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平 成 3 0 年 2 月 1 日
経済局ものづくり支援課

神奈川県下最大 級の工業技術・製品総合見本市

『テクニカルショウヨコハマ 2018』を開催します
平成 30 年 2 月 7 日（水）～9 日（金）
２月７日（水）～９日（金）の３日間、パシフィコ横浜で神奈川県下最大級の工業技術・
製品総合見本市「テクニカルショウヨコハマ 2018」を開催します。
第 39 回目となる 2018 年は、「ロボット」「IｏＴ」の特設ゾーンを新設し、会場面積を約 1.3 倍
(13,300 ㎡ )へ拡張するなど過去最大規模での開催となります。
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開催概要
(1) 会

２月７日（水）～２月９日（金）の３日間
10：00～17：00 まで
(2) 会
場 パシフィコ横浜 展示ホールＡ・Ｂ・Ｃ
（横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
(3) 主な出展分野 ロボット特設、IoT 特設、加工技術、
機器・装置・製品、研究開発、ビジネス支援
(4) 出 展 数 800 社・団体 出展小間数 621 小間
【出展者・出展内容については、テクニカルショウヨコハマ
2018 パンフレットをご覧ください。】
＜前回「テクニカルショウヨコハマ 2017」の様子＞
(5) 入 場 料 無料
(6) 主
催 (公財)神奈川産業振興センター・(一社)横浜市工業会連合会
神奈川県・横浜市
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開会式

※開会式のご取材は、当日直接会場受付にお越しください。

(1) 日
(2) 場
(3) 次

時 ２月 7 日（水）9：30～10：00 まで
所 パシフィコ横浜 展示ホールＣ 見本市会場正面入口前
第 ①主催者あいさつ
②来賓紹介
③テープカット
④会場視察
(4) 出 席 者（敬称略）
神奈川県知事
黒岩 祐治（くろいわ ゆうじ）
横浜市副市長
渡辺 巧教（わたなべ かつのり）
神奈川県議会議長
佐藤 光
(さとう ひかる)
横浜市会議長
松本 研 （まつもと けん）
横浜商工会議所副会頭
川本 守彦（かわもと もりひこ）
(公財)神奈川産業振興センター理事長
北村 明 （きたむら あきら）
(一社)横浜市工業会連合会会長
榎本 英雄（えのもと ひでお）

裏面あり
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横浜ものづくりゾーン
横浜市は「テクニカルショウヨコハマ 2018」に、「横浜ものづくりゾーン」を設置します。

(1) 横浜ものづくりゾーンとは
・横浜市の支援メニューを活用した中小企業
・市内で様々な生産・開発活動をしている中小企業のグループ
・テクニカルショウヨコハマ出展を契機に新たなチャンスを模索する中小企業
を紹介し、成長と発展を応援するためのゾーンです。
2018 年は従来の約 1.5 倍に面積を拡張し、テクニカルショウ内で最大規模のスペースとなります。

「横浜ものづくりゾーン」イメージ

(2) 出展者数 97 社・団体
出展者詳細については、添付「横浜ものづくりゾーン出展ＭＡＰ」をご参照ください。
(3) 横浜ものづくりゾーンの特徴
通常出展よりもコンパクトかつ安価で出展ができ、会期中は展示会・販路開拓の経験豊富
な専任スタッフによる営業活動のサポートを受けられます。
(4) 学校法人岩崎学園情報科学専門学校との連携について
ものづくりゾーン内で以下の取組を実施し、ＩＴの力でサポートします。
◆ＬＩＮＥの友達機能を使用した企業案内ツールの展開
「横浜ものづくりゾーン」アカウントと友達登録をしてもらうことで、出展企業の簡単
な説明の閲覧や出展位置が表示できるようにします。
◆企業案内サイネージの設置及び来場者情報の可視化
ゾーン内に企業案内サイネージを設置し、来場者がサイネージの前に立つと、モニター
横のカメラに搭載した AI( 人工知能)が年齢・性別を識別し、人によって異なる表示がされ、
AI が考えたオススメの企業を表示します。
次ページあり
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Ｉ▫ＴＯＰ横浜ゾーン
今年度の「テクニカルショウヨコハマ 2018」に、「I▫ＴＯＰ横浜ゾーン」を新設します。
また、２月９日（金）には横浜市ＩｏＴセミナーを実施します。

I▫ＴＯＰ横浜ゾーン
「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」は、業種や企業規模の枠組みを超えて、ＩｏＴビジネスを目指すプレーヤー
の「連携」を実践する場として、関連６団体（※）を共同発起人として立ち上げられました。
今回新設された「Ｉ▫ＴＯＰ横浜ゾーン」では、Ｉ▫ＴＯＰ横浜の参画企業・団体にご出展いた
だき、中小製造業の生産性向上に役立つソリューションを中心に展示して頂きます。
（※）…横浜商工会議所、（一社）横浜市工業会連合会、
（一社）神奈川県情報サービス産業協会、
横浜ＩＴクラスター交流会、（公財）横浜企業経営支援財団、横浜市

出展者数 24 社・団体
出展者詳細については、添付「Ｉ・ＴＯＰ横浜ゾーン出展者一覧」をご参照ください。

横浜市 IoT セミナー
2018 年 2 月 9 日（金）13:30～15:30
パシフィコ横浜 アネックスホール（展示会場２階）
中小製造業の IoT 導入に役立つ支援策・実例などについて経済産業省・東京工業大学・中小
製造業の方よりご講演を頂きます。

テーマ①

「中小企業の IoT 導入促進について」

講師：経済産業省 関東経済産業局 地域経済部
情報政策課 課長 濱田 豊 氏

テーマ②

「中小製造業のマイクロマネジメントのための IoT 導入」

講師：国立大学法人 東京工業大学 情報理工学院 情報工学系
教授 理学博士 博士（経済学） 出口 弘 氏

テーマ③

「安い！早い！簡単！中小企業でも使える常識外れの IoT モニタリング」

講師：旭鉄工株式会社／i Smart Technologies 株式会社
代表取締役社長 CEO 木村 哲也 氏

■定 員 200 名（先着順） ※定員に達し次第締め切ります。
■参加費 無料
■主 催 横浜市経済局
■詳 細、お申込み
テクニカルショウヨコハマ 2018「併催行事申込フォーム」
（下記ＵＲＬ）からお申込ください。
https://www.tech-yokohama.jp/registration_event/?cosp_id=2178
裏面あり
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「LINKAI 横浜金沢」スタートアップイベント

金沢臨海部産業団地は、中小企業を中心に多くの産業が集
まる、市内随一の産業集積地です。
今回、この地域をより多くの皆様に知っていただくために、
地域で決定した新名称「ＬＩＮＫＡＩ横浜金沢」によるプロ
モーションのスタートアップイベントを開催します！
FM ヨコハマアナウンサーの鈴木まひるさんの司会進行に
より、「LINKAI 横浜金沢」プレゼンテーション、横浜市経
済局の林琢己局長からネーミング原案提案者へのプレゼン
トを授与する表彰式のほか、今後の「LINKAI 横浜金沢」を
展望するミニフォーラムを実施します。なお、イベント後に
はフォトセッションも行いますので、取材などもお待ちして
おります！
＜イベント概要＞
日時 ２月９日（金）11:00～12:00
会場 テクニカルショウヨコハマ 2018 会場内特設イベント会場ステージ
席数 定員 100 名
①LINKAI 横浜金沢プレゼンテーション・表彰式
②ミニフォーラム
「LINKAI 横浜金沢の魅力とポテンシャル～ つなぎあい、えがくみらい」
モデレーター：芦澤 美智子氏（横浜市立大学 国際総合科学群 准教授）
パネラー
実施
・西谷 寛臣氏（横浜市金沢団地(協)、有限会社双葉印刷所 代表取締役）
内容
・児玉 聖司氏（(一社)横浜金沢産業連絡協議会、玉家運輸倉庫株式会社 代表取締役）
・本多 竜太氏
（Aozora Factory 運営委員会 共同代表、関東プリンテック株式会社 常務取締役）
・緑川 賢司氏
（NPO 法人全日本製造業コマ大戦協会 名誉顧問、株式会社ミナロ 代表取締役）
・中村 隆幸（横浜市経済局 ものづくり支援課長）

特設イベント会場

ホールＣ

ホールＡ

横浜ものづくりゾーン

I▫ＴＯＰ横浜ゾーン

※ご取材は、当日直接会場にお越しください。
お問合せ先
経済局ものづくり支援課長 中村 隆幸

Tel 045-671-3839

