今年も開催！ 親子でつくろう！ ドリームハウス！
住ムフムラボ
時間：①10：30-12：30
 ②13：30-15：30
 ③16：30-18：30
場所：住ムフムラボ（北館4F）
対象：3歳以上の子ども　定員：各回先着6名
申込先：8/5（土）より住ムフムラボにて予約受付
 （保護者1名につき子ども2名まで予約可）
詳細：住ムフムラボHP　http://www.sumufumulab.jp
五感を刺激するさまざまな素材を使って、親子でダンボールハウスづくりに
挑戦！カラーコンサルタントから、色が人に与える影響などのアドバイスも。

11 8/19（土） ○¥ 無料
親子スイーツ教室
カラフルかわいい♥カップケーキデコ教室
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
時間：①10：30-11：30　②13：00-14：00
 ③15：00-16：00
 ※当日参加券を配布
 ①10：00-　②12：00-　③14：00-
場所：HDC大阪 C terrace（北館5F）
対象：親子　定員：各回先着32組
詳細：HDC大阪HP　http://www.hdc.jp.net/osaka/event/
デコカップケーキのワークショップです。親子で簡単にできちゃう、かわいい
メニューをご用意。カラフルなクリームとアニマルを1種類ずつ楽しめます。

16 8/27（日） ○¥ 500円
ハマビーズでかき氷のクリップをつくろう！
ボーネルンドあそびのせかい
時間：13：00-14：00
場所：ボーネルンド（北館3F）ショップ内
対象：4歳ごろ　定員：先着順
詳細：ボーネルンドあそびのせかいHP
 https://kidokid.bornelund.co.jp/grandfront-osaka/
問合せ：TEL06-6485-7622
デンマーク生まれのアイロンビーズ「ハマビーズ」でいろんな形を作ろう。

14 8/20（日） ○¥ 無料■要申込
家族で学ぶ「ぼうさいの授業」
大学都市KOBE！ 発信プロジェクト/甲南大学
時間：13：00-14：30
場所：ザ・ラボ内アクティブスタジオ（北館2F）
対象：小学4年以上　定員：30名
申込先・詳細：甲南大学地域連携センターHP
 http://www.konan-u.ac.jp/korec/event/gfo/
問合せ：TEL078-435-2276
東京海上日動と甲南大学とのコラボ
企画で、3回シリーズの第1回目。家族で、
災害（地震・津波・土石流）のことを学び、
「ぼうさい」について考えましょう！

9/16（土）-18（月・祝） ○¥ 無料■要申込
ショートショートフィルムフェスティバル
& アジア 大阪 2017
一般社団法人ナレッジキャピタル
時間：10：30-20：30
場所：ナレッジシアター（北館4F）
申込先・詳細：ナレッジキャピタルHP
 http://kc-i.jp/activity/shortshorts/2017/
 ※8/1（火）から申込開始！
米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭。世界各国の短編
作品を、すべて無料で観賞できる。豪華ゲストによるトークイベントも。

H

3 8/6（日）○¥ 500円
かんてんネンドで花火を描こう
ボーネルンドあそびのせかい
時間：13：00-14：00
場所：ボーネルンド（北館3F）ショップ内
対象：2歳ごろ～
定員：先着順
詳細：ボーネルンドあそびのせかいHP
 https://kidokid.bornelund.co.jp/grandfront-osaka/
問合せ：TEL06-6485-7622
食品素材で小さな子どもにも安心なオリジナルねんどを使って遊ぼう。

4 8/6（日）・7（月） ○¥ 無料
わくわく電子工作
VisLab OSAKA/大阪電気通信大学
協力：一般社団法人ナレッジキャピタル
時間：13：00-16：00
場所：ザ・ラボ内アクティブスタジオ（北館2F）
対象：小学生4年生以上中学生までの生徒と付き添い者
 （1組計3-4名程度）
定員：各日最大先着5組
申込先：当日12:30からアクティブスタジオにて受付
問合せ：uoi@oecu.jp
子どもでも気軽に遊べる電子工作キット・littleBitsを使って、音を鳴らした
り、ピカピカ光らせたり、車を走らせたりします。（作品は持ち帰れません）

7 8/11（金・祝） ○¥ 1,000円■要申込
HDC大阪×アロハソシオ ハワイアンリボンレイ作り
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
時間：14：00-16：00
場所：HDC大阪 C terrace（北館5F）
対象：10歳以上
定員：20名
申込先・問合せ：http://www.kokuchpro.com/group/alohasocio/
好きな色のリボンを選んで、お花のシュシュを作るワークショップです。
※針を使用します。

12 8/19（土）・20（日） ○¥ 無料
HDC大阪×ボーネルンド　マグ・フォーマー体験会
HDC大阪（ハウジング・デザイン・センター大阪）
時間：10：00-17：00（随時参加可能）
場所：HDC大阪 C terrace（北館5F）
詳細：HDC大阪HP
 http://www.hdc.jp.net/osaka/event/
世界65カ国で話題のマグ・フォーマーの新シリーズ
をいち早く体験！デモンストレーション（①11：30 ②14：00 ③16：00、
各1時間）や特典もあり。


