
アクセラレーション・プログラムの提供

JPID
越境まちづくり・ラボ

http://www.jp-id.com/jp/contact/sformmail.php


Introduction. 概要

Step 1. コンセプト・メイキング

Step 2. プロダクト・メイキング

Step 3. チーム・メイキング

Step 4. マーケティング

Step 5. プレゼンテーション

Step 6. デベロップメント

Step 7. サスティナブル

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



Step 1．コンセプト・メイキング
日本と越境国のリアルな情報を体験・収集、潜在性の検証

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



Step 2．プロダクト・メイキング
トライアル・モデル（商品・プロジェクト）の開発

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



Step 3．チーム・メイキング
トライアル・モデルの現地生産体制の構築

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



Step 4．マーケティング
トライアル・モデルの現地販売体制の構築

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー

Step 5．プレゼンテーション
トライアルの物や空間を体験できるショールームの設置



Step 6．デベロップメント
トライアル・モデルからリアル・モデルへの展開

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



Step 7．サスティナブル
リアル・モデル（経営資産）の維持・管理

『越境まちづくり・ラボ』プログラム・メニュー



Step 1.

コンセプ

ト・メイキ

ング Step 2. 

プロダク

ト・メイキ

ング

Step 3. 

チーム・

メイキング

Step 4. 

マーケティ

ング

Step 5. 

プレゼン

テーション

Step 6. 

デベロップ

メント

Step 7. 

サスティナ

ブル

経営資源

『越境まちづくり・ラボ』プログラム

海外展開
プログラム



『越境まちづくり・ラボ』プログラムの紹介

【私たちの手法 1】

プロジェクトを『素早く』立ち上げる

新興国マーケットのスピード感の中で、
トライアル・プロジェクトの立ち上げを断続的に行い、

実際に稼動させながら検証し、
リアル・プロジェクトを育てていきます。



『越境まちづくり・ラボ』プログラムの紹介

【私たちの手法 2】

ありのままの生活を手掛かりに！

新興国の人々が知らないこと、気づかないことでも、
我々には「アレッ？」と思う「気付き」が沢山あります。

これをビジネスに展開していきます。



『越境まちづくり・ラボ』プログラムの紹介

【私たちの手法 3】

日本の地域資源・経営資源
×

新興国のニーズ・ウォンツ

日本の暮らしやすい街を都市居住モデルとして、新興国に掛け合
わせることで、地域資源活用できる国際事業開発を行います。



『越境まちづくり・ラボ』プログラムの紹介

【私たちの手法 4】

人間・社会への理解を基礎とする

ビジネス展開を目指す新興国の人々や社会が潜在的に必要
（needs）としているもの、欲しい（wants）と思うもの、
魅力を感じるものを発見し、開発し、事業化していきます。



『越境まちづくり・ラボ』プログラムの紹介

【私たちの手法 5】

海外事業開発は２拠点体制で！

まず、

日本と新興国の２拠点体制でトライアル・モデルを企画開発。
⇒現地展開の成功モデルを構築します。

その後、

現地拠点でリアル・モデルを製造・生産し、本格展開。
⇒持続可能な事業展開を始めます。



・「住環境」

・「都市環境」

・「エネルギー」

A.住環境

住宅、集合住宅、宿泊施設、執務環境、

構造材、内外仕上材、建具、環境設備、

機械設備、家具、ファブリックなど

B.都市環境

大気汚染、廃棄物、雨水排水、

地盤沈下、道路（歩車道）、モビリティ、

児童、高齢者向け設備など

C.エネルギー

再生可能エネルギー、省エネル

ギー、安定供給システムなど

『越境まちづくり・ラボ』リソース領域



A. 住環境

・職住近接開発

・住宅密集地の都市居住スタイル

・セキュリティ住区・街区

・住宅分野でのインフラづくり

・建築工法の開発

・和風旅館

『越境まちづくり・ラボ』リソース領域



B.都市環境
・洪水対策

・雨水浸透

・貯水システム

・浄水システム

・ゴミ処理システム

・渋滞緩和システム

・既存施設の維持管理

『越境まちづくり・ラボ』リソース領域



C.エネルギー
・ソーラーパネルを利用した都市居住装置の開発

・雨水利用システム

・地中熱利用クーラー

・リサイクルシステム

（バイオマスエネルギーなど）

・エコ住区やエコタウン

（システム化された「まちづくり」）

『越境まちづくり・ラボ』リソース領域



●ジャカルタとその近郊のエリア
ジャカルタ首都圏の交通と特定のものが集積するエリアについて。

１ ．中心部から扇型に広がる交通網と郊外（道路、鉄道、バス）
２ ．市内幹線沿いの高層密集業務エリア、その背後の庶民エリアが平行
３ ．中央ジャカルタは政府関係エリア
４ ．南ジャカルタの新業務中心エリア
５ ．ジャカルタ東部の工業団地エリア
６ ．北ジャカルタは旧市街地とチャイニーズエリア
７ ．湾岸は埋め立てによる開発エリア
８ ．新都心BSDを中心にしたタンゲラン地域
９ ．ボゴールの緑園都市
１０．デポックの学園都市
１１．外国人が多いエリア（クマン、スナヤン、ポンドックインダー）
１２．ジャカルタ市内で特色のある街・マーケット

（特殊なものとして衣類、ペット、観賞魚、宝石、鏡、便器、建材など）
１３．毎週日曜日午前中の歩行者天国（カーフリー・デー）

『越境まちづくり・ラボ』都市の特徴



ジャカルタの町

タムリン

ミッドプラザ

スナヤン CBD

メンテン

チキニ
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タナアバン
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3000万人

『越境まちづくり・ラボ』適用エリア



4%

20%

52%

24%

ビジネスターゲットの世帯数（2020年予想）

富裕層 年収35000ドル～ 中間層上位 年収15001～35000ドル
中間層下位 年収5001～15000ドル 低所得層 年収～5000ドル

世帯年収
構成比

出典：Euromonitor International Global Market Infomation Database

『越境まちづくり・ラボ』ターゲット層



『越境まちづくり・ラボ』事例

ジャカルタ郊外・デルタシリコン工業団地



『越境まちづくり・ラボ』事例

環境配慮型（雨水再利用、排水削減）システム



『越境まちづくり・ラボ』
国際プロジェクトマネジメント・チーム

プロジェクト・ディレクター：国際パートナー

プロジェクト・マネージャー：国際アソシエイト

プロジェクト・リーダー：現地スタッフ

プロジェクト・スタッフ：現地メンバー

プロジェクト・インターン：現地メンバー予備軍

総括

管理

教育

実施



『越境まちづくり・ラボ』参加条件

ご参加に際して、ご準備いただくもの

経営資源・地域資源

ヒト モノ

カネ サービス

やる気

必須：やる気！
その他、足りないものは補強していきましょう！



『越境まちづくり・ラボ』ご利用料金

Introduction
参加費制

セミナー、アクティブラーニング、現地体験、調査ワークショップなど、
越境ビジネスの知識とその活用の機会を提供し、ガイダンスを行います。

Step 1. コンセプト・メイキング
ラボご利用期間による課金制

１プロジェクト・各期間あたり：3万円/日、12万円/週、40万円/月（税別）
==============＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
以下は、Step1.コンセプト・メイキングの内容により実費精算制とします。

Step 2. プロダクト・メイキング
Step 3. チーム・メイキング
Step 4. マーケティング
Step 5. プレゼンテーション
Step 6. デベロップメント
Step 7. サスティナブル



1: お問い合わせ

ご相談窓口からお申し込みください。
内容を確認させて頂き、受付メールを送信致します。

2: ヒアリング

ご相談内容を受けて、JPID国際チームにより確認事項などのヒアリ
ングをさせて頂きます。（メールまたは面会にて）

3: 個別メニューづくり

課題解決のための個別メニュー・チームを幾つか提案致します。
《お試し：Step1》《部分：Step1+X》

《一括： Step1からStep 6, 7》各コースを用意しています。

4: プログラムの実施

個別メニューによるプログラムを開始。
越境ビジネス（まちづくり・ものづくり）を今すぐ始められます。

『越境まちづくり・ラボ』ご利用案内

http://www.jp-id.com/jp/contact/sformmail.php


さあ、日本の「まちづくり」「ものづくり」企業
の地域資源・経営資源を新興国インドネシアで
リサイクル・再活用していきましょう！

『越境まちづくり・ラボ』ご相談窓口

CLICK

JPID

http://www.jp-id.com/jp/contact/sformmail.php
http://www.jp-id.com/jp/contact/sformmail.php


事業開発のための活動

随時、協働できる企業や団体を募集しています。

１．福岡からインドネシアへの
生活改善型ライフスタイル提案

２．福岡企業と提携可能な
インドネシア企業の掘り起こし

３．「越境まちづくり」への
アクセラレーション・プログラムの提供

『越境まちづくり・ラボ』


