
オープンイノベーションプログラム②

株式会社QAL startups(https://qalstartups.co.jp/)は、

獣医療業界内外のプレイヤーと共創し、事業を連続的に生み出すエコシステム構築を目指しています。

弊社ミッションに共感頂いただけた方と共にQAL向上に貢献する事業に挑戦します。

依頼主の課題意識

ペットサロンにおけるトリミング中の犬の落下事故は、あってはならない事です

が、起きてしまう場合があります。日本ペットサロン協会ではトリマー向けガイド

ラインを作成/周知し、事故防止に取り組んでいます。この度、現場サロンからの声

を受け、事故防止に貢献するアイディアを募集します。

トリミング中の犬の落下事故状況

公募テーマ

新しいトリミングテーブル
トリミング中、犬が落下しにくい/飛び降りにくい

トリミングテーブルアイディア

出典:日本ペットサロン協会へのヒアリングによる
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放して
しまった
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器具を未装着
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既存トリミングテーブルに対するプロトリマーの生声
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④マッチング
応募者様の中に該当者

がいればQAL startupsは

基本的役割を終え2者間に
よる継続協議に進んで

頂きます。

書類審査

①書類審査
通過者様へ

メールにて

ご連絡いたします。

②１次面談
オンライン面談を

実施します。

双方のご要望に応じ

NDAを締結致します。

③２次面談
さらに

アイディアに対する

メンタリング等を

行います。

Q : 応募に費用はかかりますか？

A : 応募にあたり費用はかかりません

Q : 年齢、性別、国籍の制限はありますか？

A : 年齢、性別、国籍に制限はありません。

Q : 企画内容について質問したい事があります。

申込前に依頼主へ詳細を確認することはできますか？

A : 申し訳ありませんが、お申込み前の依頼主への直接コンタクトはご遠慮ください。

ご質問についてはQAL startupsまでお問い合わせください（info@qalstartups.co.jp）

Q : 応募者のビジネスアイデアは保護されますか？

A : プログラム応募者のビジネスアイデアはQAL startupsが責任をもって厳重に取り扱うもの

とし、応募者の許可なく他者に公開することはありません。

Q : 知的所有権は誰に帰属しますか？

A : 応募者が単独で新しく創出した「成果」に係る知的財産権は応募者に帰属します。

「成果」に依頼主または、QAL startupsが所有する知的財産権が含まれる場合、依頼主及びQAL

startupsの知的財産権について権利は移転せず、当該部分を除き、応募者が単独で開発し

た部分の知的財産権のみが応募者に帰属します。

Q A L  s t a r t u p sは

「獣医師の専門性」と

「q u a n t u mの事業開発力」、

「ペット関連事業会社の営業力」を

掛け合わせ、動物医療が抱える課題を

ペットと家族の視点に立って

解決していきます。

Q A L = Q u a l i t y  o f  A n i m a l  L i f eの向上

に貢献する製品やサービスを連続的に

生み出すスタートアップスタジオです。

https://qalstartups.co.jp/

応募方法

エントリーされる企業様は、本募集要項を確認の上、必要情報を明記し

info@qalstartups.co.jpまでご連絡ください

必要情報 下記を PDFファイル A4  (最低)1枚に記述ください。書式は自由です。

氏名、Eメールアドレス、住所、連絡先電話番号、

会社サイトURL、法人名 ( 法人の場合のみ記載ください）

トリミングテーブルアイディア

（落下防止や飛び降り防止をどのように実現するトリミングテーブルであるか、

トリミングサロンでの利用を前提とした

アイディアをスケッチと併せて記述ください)

募集締切

2021年7月16日(金) 15:00まで

求めるパートナー像

・QAL startupsの理念に共感できる

・依頼主の想いに共感できる

・試作/量産体制はマッチング後に日本ペットサロン協会を通じて

提供する事も可能ですので、応募段階では必須ではありません。

留意事項

「参加規約」をお読みいただき、内容を承諾の上、応募してください。

※応募いただいた時点で、規約承諾したものとみなします

募集要項 Q & A

書類審査 一次面談 二次面談 マッチング
一般社団法人日本ペットサロン協会

全国のペットサロンを対象に

健全な運営をサポートしトリマーの

社会的地位向上を目指しています。

依頼主について

応募者さまへのメッセージ
現場のトリマーは日々、飼主/ペットのためにベストを
尽くしていますが、不慮の事故が起きる場合もあります。
落下しにくい、飛び下りにくいテーブルが現場から
求められていました。業界内/外は問いません。
トリミングサロン業務経験/訪問体験を起点とした、
斬新なアイディアをお待ちしております。
共にQAL向上に貢献するプロダクトを創出しましょう。

日本ペットサロン協会 理事長 吉田大輔

https://www.japanpetsalon.org/

応募フロー

協力：q u a n t u m

④マッチング後、優秀なアイディアに対し

quantumのプロダクトデザイナーによる

メンタリングを行いアイディア実現に

向けサポート致します

https://quantum.ne.jp/works/3278/

https://qalstartups.co.jp/
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1.目的
株式会社QAL startups（以下、「QAL startups」）が主催する
「オープンイノベーションプログラム」は、QAL startupsとビジネス
アイデア、ビジネスプランをお持ちの法人企業/個人が、
「QAL=Quality of Animal Lifeの向上」というテーマに沿った新しい
サービスを開発する共創型プロジェクトです。

2.テーマ
新しいトリミングテーブル
トリミング中、犬が落下しにくい/飛び降りにくい
トリミングテーブルアイディア

3.応募資格
「QAL startupsオープンイノベーションプログラム」は、「QAL 
startupsオープンイノベーションプログラム」参加規約(以下「参
加規約」といいます)に同意頂ける法人又は個人（以下、「応募
者」といいます）を対象とします。応募資格は、①インターネッ
トにアクセスできること、②有効な電子メールアドレスを保有して
いること、③応募にあたって必要となる記載事項を提出すること
(虚偽の申告は無効となりますのでご注意ください。) 、④QAL
startupsとの連絡にあたり日本語での提出・連絡を行える法人又は個
人です。以上の要件を満たす応募者であれば、国籍、居住地等を問
わず、応募して頂くことができます。但し、未成年の個人が応募す
る場合や、未成年の方が参加チームに含まれる場合については、応
募にあたり、必当該未成年者の親権者に本規約をお読みいただき、
内容をご理解いただいた上で親権者より同意を得て頂く必要があり
ます。

4.応募方法
応募者は、応募受付期間中にinfo@qalstartups.co.jp宛に、
エントリー情報を記載の上詳細情報を提出して頂く必要がありま
す。
・応募受付期間:2021年6月10日～7月16日15:00まで

5.書類審査
募集受付期間終了後、QAL startupsにて一次審査を行い、審査基準
に沿った厳選な審査の結果、優秀と認められた応募者に書類審査結
果をメールにて通知します。書類審査を通過した応募者は、面談審
査に進んで頂きます。
6.二次(面談)審査
書類審査を通過した応募者には、QAL startupsとの面談審査に臨んで
いただきます。同面談については、東京都町田市のQAL startups社に
て実施いたします。社会情勢/地理的制限がある場合ZOOM面談も検
討します。双方のご要望に応じNDAを締結させて頂きます。

7.機密情報
(1)本規約において機密情報とは、応募者の応募時点から、QAL 
startupsによる選考が完了し、最終の選考結果が応募者に通知される
までの期間、QAL startupsが選考を行うこと(以下、「本件検討」とい

う)を目的として、情報の開示を行う本契約当事者(以下「開示者」と
いう。)から開示を受ける本契約当事者(以下「受領者」という。)へ、
機密である旨明示のうえ、開示される技術資料、図面、その他関係資
料等の有体物(電子メール等の電子媒体・磁気媒体を含む)により開示
される情報、および機密である旨を告知したうえで口頭にて開示さ
れる情報であって、7日以内に書面において機密である旨を明示さ
れた情報をいいます。

(2)前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について
は、本契約における機密情報として取り扱わないものとします。

①開示を受けた時点で、既に公知であった情報
②開示を受けた時点で、受領者が守秘義務を負うことなく既に正
当に保有していた情報

③開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
④受領者が開示者以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法
に取得した情報

⑤受領者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報

8.機密保持義務および機密情報の取扱い
(1)応募者およびQAL startupsは、事前の書面による開示者の承諾を得
ることなく機密情報をいかなる第三者（ご家族の方も含みます。）
に対しても、開示または漏洩しないものとします。但し、法令の定
めや法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う
必要が生じた場合、受領者は必要最小限の範囲で開示することがで
きます。その場合受領者は、開示前または開示後速やかに開示者に
その旨を通知するものとし、機密情報の秘密が保持されるよう合理
的な努力をするものとします。
(2)応募者およびQAL startupsは、本条に定める機密保持義務を遵守す
るため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものと
します。
(3)応募者およびQAL startupsは、機密情報を当該機密情報を知る必要
のある自己の役員および従業員(以下併せて「従業員等」という。)の
みに開示するものとし、従業員等に対して本規約に基づき課された

機密保持義務と同等の義務を課すものとし、従業員等の機密情報の
取扱いに責任を持つものとします。
(4)応募者およびQAL startupsは、従業員等が退職した後も本規約に基
づき課された機密保持義務と同等の義務を課するものとする。
(5)応募者およびQAL startupsは、開示者の事前の書面の承諾を得るこ
となく機密情報を複製しないものとする。応募者およびQAL startups
は、本項に基づき機密情報を複製した場合には、当該機密情報に付
された著作権表示およびその他の表示を当該複製物に付するものと
する。
(6)応募者およびQAL startupsは、事前の書面による開示者の承諾を得
ることなく、機密情報を本件検討以外の目的に一切使用してはなら
ないものとする。
(7)本契約に基づき開示者が受領者に対して開示する機密情報にかか
る著作権、特許権等の知的財産権、ノウハウ等の一切の権利は開示
者に帰属するものであり、本契約に基づき受領者に対して何らの権

利を移転し、又は本契約に定める以外の使用又は利用を許諾するも

のではない。

(8)応募者およびQAL startupsは、本件検討が終了した場合、または開
示者より要求があった場合には、機密情報およびその複製物を直ち

に返還または破棄し、破棄した場合には、開示者に通知するものと
する。
(9)応募者およびQAL startupsは、開示者より開示された機密情報に基
づいて発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)をなし、
これを出願しようとするときは、事前に開示者にその旨を通知する
ものとする。この場合、応募者およびQAL startupsは別途協議のう
え、当該発明等の帰属又は持分等について決定するものとする。

9.遵守事項
(1)応募者は、「QAL startupsオープンイノベーションプログラム」へ
の参加にあたっては参加規約を遵守するとともに、「QAL startups
オープンイノベーションプログラム」への参加中は、QAL startupsが
適宜行う指示等に従うものとします。

(2)QAL startupsは、応募者がQAL startupsの指示に従わない場合や他
の応募者に迷惑を及ぼす行為をする等、「QAL startupsオープンイノ
ベーションプログラム」の運営に支障が生じると判断した場合、当
該応募者に対し、「QAL startupsオープンイノベーションプログラ
ム」への参加を差し止めることができるものとします。なお、これ
により応募者に損害や不利益等が生じた場合であっても、QAL
startupsは何らの責任を負わないものとします。
(3)応募者は、アイデアが、応募者自身の制作にかかる完全なオリジ
ナル企画であること、及び第三者の制作にかかる作品等の権利を侵
害するものではないことをQAL startupsに保証するものとします。な
お、応募者はアイデアに第三者が権利を有する画像・映像等の素材
を使用する場合、自己の責任において適法に使用し、QAL startupsそ
の他「QAL startupsオープンイノベーションプログラム」参加者、技
術提供企業等の関係者に対し、迷惑、損害等を与えないことを保証
します。

(4)応募者が制作したアイデアに、何らかの知的財産権が発生してい
る場合、QAL startupsが提供する技術情報にかかる権利を除き、その
権利は引き続き応募者に帰属します。権利の譲渡等の必要が生じた
際は、双方の話し合いにおいて決定し、別途必要な手続きを行うこ
ととします。
(5)前項の規定に関わらず、応募者は、QAL startupsまたはQAL startups
の指定する第三者が「QAL startupsオープンイノベーションプログラ
ム」の実施、運営、管理、放送または広報活動を行うにあたり、ア
イデア(機密情報に該当するものを除く)をこれらの目的の範囲内で
自由に利用することを予め承諾するものとし、当該利用に対し、著
作者人格権に基づくものを含め、何ら異議申し立てや対価の請求等
を行わないものとします。なお、QAL startupsまたはQAL startupsの指
定する第三者による利用には、放送、広報宣伝活動を目的としたス
クリーンショット、アニメーション、ビデオの公開などが含まれま
すが、これらに限定されません。また、応募者は、アイデアを第三
者に譲渡、提供、公表等する場合、事前にQAL startupsの書面による
承諾を得るものとします。

QAL startupsオープンイノベーションプログラム参加規約
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(6)QAL startupsは、法律に別段の定めがある場合を除き、名目の如何
を問わず、応募者が「QAL startupsオープンイノベーションプログラ
ム」に参加した結果、応募者に生じた損害や不利益等について、何
らの責任を負わないものとします。

10.参加規約の変更
QAL startupsは、応募者への事前予告なく、参加規約を改定すること
ができるものとします。但し、QAL startupsは参加規約の改定につい
て応募者に周知するように努めるものとします。

11.情報の取扱
応募者は、QAL startupsが、「QAL startupsオープンイノベーションプ
ログラム」への応募及び参加にあたってQAL startupsに提供した情報
につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに
同意します。
・「QAL startupsオープンイノベーションプログラム」の実施、運営、管
理、放送、広報活動及びこれに関連する事項のため、またはQAL 
startupsからの「QAL startupsオープンイノベーションプログラム」
に関連する最新情報の提供や、各種アンケート送付のために、以下
の情報を収集、利用する事

・法人名又は氏名、法人代表者、事業内容、所在地又は住所、電話
番号、応募アイデア等、応募者が応募時に届け出た情報

12.反社会的勢力の排除
(1)応募者は、QAL startupsに対し、現在、自己及び自己の役員が、
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ
うゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これ
らを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のい
ずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当し
ないことを確約する。

①暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有
すること。

②暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる
関係を有すること。

③自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用して
いると認められる関係を有すること。

④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること。

⑤自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団
員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(2)応募者は、QAL startupsに対し、自ら又は第三者を利用して次の各
号のいずれの行為も行わないことを確約する。

①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、
又は相手方の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
(3)応募者は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員
等」という。)が、現在、暴力団員等に該当しないことを表明し、自
己の従業員等が暴力団員等に該当することを知ったとき、又は従業
員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っている
ことを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧

問契約又は委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めること
を確約する。
(4)QAL startupsは、応募者が暴力団員等と取引関係にあることを知っ
たときは、応募者に対して当該暴力団員等との取引関係を速やかに
解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた応募
者は、正当な理由がない限り、当該暴力団員等との取引関係を解消す
るよう努めることを確約する。

13.解除
(1)QAL startupsは、前条第1項に定める応募者の表明保証が真実でな
いことが判明した場合、又は応募者が前条第2項、第3項若しくは第4
項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに応募者との取
引に係る全ての契約を解除することができる。
(2)前項に基づき、QAL startupsは応募者との取引に係る契約を解除
したことにより応募者に損害が生じた場合であっても、一切の補償
又は賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損
害が生じたときは、応募者に損害賠償を請求することができる。

14.準拠法その他
(1)「QAL startupsオープンイノベーションプログラム」参加規約
の解釈・適用は、日本国の法律に準拠するものとします。
(2)参加規約に定めのない事項に関する口頭その他客観的証拠によっ
て証明できない方法による当事者間の合意は、その内容の如何を
問わず効力を有しないものとします。

15.合意管轄
応募者は、この「QAL startupsオープンイノベーションプログラ
ム」参加規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第
一審の専属的な合意管轄裁判所とすることに同意します。

以上
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