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調査概要
イノベーションの機会領域である「モビリティ」について、次世代ユーザーのZ
世代の価値観・ニーズを把握するためにインタビュー調査を実施した。

n 調査背景
l 将来の主⼒事業の創出を⽬指す新規事業開発においては、次世代のユーザーであるZ世代の価

値観・ニーズを先回りして押さえた上で検討を進めていくことが重要になる。
l 本調査では、イノベーション創出が期待されている「モビリティ」について、Z世代の価値

観・ニーズを把握することを⽬的としてインタビュー調査を実施した。
n 調査対象

l CONNECT(※1) に所属するZ世代(⾼校⽣・⼤学⽣)：8名(※2)
n 極端な⼈たちの⾔動を分析することでまだ顕在化していない潜在的なニーズにたどり着

くことが多いため、⼀般的な学⽣像とは異なる⾏動特性や強いこだわりを持っている学
⽣を対象にインタビューを実施した。

n 調査・分析⽅法
l 調査⽅法：インタビュー
l 分析⽅法：調査対象者の発⾔から読み取れる価値観を考察した上で、社会変化のトレンドを

踏まえてモビリティに関するインサイト（潜在ニーズ）を導出した。

3

※1：CONNECTとは、CURIO SCHOOLが運営する「創造⼒を発揮するテーマをみつける/深める」コミュニティ。弊社が実施している創造⼒
を競い合うコンテストであるMONO-COTO INNOVATIONに参加した学⽣が所属している。
※2：本レポートでは、特に有益な⽰唆が得られた4名のデータ及び分析結果を記載している。
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調査結果：多分野で制作活動に取り組むクリエイター⾼校⽣（インタビューデータ(⼀部抜粋)）
制作活動に伴う作業の特性に応じて作業スペースの使い分けをしている。

5

ーー将来、⾃動⾞を所有したいと思いま
すか？
運転はあまりしたくないなと思います。
⾃分には向いてなさそうなので、事故を
起こすかもしれないのが怖いです。都内
に住んでいるので、電⾞で済んでしまう
ことが多いと思っています。
ーー将来的にはどこで暮らしたいと考え
ていますか？
将来は都内で暮らしたいです。便利だし、
住み慣れているので。東京にしかないお
店やブランドがあったり、公共交通機関
が発達しているので移動がしやすいかな
と思います。
ーー多拠点⽣活のような暮らし⽅につい
てはどう思いますか？
憧れはあってやってみたいけど、⾃分が
したい仕事の働き⽅的には機会がないか
なという感じです。もし制約がなければ、
⽔族館が好きなので全国の⽔族館を周り
ながら、ホテルに泊まってリモートで仕
事ができたらいいかなと思います。
ーーモビリティをご飯を⾷べる・寝る・
遊ぶなどの⽣活空間として利⽤すること
についてどう思いますか？
寝台列⾞に乗ってみたいと思ったことが

あります。⾃分が好きなサイズ感だった
ので、⼀時的に暮らしてみたいと思いま
した。暗くて狭いところが好きですね。
押⼊れみたいな形にはまっているとなん
か落ち着いたり、暗いところだと光がな
いので集中して物事を考えられる気がし
ます。
ーー普段はどこで作業をしていますか？
家以外だと⽔族館に⾏くことが多いです。
⾃習室みたいな半個室の空間があるので、
⿂を⾒るのがメインではなく、カフェの
ような場所の1つとして利⽤しています。
作業をするのはいつもの場所がいいです
ね。⾒える景⾊が同じだったり、イスの
感覚が同じなので集中できるのかなと思
います。⼿を動かす作業の時は固定され
た場所の⽅がやりやすいです。考える作
業の時は座ってなくてもいいかなと思い
ます。
ーー場所を使い分けたりしているのです
か？
PCは⾃分の机で、iPadで絵を描く時は
⾃分の机か学校の⾃習室か⽔族館でやる
ことが多いです。作業をやりたいと思っ
た時に⼀番近い場所でやっています。考
える系の作業は、⽔族館の暗いところ
だったり、寝る前に考えたりしています。

都内 / ⼥性 / ⾼校2年⽣

▪メディア研究部に所属。イラスト
・映像制作に取り組んでいる

▪課外活動として、友⼈達と⼀緒に
ゲームを制作している
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調査結果：多分野で制作活動に取り組むクリエイター⾼校⽣（インタビュー分析）
モビリティが作業スペースの1つとして位置付けられるようになると、作業の特性
に応じたモビリティ空間を求めるようになるのではないか。
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対象者の
発⾔

「暗くて狭い所
が好き。押⼊れ
みたいな形には
まっていると落
ち着く。暗い所
だと光がないの
で集中できる」

発⾔から
読み取れる
対象者の
価値観

モビリティ
に関する
インサイト

「PCは⾃分の机。
iPadで絵を描く
時は⾃分の机か
学校の隅っこに
ある⾃習室か⽔
族館の机で作業
する」

作業の特性に
応じたモビリ
ティ空間がほし

い

リモートワーク
の普及により、
あらゆる場所が
作業スペースと
して捉えられ始
めている

社会変化
トレンド

「考える系の作
業は⽔族館の暗
いところだった
り、寝る前に考
えながら寝てい

る」

暗くて狭い場所
はリラックスも
できるし、集中
もできる

頭を使う作業は
暗い環境がいい

⼿を動かす作業
は慣れた作業環
境がいい

都内 / ⼥性 / ⾼校2年⽣

▪メディア研究部に所属。イラスト
・映像制作に取り組んでいる

▪課外活動として、友⼈達と⼀緒に
ゲームを制作している
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調査結果：超多忙な⽣活を送る地⽅⾼校⽣（インタビューデータ(⼀部抜粋) ）
移動時間の使い⽅や作業効率に対する強いこだわりを持っている。

7

ーー将来、⾃動⾞を所有したいと思いま
すか？
将来は都市部に住むつもりです。公共交
通機関が発達していると思うので⾃動⾞
は持たないですね。環境問題の観点で⾞
を利⽤することへの懸念が3割、残りの7
割は運転をして事故を起こしたりするこ
とへの懸念です。公共交通機関はただ
乗っているだけでいいのでストレスがな
く移動できるのかなと思います。移動に
関してはエラーを楽しみたくはないので。
ーーエラーとはどういうことですか？
道を間違えたり、渋滞だったり予期せぬ
ことですかね。⽣活の中でそのようなス
トレスを感じたくないので。ビジネスな
ど価値創造における失敗は学びになるけ
ど、運転は⾃分にとって価値を⽣み出す
ものではないのかなと思います。それ
だったら、公共交通機関を使ってストレ
スレスに移動して、失敗が価値になると
ころで時間のロスをしたいなと思ってい
ます。
ーー普段は移動時間をどのように使って
いますか？
理想は移動時間を作りたくないと思って
います。というのも、電⾞の中でできる

ことは限られているので。移動をするとし
たら、電⾞の中で⾃分の作業を20〜30分く
らいできるといいなと思います。ですが現
実としては、僕の乗っている電⾞は15分〜
20分くらいで微妙な⻑さですし、本を開く
のも満員で開けないんですよね。英単語を
やろうかなと思うんですけど、なんかモチ
ベーションが湧きません。単語帳を開くの
も時間がかかるので、スマホでやろうと思
うんですけど、あんまりはかどらなくて。
なので、帰り道であれば友達と話したり、
来ている連絡を捌いたりしていますが、そ
れ以外の時間は有効に使えてないなと思い
ます。
ーー有効に使えてない時間の使い⽅はどう
いうものですか？
⾒なくてもいい記事を読んだり、インスタ
で投稿を⾒たりとか、連絡が来てないのに
LINEを何度も開いてしまったりします。
ただ、その時間を英単語に置き換えようと
思っても、僕はそのような作業はまとまっ
た時間でやるのが好きなタイプなのでやれ
ないという感じです。密度濃くやりたいの
で、家に帰ってからやっています。

地⽅ / 男性 / ⾼校1年⽣

▪進学校に通う
▪ディベート部に所属
▪好奇⼼旺盛で学内活動・課外活動
を積極的に⾏っている
▪起業に関⼼があり、友⼈達と共に
起業に向けて準備中
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調査結果：超多忙な⽣活を送る地⽅⾼校⽣（インタビュー分析）
⽬的地に早く着いたとしても時間が許す限りモビリティから降りずにキリがいい
ところまで作業をし続けたいというインサイトがあるのではないか。
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対象者の
発⾔

「電⾞の中で出
来ることが限ら
れているため、
理想は移動時間
を作りたくな
い」

発⾔から
読み取れる
対象者の
価値観

モビリティ
に関する
インサイト

「電⾞に乗って
いる時間は10分
〜15分ぐらい。
本を開くのも、
英単語を覚える
のもやる気がわ
かない」

「そのような作
業はまとまった
時間でやりたい。
密度濃くやりた
いので家でや
る」

ある作業に対し
て⼀定以上の時
間を取らないと、
作業効率が悪く

なる

時間が許す限り
モビリティから
降りずにキリが
いいところまで
作業を続けたい

⾃動運転⾞の
普及により、移
動中の時間の使
い⽅がより⾃由
になる

地⽅ / 男性 / ⾼校1年⽣

▪進学校に通う
▪ディベート部に所属
▪好奇⼼旺盛で学内活動・課外活動
を積極的に⾏っている
▪起業に関⼼があり、友⼈達と共に
起業に向けて準備中

社会変化
トレンド
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調査結果：地⽅移住中のキャンプ好き⼤学⽣（インタビューデータ(⼀部抜粋) ）
家とは異なるもう1つの⽣活空間としてキャンピングカーに魅⼒を感じている。
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ーー将来、⾃動⾞を所有したいと思いま
すか？
今住んでいる地域は電⾞の本数が少なく
て、移動⼿段が⾞かバイクに限られてき
ちゃうので⾞は買うかなと思います。で
も、東京に住むとなるとどうなのかなと
いうのはあります。⾞を置く場所の問題
があるのと、東京なら⾞を使わなくても
移動できちゃうので、東京だと半々くら
いになっちゃうのかなと思います。
ーー将来的にはどこで暮らしたいと考え
ていますか？
今住んでいる地域は東京とはだいぶ環境
が違うと感じています。東京にいる時は
みんな忙しそうにせかせかしていたけど、
こっちの⼈は皆結構まったりしていて、
こっちの⽅が⾃分には合っているのかな
と思います。でもまだ決まってないです。
ーー⾃動⾞について、所有での利⽤とレ
ンタル/シェアリングでの利⽤について
の考えを聞かせてください。
⾞は持てるなら持ちたいんですけど、若
くてお⾦がない⾃分にとっては所有する
のはきついかなと思っています。友⼈も
⾞を買いたいとは⾔っているんですが、
維持管理費を考えて購⼊を控えている⼈
も多いですね。所有するにしても30歳を

超えてくらいなんじゃないですかね。20
代で仕事や私⽣活が安定してから買うも
のだと思っているので。20代はバイクや
公共交通機関だったり、カーシェアだっ
たりをメインで使いたいなと思っていて、
30代になって⾞を買って維持できるだけ
の経済⼒があれば、⾞の所有を考えたい
なと思っています。
ーーモビリティをご飯を⾷べる・寝る・
遊ぶなどの⽣活空間として利⽤すること
についてどう思いますか？
キャンピングカーは欲しいものの1つで
すね。キャンプをするのもいいし、友達
と移動しながら話をしたりするのもいい
し、⽣活ができたりするのもいいなと
思ってます。でも、キャンピングカーだ
けで暮らすのはきついかもしれないです
ね。普通の⽇常には⼊り込みたいです。
なので、5⽇間は家、2⽇間はキャンピン
グカーみたいな⽣活がいいですね。キャ
ンピングカーは忙しかった次の⽇くらい
に使えるといいかなと思っています。い
つもと違う空間に⾏くとスッキリできる
ので。授業後にキャンプ場に⾏ってテン
トを張るのは楽しいんですけど、そうい
う感じでキャンピングカーを使う感じに
なるかなと。⾃分へのご褒美みたいな形
で使うのがいいかなと思います。

地⽅ / 男性 / ⼤学2年⽣

▪SDGsに取り組むサークル所属
▪⾞の運転が好きで、⾃動⾞の販売
店でバイトをしている
▪⼤学進学に伴い、東京から⼤学の
ある地⽅に移住
▪地⽅のまったりさ、
ゆとりのある⽣活に
魅⼒を感じている
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調査結果：地⽅移住中のキャンプ好き⼤学⽣（インタビュー分析）
テントのような感覚でほどよく寝れる空間・機能を備えたモビリティを活⽤して
リフレッシュをしたいというインサイトがあるのではないか。

10

対象者の
発⾔

「キャンピング
カーは欲しいと
思っている⾞の1
つ。 5⽇間は家、
2⽇間はキャンピ
ングカーみたい
な⽣活がいい」

発⾔から
読み取れる
対象者の
価値観

モビリティ
に関する
インサイト

「忙しかった⽇
の次の⽇に使え
ると良い。いつ
もとは異なる空
間に⾏くとスッ
キリできる」

「授業後にキャ
ンプ場に⾏きテ
ントを張るのは
楽しい。そうい
う感じで⾃分へ
のご褒美として
使いたい」

⾞内で1⽇中過ご
したいわけでは

ない

⼀晩をほどよく
過ごせるモビリ
ティ空間がほし

い

家とは異なるも
う1つの⽣活空間
がほしい

キャンピング
カーに住み続け
ることは嫌だ

地⽅ / 男性 / ⼤学2年⽣

▪SDGsに取り組むサークル所属
▪⾞の運転が好きで、⾃動⾞の販売
店でバイトをしている
▪⼤学進学に伴い、東京から⼤学の
ある地⽅に移住
▪地⽅のまったりさ、
ゆとりのある⽣活に
魅⼒を感じている
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調査結果：移動中のプライバシーを気にする⾼校⽣（インタビューデータ(⼀部抜粋) ）
移動中のプライバシー保護に対して⾼い意識を持って移動している。
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ーー将来、⾃動⾞を所有したいと思いま
すか？
便利なので所有したいと思っています。
電⾞やバスは時刻表を調べないといけな
かったりするし、⾞だと徒歩の必要がな
くなるので楽だなと思います。あとは、
⾞だったら天候に関わらず快適だけど、
徒歩だと濡れたり暑かったりするのが嫌
ですね。
ーー⾃動⾞を所有する際のコストについ
てはどのように考えていますか？
⾞があるのが当たり前という考えがあり
ます。なので、コストは家賃や光熱費と
同じ扱いなのかなと思います。レンタル
やカーシェアについては、旅⾏先でレン
タカーを利⽤するのは分かるんですが、
⾃分が普段使いするときにレンタルや
シェアリングでという考えは持っていな
いです。カーシェアだと⾞がある場所ま
で移動しないといけないので、思い⽴っ
たときにすぐに⾞に乗れないのが不便だ
と思います。
ーー普段は移動時間をどのように使って
いますか？
ゲームか勉強をしてます。試験2週間前
になったら勉強で、それ以外はゲームっ

ていう感じです。
ーー移動時間にSNSは⾒たりしないんで
すか？
あんまり⾒ないですね。Twitterを後ろの
⼈に覗かれて、アカウントが特定されて
DMが来た事例をニュースで知ってから
SNSは電⾞等では⾒ないようにしていま
す。それ以前から、他の⼈のSNSが⾒え
ることがあったので、元々覗かれること
について抵抗はありました。でも、ゲー
ム画⾯だったら別に⾒られてもいいので、
隠す必要はないと思ってやっています。
ゲームと違ってTwitterはすごいプライ
ベートな感じじゃないですか。鍵垢とか
があって、わざわざ⼈に⾒られないよう
にしているものをバスの中で⼤公開する
のは意味がないと思います。

都内 / ⼥性 / ⾼校2年⽣

▪電⾞とバスで通学
▪ひとりで⾏動するタイプ
▪舞台鑑賞が趣味。ひとりで観劇を
することもある
▪こだわりが強くて、
マイルールが多い
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調査結果：移動中のプライバシーを気にする⾼校⽣（インタビュー分析）
他者にスマホを覗かれない/外から⾞内が⾒えないなどモビリティ乗⾞時のプライ
バシー保護に配慮する必要があるのではないか。

12

対象者の
発⾔

「移動時間に
SNSは⾒ない。
後ろの⼈に画⾯
を覗かれて、ア
カウントが特定
されDMが来た事
例を知った」

発⾔から
読み取れる
対象者の
価値観

モビリティ
に関する
インサイト

「もともと、他
の⼈のSNSが⾒
えることがあり、
覗かれることに
ついて抵抗が
あった」

「Twitterはプラ
イベートなもの。
鍵垢で⾒られな
いようにしてい
るものをバスの
中で公開するの
は意味がない」

⾃分の内⾯（考
えや感情）を関
係性のない⼈に
は知られたくな

い

モビリティでは
プライバシー保
護に配慮してほ

しい

知らない⼈で
あっても周りの
⼈が⾃分をどう
⾒ているかが気
になる

都内 / ⼥性 / ⾼校2年⽣

▪電⾞とバスで通学
▪ひとりで⾏動するタイプ
▪舞台鑑賞が趣味。ひとりで観劇を
することもある
▪こだわりが強くて、
マイルールが多い
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調査結果：インサイトに対する考察
Z世代にとってモビリテイは単なる移動⼿段ではない。理想の暮らし⽅を叶える
など移動⼿段を超えたモビリティのあり⽅を検討する必要があるのではないか。
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モビリティでは
プライバシー保
護に配慮してほ

しい

時間が許す限り
モビリティから
降りずにキリが
いいところまで
作業を続けたい

⼀晩をほどよく
過ごせるモビリ
ティ空間がほし

い

作業の特性に
応じたモビリ
ティ空間がほし

い

モビリティ
に関する
インサイト

インサイト
から読み取
れるZ世代
の価値観

モビリティは理
想の暮らし⽅を
サポートしてく
れるもの

モビリティは移
動のためだけの
ものではない

Z世代が描く理想
の⽣活様式をリ
サーチし、移動
⼿段にとどまら
ないモビリティ
のあり⽅を検討

する

Z世代向け
モビリティ
リサーチの
今後の
⽅向性
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⽬次
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１．調査概要

２．調査結果

３．CURIO SCHOOLが提供するプログラム
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CURIO SCHOOLが提供するプログラム：概要
特徴的な中⾼⼤学⽣のコミュニティに加え、デザイン思考をベースとしたプログ
ラム設計により企業の課題を解決。

企業の課題 弊社の強み マーケティング⽀援 事業開発⽀援

未来や新規事業について考える
ときの未来のユーザーの材料が
少ない

弊社の提案メニュー

様々な⽅法で⾏っているが、新
規事業開発が上⼿く進まない

デザイン思考実践経験のある中
⾼⼤学⽣コミュニティ

企業の課題に応じたプログラム
設計（デザイン思考ベース）

数⼗名の中⾼⼤学⽣と共にアイ
デアワークショップを実施し、
その過程で価値観やアイデアの
種を探索する

①⼤規模アイデアワークショッ
プによる価値観/アイデア探索

数名の中⾼⼤学⽣とワーク
ショップを通じた⽣活実態の把
握・価値観・インサイトの探索
をする

②⼩規模ワークショップによる
価値観・インサイト探索

アイデアの種をベースに中⾼⼤
学⽣を壁打ち相⼿として事業/
製品/サービス開発を実施する

③デザイン思考を活⽤した事業
/製品/サービス開発

デザイン思考を実践できるデザ
インシンカー及びプロジェクト
を管理するオーナーの伴⾛⽀援
を⾏う

④デザインシンカー/プロジェ
クトオーナー伴⾛⽀援

15
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CURIO SCHOOLが提供するプログラム：各メニューの規模・期間・予算
中⾼⼤学⽣(Z世代)の価値観探索から、デザイン思考を活⽤した新規事業開発・⼈
材育成まで柔軟に対応。

16

①⼤規模アイデアワークショッ
プによる価値観/アイデア探索

②⼩規模ワークショップによる
価値観・インサイト探索

③デザイン思考を活⽤した事業
/製品/サービス開発

④デザインシンカー/プロジェ
クトオーナー(PO)伴⾛⽀援

マ
"
ケ
テ
%
ン
グ
⽀
援

規模・対象 プログラム期間 予算感
(⽬安)

事
業
開
発
⽀
援

• 20〜50名程度
• 現役中⾼⼤学⽣

• 3ヶ⽉
• ワークショップ⾃体は

2⽇間〜4⽇間

500万円〜• 未来ユーザー(中⾼⼤学
⽣)の価値観

• 新規事業/製品/サービ
スのアイデアの種

想定アウトプット

• 4〜12名程度
• 現役中⾼⼤学⽣

• 1〜3ヶ⽉
• ワークショップ⾃体は

1⽇間〜2⽇間

300万円〜• 未来ユーザー(中⾼⼤学
⽣)の⽣活実態・価値
観・インサイト

• フィードバック役とし
て中⾼⼤学⽣数名

• 貴社開発チームが
中⼼に活動

• 3ヶ⽉〜6ヶ⽉
• 定期的にミーティング

/ワークショップを実
施

500万円〜
(別途プロトタ
イプ費⽤が必
要)

• 新規事業/製品/サービ
スのアイデアの芽
(初期プロトタイプ)

• 貴社社員
• デザインシンカー：若
⼿〜中堅

• PO：⼀定以上の階層

• デザインシンカー育成
プログラム：36時間

• PO伴⾛⽀援：案件次第

要相談• メンバーのデザイン思
考スキルUP

• 新規事業開発における
成功確率UP

提案メニュー
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CURIO SCHOOLが提供するプログラム：弊社の強み
質の⾼い中⾼⼤学⽣を集める仕組みと、企業の⽬的に応じたプログラム設計・運
営をするノウハウ

n 特徴的な中⾼⼤学⽣(Z世代)のコミュニティ
l 弊社は2015年より中⾼⼤学⽣向けのデザイン思考をベースとした教育プログラム(参加時点で

選抜あり)を実施し、プログラムの卒業⽣をコミュニティ化している。
l 卒業⽣コミュニティの中から集客できるため、⾃分⾃⾝や周りの実態・考え・感情を⾔語化

する⼒が優れた質の⾼い中⾼⼤学⽣を集めることができる。
n デザイン思考をベースとしたプログラム設計・運営

l 2015年より30社以上の企業と中⾼⼤学⽣を繋ぐプログラムを設計・運営している。
l 顧客企業の⽬的に応じたプログラムの設計・運営ノウハウを体系化している。

17
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Appendix
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①⼤規模アイデアワークショップによる価値観/アイデア探索の事例
「PCの再定義」というテーマで30名ほどの中⾼⽣とアイデア創出ワークショップ
を実施。「ユーザー環境に合わせるPC」という新コンセプトを得た。

n クライアント：富⼠通デザイン株式会社

n アイデア創出過程から得られたインサイト
l PCを使うのはレポートを書くか、YouTube(動画)、ネットを⾒る程度

n カフェのような狭い場所だとPCは⼤きすぎて作業しにくい
l ペイン：使える場所が限定される

n 動画やWebをみんなで⾒たい時はあるけど、画⾯が⼩さくて⾒にくい
l ペイン：プロジェクターがある場所でないと、皆でダイナミックに作業できない/楽しめない

→PCにユーザーが環境を合わせるのではなく、ユーザーの環境にPCが合わせて欲しい

n 導出した新コンセプト
l ⼀⼈でも、複数⼈でも楽しめる、レイアウトフリーなPC

n 狭い場所でも快適に使⽤できる
n ⼤⼈数でも画⾯を共有して視聴したり、議論しやすい

l PC＝パーソナルコンピュータ→シェアも可能なパブリックコンピュータへ

19
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②⼩規模ワークショップによる価値観・インサイト探索の事例
⾼校・⼤学⽣がパッケージをデザインする過程を通じて、彼らの⽣活実態や価値
観をあぶり出すことに成功し、クライアントの課題を解決した。

n クライアント：カルビー株式会社
n 課題：ピザポテトのターゲットである⾼校⽣・⼤学⽣の⽣活実態・価値観を把握しき
れておらず、リブランディングの⽅向性・キーワードが⾒えない。

n ワークショップの内容
l 男⼦⾼校⽣・⼤学⽣がデザイン思考を活⽤して「ピザポテト」のパッケージをデザインする。

n 事前課題
l ⾃分の1週間の⾏動(⾷事内容含む)を記録する
l 間⾷をするシーンのカスタマージャーニーマップを作成する

n ワークショップDay1〜Day2
l 事前課題を参考にしながら参加者間でインタビューをし、ペルソナ・インサイトを検討する
l 設定したペルソナのインサイトを叶えるパッケージデザインを検討する

n 抽出したキーワードの例
l 「罪悪感を和らげるソフトなデザイン」
l 「こってり感に関するギャップをなくす」
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③デザイン思考を活⽤した事業/製品/サービス開発の事例
「ユーザー環境に合わせるPC」という新コンセプトを軸に、プロトタイプ試作⇆
学⽣へのテストを繰り返し、事業化検討に値するプロトタイプ開発を実現。

n クライアント：富⼠通デザイン株式会社
l 3度のプロトタイプ開発→学⽣へのテストを実施(約4ヶ⽉間)
l 事業化検討の承認を実現→最終プロトタイプはNHK「ニュースシブ5時」でも放映
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本レポートに関するお問い合わせ
株式会社CURIO SCHOOL

t-ito@curioschool.com（伊藤）

22

mailto:t-ito@curioschool.com

