
 

 

 

 

 
イノベーション都市・横浜（ＹＯＸＯ

よ く ぞ

）のビッグ・イベント！ 

「横浜ガジェットまつり2019」みなとみらい企業連携で開催！ 
 

 

 

 

 
 

本年 1 月、林市長は企業や大学等との連携により、街ぐるみでイノベーション人材交流

やビジネス創出などに挑戦する「イノベーション都市・横浜」を宣言しました。近年、み

なとみらい 21 地区の研究開発拠点や、関内地区のベンチャー企業を始め、市内各地でイノ

ベーション人材の交流が広がっています。 

今回、取組のキャッチコピー「ヨコハマ・クロスオーバー ＹＯＸＯ」を象徴する、エンジニア・起業家、

学生、市民などがつながるビッグ・イベント「横浜ガジェットまつり 2019」を企業と本市共催で開催します。 
 

 

■ 今年は、みなとみらい 21地区の企業本社・研究開発拠点を舞台に、企業と本市の共催で実施します。 
 
■ 平成 27年の開催以来、最大規模の出展となります。  

【ブース出展】 国内外の企業・スタートアップ、学校・団体、個人による、 
    「ロボット」「ドローン」「アプリ」「アート」「地域づくり」など 100 ブースが出展  

【トークセッション・デモ】「スタートアップ企業・大企業のピッチイベント」、 
「こども向けドローン体験デモ」など約 20 のセッション・ワークショップを開催 

  
【開催概要】 

 PART1 PART2 
日時 10月17日（木）、18日（金） 

（時間は次頁HPをご確認ください） 
10月25日（金）16:00 ～ 20:00（トーク14時から） 

26日（土）11:00 ～ 16:00 
場所 みなとみらい駅周辺３会場 新高島駅周辺 6会場 
対象 同日パシフィコ横浜で開催する「サービ

スロボット開発技術展」来場者など、
市内外のイノベーション関係者 

① エンジニアや起業家などのゆるやかな交流の場 
② 市民、学生、こどもなど多くの方が、最新技術を楽しみな

がら体感できる場 
ブース出展 無 100以上 
トークイベント 3 セッション 約 20 セッション（ワークショップ含む） 
入場料 無料（一部、実費相当額の参加費が必要なコーナーあり） 

 
コンテンツ 
のポイント 

・最新のテクノロジーやイノベーションを
テーマにしたトークセッション・デモを実
施。 
・交流会を実施し、「サービスロボット
開発技術展」の来場者等と、市内
企業等との交流を図ります。 

・【トークイベント】「ベンチャー企業と研究開発拠点関係者」
「アーティスト・クリエイター」などによるトークイベントから、「コピ
ー機分解ショー」など他では見られないデモまで、テクノロジー
や未来のイノベーションを分かりやすく紹介。 
・【出展】「企業の新規事業の製品」「試作品」を開発者自ら
説明するブース、「プログラミングなど・子供向けワークショップ」
「区役所などによる地域紹介」のブースなど、エンジニア・起業
家から一般の方、お子様まで楽しみながら交流できる内容。 

 
【共催】富士ゼロックス 株式会社／京セラ株式会社／京浜急行電鉄株式会社／株式会社資生堂／日産自動車株式会社

／株式会社富士通エフサス／三井不動産株式会社／三菱地所株式会社／株式会社村田製作所／横浜市経済局  
【PR パートナー】 PR TIMES TV   
【メディアパートナー】 Peatix Japan 株式会社／株式会社角川アスキー総合研究所 

 
 

令和元年 10 月 15 日 
経 済 局 新 産 業 創 造 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

【裏面あり】 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
当イベントは、10月～11月に開催される次のイベントとともに、「イノベーティブ、クリエイティブ月間」として、 
相互に紹介する等連携しています。（詳細はHP：https://yi.city.yokohama.lg.jp/yicm/）  
■ SMART ILLUMINATION YOKOHAMA 2019 

11/1（金）-11/4（月・休）17:30-21:30 会場：象の鼻パーク・象の鼻テラス ほか  
■ NIGHT SYNC YOKOHAMA 

11月上旬-12/27(金)18:00-21:10 会場：新港中央広場を中心とした新港地区  
■ 関内外OPEN！11 

11/2（土）・11/3（日）会場：JR関内駅周辺、街中の約30のスタジオ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

取材をご希望の方は直接会場にお越しください。 
 

お問合せ先 

経済局新産業創造課    髙木 秀昭    TEL:045-671-3913  
 

 日産自動車グローバル
本社ギャラリー（1F） 

PART１ 
みなとみらい駅 

横浜駅 
富士ゼロックス 横浜 
みなとみらい事業所（1F） 
 

京セラみなとみらい 
リサーチセンター（6F） 

新高島駅 

共催：富士ゼロックス、マルイシティ横浜、三井不動産、 
横浜市経済局 

協力：ソフトバンク、原鉄道模型博物館、プラススタイル 
出展：約 70点 
日時：2018年 11月９日 （金）17：00 ～ 

 20：00、10日（土）11：00 ～ 16：00 
会場：マルイシティ横浜地下2階、富士ゼロックス Ｒ＆Ｄ

スクエア１階、横浜三井ビルディング１階 
来場者：3会場・2日延べ来場者 約 4,000名 

 

PART２ 

富士通エフサス 
Innovation ＆ Future 
Center（9F） 
 

横浜三井 
ビル（1F） 

資生堂 S/PARK（1F） 

会場略図 

Ⓒbouncy  「bouncy ガジェットまつり」検索  

BankArt Station  
新高島駅構内（B1F） 

 
 

ヨコハマ グランド インタ
ーコンチネンタルホテル 

パシフィコ横浜（サービ
スロボット開発技術展） 

（地理院地図） 

京急グループ本社（1F） 

【参考】前年度（2018）の開催概要 

＜来場者の声＞ 
・ 今後業務で使用する一助になると思う。試作会社の方とお話しできたのは良かった。（40代会社員） 
・ 通常業務の範囲を超えた面白い発想やモノがたくさんあったので楽しい。（30代会社員） 
・ 入門編のようでとっつきやすくて素敵なイベントだった。（30代教育関係） 
・ 大勢集まって楽しくやっている雰囲気が良いですねえ。（50代会社員） 
 
＜出展者の声＞ 
・ 短時間で多くの方に体験いただけた。 
・ 大手メーカーの方から技術的な質問が多かったです！ 
・ 様々な方々にお越し頂けた。ベンチャー企業同士の交流が出来た。 
・ ビジネス抜きのストレートなフィードバックが得られた。こうした場はなかなかない。 
・ 出展がきっかけで、TV のコーナーに取り上げていただいた。 
・ 自社で検討していた技術がちょうど出展されており、その場で協業に向けたお話ができたことはとても幸いでした。 

詳細は添付のリーフレットまたは、 
HP をご確認ください。 
（HPの内容は順次更新します） 
https://yi.city.yokohama.lg.j
p/gadgetfes2019/ 

https://yi.city.yokohama.lg.jp/yicm/


一緒に、つくろう！来て、見て、さわって！

YOKOHAMA  GADGET  FESTIVAL!

「イノベーションで横浜を盛り上げよう！」を合言葉に

様々な人々がクロスオーバーする おまつりです。

『音 × 香 × 彩』 紡ぎだす新しいセカイ
 ～大企業・ベンチャー・クリエイターが繰り広げるオープンイノベーション～ 
Yokohama Open Innovation Lab #1

会場：富士通エフサス Innovation & Future Center

オープンイノベーションで事業を実現する苦労や困難の話を交え
ながら、大企業・ベンチャー・クリエイターが一緒に事業を作り上げ
ていく際に大切なことは何かを掘り下げます。

❶富士通エフサス Innovation & Future Center
     （クイーンズタワーB棟 9階）
❷京セラみなとみらいリサーチセンター
　（OCEAN GATE MINATO MIRAI 6階）
❸ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

❹パシフィコ横浜 
　

関連イベント サービスロボット開発技術展 •
産業用ロボット開発技術展 •
次世代モビリティ開発技術展 

10.17木

10.17木

10.18 金

●スピーカー ●モデレーター
廣瀬 聡 氏
学校法人
グロービス経営大学院　
副研究科長・事務局長

太田 賢司 氏
フレグランスイノベーター/
株式会社CODE Meee 
代表取締役

畑 紀行 氏
ヤマハ株式会社
マーケティング統括部
UX戦略部UX企画グループ
イントレプレナープラットフォーム
"Value Amplifier"代表

曽谷 朝絵 氏

●モデレーター
（株）角川アスキー総合研究所
アスキー事業部ソリューションメディア部

鈴木 亮久 氏

（登壇企業４社程度予定）

18:30～21:00

16:00～19:00

●アーティスト

Yokohama Open Innovation Lab by GLOBIS × Peatix
https://yoil-1.peatix.com/

MINATO MIRAI 21 Activation Program
ピッチ審査会・中間デモデイ

会場：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

みなとみらい21地区の立地企業・エリアマネジメント団体・
行政が連携しながら、街を活用した実証実験等を支援し、イ
ノベーションを創出するプログラム。このプログラムの中間
イベントとして、ピッチ審査会・報告会を開催します。

16:00～（18:00～交流会）

ＭＭ地区ビジネスエコシステム形成プログラム実行委員会　事務局
https://mm21-map.jp/

第27回横浜 IT クラスター交流会

会場：京セラみなとみらいリサーチセンター

海外で市場が拡がりつつあるeスポーツの基盤となる先端技
術・デバイスに注目し、eスポーツの未来について多角的な視点
で語っていただくパネルディスカッションです。

横浜ＩＴクラスター交流会
http://www.shin-yokohama.jp/event.html

1

4

2

3

み
な
と
み
ら
い
線

み
な
と
み
ら
い
線

すずかけ通りすずかけ通り

けや
き通
り

けや
き通
り

いち
ょう
通り

いち
ょう
通り

国
際
大
通
り

国
際
大
通
り

国
際
大
通
り

国
際
大
通
り

高島
中央公園
高島

中央公園

グランモール
公園

グランモール
公園

臨港
パーク
臨港
パーク

横浜美術館横浜美術館

み
な
と
み
ら
い

み
な
と
み
ら
い

パシフィコ
横浜

パシフィコ
横浜

富士通エフサス 
Innovation & 
Future Center

富士通エフサス 
Innovation & 
Future Center

京セラみなとみらい
リサーチセンター
京セラみなとみらい
リサーチセンター

ヨコハマ グランド 
インターコンチネンタル

ホテル

ヨコハマ グランド 
インターコンチネンタル

ホテル

PART 1 会場 MAP

●次の3つのイベントは、空きがある場合には申込のうえ、当日でも参加することができます。詳細はWEBサイトにてご確認ください。

10.17    18    ▶PART 1 木 金 10.25    26   ▶PART 2 金 土

横浜ガジェット
まつり2019



横浜ガジェット
まつり2019

入場無料

共催：
富士ゼロックス株式会社
京セラ株式会社
京浜急行電鉄株式会社
株式会社資生堂
日産自動車株式会社
株式会社富士通エフサス
三井不動産株式会社
三菱地所株式会社
株式会社村田製作所
横浜市経済局

PRパートナー： 
PR TIMES TV

メディアパートナー： 
Peatix Japan株式会社
株式会社角川アスキー総合研究所

お問合せ：横浜ガジェットまつり実行委員会事務局
TEL：045-306-5377　e-mail：yokohamagadget@gmail.com
https://yi.city.yokohama.lg.jp/gadgetfes2019/

※掲載内容は予定であり、変更になる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

10.25
10.26

金

土

[  16:00 - 20:00  ］

[  11:00 -16:00  ］
会場：みなとみらい線新高島駅周辺



「イノベーションで横浜を盛り上げよう！」を合言葉に

 様々な人々がクロスオーバーする おまつりです。

横浜ガジェ
ットまつり

は、「イノベ
ーションで

横浜を盛り
上げよう！

」を合言葉
に、

大～中小企
業、スター

トアップ、教
育機関、市

民団体、個
人など、

　　　　　
組織の枠を

越えて様々
な人々がク

ロスオーバ
ーするおま

つりです。

　　　　　
ドローン、

ロボット、
ＶＲからア

プリ、クラ
フト、アー

トまで、楽
しいコンテ

ンツが大集
合！

　　　　　
トークイベ

ントも多数
開催！（出

展ブースの
詳細は、公

式HPをご
覧ください

）

最寄り駅

▶みなとみらい線 
新高島駅から
BankART
Stationまで
新高島駅徒歩0分

▶JR、京急、相鉄ほか
横浜駅から
横浜三井ビルまで
徒歩5分
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富士ゼロックス
みなとみらい
事業所（１階）

富士ゼロックス
みなとみらい
事業所（１階）

BankART Station
（新高島駅  地下1階）
BankART Station

（新高島駅  地下1階）資生堂 「S/PARK」
※トークイベントのみ

資生堂 「S/PARK」
※トークイベントのみ

京急グループ
本社ビル（２階）
京急グループ
本社ビル（２階）

日産グローバル
本社ギャラリー（１階）

日産グローバル
本社ギャラリー（１階）

横浜三井ビル（１階）
※屋外休憩スペースあり
横浜三井ビル（１階）

※屋外休憩スペースあり

 3出口
（大通臨港口）2出口 

（大通高島口）

（2階 S/PARK Museum）

会場❻日産グローバル本社前から
とちのき通り沿いに歩いてすぐ。

1 62 3 4 5

★

１階からは入れません。
2階歩行者デッキよりお越しください。

2 階
デッキ
2階
デッキ

新高島駅構内、地下1階にあります。地上か
らお越しの場合は、「ソニー」のビル（工事
中）近くの3出口（大通臨港口）の階段・エレ
ベーターより地下1階へお越しください。
（新高島駅改札口［地下2階］からはエスカ
レーターで上がってすぐ） 3出口（大通臨港口）

会場 MAP会場 MAP

会場❷横浜三井ビルへの行き方

会場❹BankART Stationへの行き方

会場❸京急グループ本社ビルへの行き方



14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

11：0010：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00

このパンフレットでご紹介しているトークセッション・出展ブースは一部です。また当日までに実施・出展が取りやめになっている場合があります。
全容はホームページでご確認ください。

スタートアップと大企業クロスピッチ  新規事業の本気トーク

“関内”と“みなとみらい”。
横浜らしいワークスタイルが生む豊かさとは？ 進化思考 : 

文化の進化を生み出す都市へ

横浜市ベンチャー拠点
［YOXO BOX］オープン！

タイムスケジュール（トーク・デモ・ワークショップ）

スライ・ド・リフト パブリックドリフト（屋外16:00～20:00）

ドローンレーサーと体感する！
初心者向けドローン体験とドローンの基礎知識

ダンス保育園!!（11：00頃からトーク）

ドローンインパクトチャレンジ・エデュケーション
（小学生向けドローン飛行操縦体験会）

❷
横浜三井
ビル 1階

❷
横浜三井
ビル 1階

❷
横浜三井
ビル 3階

❸
京急グループ

本社ビル

BankART
Station

❺
資生堂

「S/PARK」

❶ 富士
ゼロックス

みなとみらい
事業所

スタートアップと大企業クロスピッチ
新規事業の本気トーク

大手企業のエンジニアとスタートアップの起
業家が、技術ピッチとサービス紹介でお互い
の強みをプレゼン合戦。ぶつかり合う本音の
中から、新規事業のヒントが見つかる。

金

25日

土

26日

14:00～15:50

11:00～13：00

10:00～12:00

サラリーマン・イノベーターの集い

13:30～15:30

「京急ミュージアム（仮称）」で伝えたい想い

13:00～13:45

NIGHT SYNC
YOKOHAMA 2019

THE TOWER YOKOHAMA
～鉄塔×インタラクティブストーリー～

13:00～14:00

14:00～14:45

ミュージシャン＆イノベーター 
向谷 実の VIVA！鉄道TEC

13:45～15:00

13:15～15:00

コピー機分解ショー
「こぴざんまい」

15:00～16:00

16:00～16:55
17:00～17:55

18:00～18:55

エストニアレポート

19:00～20:00

京セラ 子ども向け仕上げ磨き歯ブラシ
「Possi」の開発ストーリー

「i-GAM（アイガモ）PJ」から
「(仮)有機DESIGN」へ

18:15～19:00

19:00～19:45

スライ・ド・リフト パブリックドリフト（屋外：11:00～16：00）

10.25 Fri.16:00 -
@ BankART Station

10.25 Fri.14:00 - 
@ 資生堂「S/PARK」 

“関内”と“みなとみらい”。横浜らしい
ワークスタイルが生む豊かさとは？

組織を越えて個人がチームを組んで働く時
代に、横浜を拠点の一つにすることの魅力と
は何か？実際にどのような動きが起きている
のか？現場の視点から、横浜らしい“創造的
ワークスタイル”がもたらす可能性を語り合
います。

●登壇者…浅沼秀治（建築家）、山澤 諭（弁護士）、
川島 史（BUKATSUDOマネージャー）、桐川翔太
（富士ゼロックス株式会社）　●モデレーター…相澤毅
（G INNOVATION HUB YOKOHAMAプロデュー
サー、ヨコハマ芸術不動産）、杉崎栄介（アーツコミッショ
ン・ヨコハマ チームリーダー）

●登壇者…石井芳明（内閣府政策統括官［科学技術・イ
ノベーション担当］付 イノベーション創出環境担当 企画
官）、中里智章（株式会社コレッド　代表取締役社長）、
太田賢司（フレグランスイノベーター／株式会社CODE 
Meee　代表取締役）、林 光邦（株式会社テクノラボ　 代
表取締役社長）、中西裕子（株式会社資生堂　R&D戦略
部 Ｒ&Ｄ戦略Ｇ マネージャー）、橋本雄太（京浜急行電鉄
株式会社 新規事業企画室）、堀内一永（富士ゼロックス
株式会社 KDIHappinessAlchemist）、ガチ鈴木（株式
会社角川アスキー総合研究所　ASCII STARTUP）

進化思考 : 文化の進化を生み出す都市へ

YOXOのアートディレクションを手がけた
NOSIGNER代表の太刀川英輔が提唱する、
全く新しい発想手法「進化思考」から、横浜発
のイノベーションに迫ります。

10.25 Fri.17:00 - 
@ BankART Station

●登壇者…太刀川 英輔
（デザインストラテジスト／
NOSIGNER代表/慶應義塾大学
大学院SDM 特別招聘准教授）

❹ 

BankART
Station

❺
資生堂

「S/PARK」

❹ 

浅沼秀治 太刀川 英輔山澤 諭 川島 史 桐川翔太けや
き通
り

国
際
大
通
り
パシフィコ
横浜

18：30～
JAZZライブ上映イベント



THE TOWER YOKOHAMA
～鉄塔×インタラクティブストーリー～

鉄塔を活用した町おこしの実現に向けて、鉄塔自体を好
きになってもらうことを目的とした、鉄塔にまつわるイン
タラクティブストーリーの展開事例をご紹介します。

　10.26 Sat.14:00 - @ BankART Station

●登壇者…長嶺浩平（株式会社フーモア）、
平川裕樹（NTTコミュニケーションズ株式会社）

ミュージシャン＆イノベーター 向谷 実のVIVA！鉄道TEC

「業務用シミュレータ」や「ホームド
ア」等、次々と新ビジネスを生み出し
ているミュージシャン向谷実氏。イノ
ベーション創出の体験をユーモアを
交えて語っていただきます。

　10.26 Sat.13:45 - @ 京急グループ本社ビル

●登壇者…向谷 実（株式会社音楽館代表取締役／ミュージシャン）

向谷 実

コピー機分解ショー 「こぴざんまい」

最新のコピー機を超速で勢いよく分解するイ
ベントです。今回は「体験」をキーワードに、コ
ピー機の技術を目で見て触って体験してもら
う、そんな分解ショーになっています。

10.26 Sat.15:00 - 
@ 富士ゼロックスみなとみらい事業所

●登壇者…有川樹一郎
（富士ゼロックス株式会社
研究技術開発本部 コアバ
リュー開発グループ）　

ガジェットまつりから誕生するベンチャー企業！
「i-GAM（アイガモ）プロジェクト」から「(仮)有機DESIGN」へ

2017、18年に横浜ガジェットまつりへ出展し
たi-GAMプロジェクトがついに2019年にス
タートアップ！農薬用小型ロボットの開発とそ
の軌跡について話をします。

　10.25 Fri.19:00 - @ 横浜三井ビル  １階

●登壇者…中村哲也（元日産自動車(株)
プラットフォーム計画・開発部　Senior Manager 
(仮)有機DESIGN　代表取締役）

エストニアレポート

エストニアってどこにあって、どんな国なの？何でIT先進国って
言われているの？？エストニア大使館から国の概要、横浜を代
表して訪問した株式会社ネットフォレストから視察レポートを
お届けします！

　10.25 Fri.19:00 - @ BankART Station

●登壇者…須原 誠（エストニア共和国大使館　特別補佐官）、
三上晃弘（株式会社ネットフォレスト　セールスリーダー、WEBサイト
制作ディレクター／コワーキングスペース Bangarrow 店長）　 三上晃弘

須原 誠

※日産グローバル本社
ギャラリーで展示します

スライ・ド・リフト パブリックドリフト

電動アシスト全方向車椅子を用いて、ドリフト走
行等のテクニックで競い合う車椅子レース“スラ
イ・ド・リフト”。ドリフト走行能力を身につけた拡
張身体全身で、新たな快感をお楽しみください。

@ 横浜三井ビル  屋外
10.25 Fri.16:00 -
10.26 Sat.11:00 -

NIGHT SYNC YOKOHAMA 2019

会場の新港中央広場で最先端デジタルコンテンツ
を愉しめるほか、日本初のシステムで周辺施設を巻
き込みダイナミックな光と音の特別演出を施す、新
たなイルミネーションイベントについて話します。

　10.26 Sat.13:00 - @ BankART Station

●登壇者…クリエイティブ・ディレクター
齋藤精一（ライゾマティクス ・アーキテクチャー）

齋藤精一

「京急ミュージアム（仮称）」で伝えたい想い
飯島さんが語る企業とお客さまの「心の相互乗り入れ」

京急グループ本社に併設される「京急ミュージア
ム（仮称）」の計画担当が、過去の経験から、担当
者個人がＰＲすることの課題、ＳＮＳの活用など
のテーマで語っていただきます。

　10.26 Sat.13:00 - @ 京急グループ本社ビル

●登壇者…飯島 学（京浜急行電鉄株式会社　総務部
 総務課　本社移転専任チーム　課長補佐）

飯島 学

ワークショップ＆パフォーマンス「ダンス保育園!!」＆
トーク「子育てでひらめく、私のクリエイティビティ」

子育て世代のダンサーやアーティストによる、パフォーマ
ンスとワークショップ。ミュージシャンのライブ演奏を
バックに、子どもたちと身体表現を楽しみます。終了後は
ゲストを迎えたトークイベントを開催。プログラムの様子
は、どなたでも自由にご観覧いただけます。

　10.26 Sat.10:00 - 
　@ 資生堂「S/PARK」

●ダンス保育園！！…篠崎芽実（ダンス）、ほか　●トーク…篠崎芽美（振付家）、
永山祐子（建築家／永山祐子建築設計事務所）、住吉智恵（アートプロデュー
サー）、荒木夏実（キュレーター／東京藝術大学准教授）

篠崎芽実 永山祐子 荒木夏実住吉智恵

※トークは11：00～

事前申込必要・観覧は自由

●登壇者…駒形政樹（FPV Robotics 株式会社  代表取締役社長）　
●対象者：小学生【先着40名様】

サラリーマン・イノベーターの集い in 横浜vol.6 
～新しい価値が生まれるつながりをデザインする～
組織に所属しながら、想いをもって社内外で活動す
る方 （々＝サラリーマン・イノベーター）が集まり、繋
がることで社会がよりよくなっていくことを目指す
トークイベントです。

　10.26 Sat.13:30 - 
　@ 横浜三井ビル  3階

●登壇者…中西裕子（株式会社資生堂　R&D戦略部　 
R&D戦略G マネージャー）、岩井慶太郎（Share Style 
BBQ代表／大手グローバルファーム 勤務）

横浜ガジェットまつり2019に
いよいよドローンインパクト
チャレンジ・エデュケーション
登場！空飛ぶクルマやドロー
ンに関して、映像や飛行体験
を通して学んでいただきます。

10.26 Sat.13:15 - 
@ 横浜三井ビル  １階

ドローンインパクトチャレンジ・エデュケーションpresents
「ドローン飛行操縦体験会」

事前申込必要

事前申込必要

［申込はこちら］

［申込はこちら］

［申込はこちら］



展示ブース
00-タイトル｜出展者｜(　 ）内は展示日

11- 理想のライブを現実に-観客と演
者の両者が演出する空間｜専修大学 
ネットワーク情報学部 上松プロジェク
ト「上松組」｜ライブ会場で観客と演者
がより盛り上がることができるデバイ
スやシステムを製作（25日・26日）

12- 技能伝承のためのデジタルアー
カイブ・VR 教材｜凸版印刷株式会
社・横浜市｜横浜芝山漆器の宮崎マ
イスターの協力により、手作業を中
心とした技能をデジタルアーカイブ
し、VR のデジタル教材化を試みま
した（25日・26日）

13- Spark AR Studio｜ARCAMERA.JP
｜Instagram や Facebook のスマホ
アプリで使える AR カメラの展示と
それを作る Spark AR Studio を展
示します（25日・26日）

14- ウクレレ VR｜FLiPS｜Oculus 
Quest 用に開発したウクレレを VR
で弾けるアプリです。簡単操作で楽
器演奏を体験してみてください（25
日・26日）

15- 魔方陣に AI を入れてみた [ 令
和元年版 ]｜KDL.Make 部｜手のひ
らをかざし詠唱することで、魔法陣
が発動し、光り輝き、召喚できます。
魔法陣を扱いたいと願うあなたを AI
がサポートします（25日・26日）

16- 球体 POV｜neon｜POV(Persi
stent of Vision＝残像）とは、回転
する物体に光源（LED など）を付
けてパターンを表示することで、残
像現象によって絵を表示するシステ
ムです（25日・26日）

17- TYFFON｜TYFFON 株式会社｜没入体験型エン
ターテインメント施設「ティフォニウム」を運営して
います。VR/MR による、魔法のようなコンテンツが
体験できます（25日・26日）

19- 創造性支援ロボット　ニコライ・
フォン・ヒラメキノフ｜一般社団法人
クリエイティブ思考協会｜創造性支
援ファシリテーションロボットの実機
プロトタイプとコンセプト、システム
説明パネルおよび動画（25日・26日）

20- NUIBOT ―縫い物で作るロ
ボット製作キット―｜ソフトクリー
チャー合同会社｜「NUIBOT―縫い物
で作るロボット製作キット―｣の紹介。
ぬいぐるみに糸を張るだけでやわらか
いロボットになります（25日・26日）

18- ｢ラジコンWi-F i」お茶運びロ
ボット「和っちゃん」・「プリメイドAI」
｜株式会社アサイ・エンジニアリング
｜カメラを搭載し自由に走る、リアル
ゲーム感覚の「ラジコンWi-Fi」など
を展示（25日・26日）

22- ドール型ロボット ポテトちゃん
｜煮物運輸｜個人で作製したドール
型ロボットである「ポテトちゃん」
を実演展示します（26日）

23- 学習用ロボットアーム CO-｜
AUTOLAB 株式会社｜子どもと一緒
に作りながら、プログラミングを学
ぶことができる学習用ロボットアー
ム。子どもでも簡単に操作できるよ
うに設計されています（26日）

24- 自律移動型サービスロボット
「AYUDA」｜株式会社 CIJ｜160 ㎝の
大型ロボットでお客様と目線を合わ
せた高さでサービス提供。AI を駆
使した音声対話や顔認識機能を備え
ています（25日・26日）

25- やわらかなロボット｜create
_clock｜何でもつかめる「ジャミング
グリッパー」、人工筋肉を使った「エ
ア尺取り虫」、特殊な光学素子を用
いた空中像表示「よみがえるガイコ
ツ」などを展示します（26日）

28- 次世代アナウンスロボット「しお
りん」｜THK 株式会社｜遠隔操作す
る次世代アナウンスロボット（２台
を予定）で、人と変わらないコミュ
ニケーションを実演します（25 日・
26日）

26- omicro｜omicro｜中型サイズ
のロボットボール。スマートフォンや
タブレットから Bluetooth でつない
で操作。ハンドジェスチャで指示を
出して自由自在に動かすことができ
できます（26日）

27- Robo+ism｜Robo+ism｜NHK
学生ロボコン 2019 に出場したロ
ボットを展示します（26日）

01- ドローン映像ソリューション
「Dream DroneR」｜株 式 会 社 アイ
ネット｜ドローンで空撮した映像で制
作した4Kプロモーション映像を紹介。
撮影で使用している最新のドローン機
体の展示や説明も行います（25日）

02- 株式会社セキド｜株式会社セキ
ド｜ドローンの販売や各種サポートを
行う株式会社セキドが、DJI 製のド
ローンや水中スクーターなどを展示
します（25日）

03- 屋内点検用ドローン「ELIOS（エ
リオス）」｜ブルーイノベーション株式
会社｜屋内点検用ドローンの展示とデ
モフライト。工場や設備内部など
GPS の入らない屋内環境においても
安全かつ安定した飛行が可能（25日）

04- Airblock で簡単ドローン体験とレンチンプログ
ラミング｜（一社 ) 横浜 すぱいす｜Airblock を使って
蚊帳状のセット内で安全なドローン体験と、いくつか
の簡単な動くロボットの展示・体験（25日・26日）

05- ｢自作トイドローンで自動操縦」と「猫の管理デ
バイス」｜Easy Bread｜200g 未満の自作ドローンによ
る自動操縦と、猫の健康管理デバイスのご紹介（26日）

07- 交通管制空間を備えたライン追
従自動運転電動バスと AI 煽り運転
検知、危険度判定、IoT 煽り運転防
止自動車｜ヒサトモ株式会社｜交通管
制空間を備えたライン追従自動運転
電動バスなどについて（25日・26日）

06- アイスクリーム移動販売車のコ
ンセプトカー「Sky to Scoop」｜日産
自動車株式会社｜ICE（Internal 
Combustion Engine：内燃機関）
を使用しない、100％電気で稼働す
るアイスクリーム移動販売車のコンセ
プトカー（26日）

08- クローラ動力ユニット CuBase｜
株式会社 CuboRex｜誰でも簡単に使
える動力モジュール。フレーム構造も
機械設備に使われるアルミフレームを
用いることで自由度の高いフレーム
ワークが可能です（25日・26日）

09- ボルトオン型電動車椅子「つい
んハム」｜＠ち～む｜要求に応じて
モータを制御。位置によって連続的
に出力を変え、自重を利用してタイヤ
に駆動トルクを発生するボルトオンの
電動アシストユニット（25日・26日）

10- 化ける！きつね面｜カサネタリ
ウム｜日本の伝統的なお面である
「きつね面」に、約530個のフルカ
ラーLEDを使用することで、表情
が変えられる、“化けるきつね面”を
作りました（26日）

21- ペットロボット｜有限会社テレビ
ジネス｜四つ足で歩くペット型ロボッ
トの試作品です（25日・26日）

※ブースの場所は当日会場に掲載します

ドローン

モビリティ

五感・VR・映像・光

ロボット

29- 炭素で未来を変えていく　カーボンナノチューブ
｜シーワン・テクノロジー・ジャパン株式会社｜本物
のカーボンナノチューブを作る世界で唯一の量産メー
カー、シーワンテクノロジーが提供するカーボンナノ
チューブの世界（25日）

30- 石灰石を主成分とした革命的新
素材 LIMEX（ライメックス）｜株式
会社 TBM｜石灰石を主原料とし、
紙・プラスチックの代替となり、持
続可能な社会に貢献する日本発の新
素材（25日・26日）

新素材・造形

このパンフレットでご紹介しているトークセッション・出展ブースは一部です。また当日までに実施・出展が取りやめになっている場合があります。
全容はホームページでご確認ください。



62- プログラミング教材「のせラジ」
｜合同会社イーヴァ｜自分が作った工
作に載せるだけでラジコンになる「の
せラジ」。四足歩行ロボットなど楽し
い工作例を提案します（25日・26日）

63- 自分を表現するのに言葉はいら
ない「見て！聴いて！触って！表現す
る！」音楽発達心理士の音あそび
ワークショップ｜一般社団法人　音
楽発達サポート協会｜音楽で自分を
表現するメソッドの紹介（25 日・
26日）

65- はじめてのプログラミング！プロ
グラミングゼミで遊ぼう！｜株式会社
ディー・エヌ・エー｜プログラミング
教育アプリ「プログラミングゼミ」で、
プログラミングにチャレンジ！ひらがな
が読めれば誰でも大丈夫です（26日）

32- ハンモックピロー　Power nap
｜株式会社エムアイストーリー｜効率
良く蓄積した疲労を解消できる枕「ハ
ンモックピロー」。音楽を使った癒し
体験「ハンモックピローセラピー」
を紹介（25日・26日）

33- 嫌がる子どもの歯磨きを変える
歯ブラシ　Possi｜京セラ株式会社｜
京セラがライオン、ソニーとオープンイ
ノベーションで開発した、ブラシの振
動による骨伝導で歯を磨いている間に
音楽が聴こえる歯ブラシ（25日・26日）

34- VR と映像連携した痛みツールに
よる痛風疑似体験｜健康になるぞ｜VR
映像等を活用して自身が痛風の発作に
かかったかのような症状を疑似体験し
てもらい、予防行動を促します（26日）

35- 意思伝達装置｜株式会社コマス
｜ALS（筋委縮性側索硬化症）等、
自らの意思を表現することが難しい
方向けの意思表示システム。瞳孔の
動きを感知するセンサー（眼鏡）を
用いた体験型の展示（25日・26日）

36- 聴診スピーカ「聴くゾウ」｜㈱テ
レメディカ｜聴診トレーニングのため
のハンディサイズスピーカを展示。聴
診体験もできます。本物の聴診器で
音を聴いてみてください（25日・26日）

38- 組織ドック｜富士ゼロックス株式会社｜心拍変
動解析を活用した個人や組織のパフォーマンス向上
を目的とした参加型デモンストレーションを実施
（25日・26日）

39- ゆるスポーツと生体センシング｜ミズノ｜ゆるス
ポーツを体験してもらいながら、生体センシングのデ
モを行います（25日・26日）

40- MuscleHome｜The  broccoriies
｜筋トレ器具と連動したリモコン・ドア
ロック等の筋トレ IoT デバイスを展示。
人々がより健康で活力ある生活を実現
するため、自宅で運動が継続できるプ
ロダクトを作製（25日・26日）

37- “確実にカップインするゴルフ
ボール”「ProPILOT GOLF BALL」｜
日産自動車株式会社｜日産の最新技
術「プロパイロット2.0」から着想した
ゴルフボールを開発しました（25日・
26日）

41- Howdy｜Howdy｜表情、脈拍、
匂い、環境データ等のセンシングに
より自分の情報価値を可視化して、
楽しく個人情報の管理について学び
ます（26日）

44- Fusion360 用キーボード＆3D
マウス｜伊藤 伸典｜個人利用無償の
3D-CAD ソフト Fusion360 を快適
に使うためのデバイスを作りました。
ショートカットキーボードと 3D マウ
スです（25日・26日）

45- たのしい！学生 IoT 作品いろい
ろ｜学校法人岩崎学園 情報科学専
門学校｜ものづくりが大好きな専門
学校生が作成した IoT 作品。学生
ならではの柔軟なアイデアで制作し
た「楽しい」「役立つ」作品が盛り
だくさん（25日・26日）

47- FlashAir ガジェット｜きいちご
魔法店｜光る、歌う、触って遊べる
ガジェットが大集合！自作のゲーム
機、川柳ブレードなど（26日）

48- 課題研究チーム｜京セラ株式会社｜京セラで行わ
れている３年次ものづくり課題研究の成果物、自作
キーボード、スピーカー、エナジーハーベスト魔法
の杖（25日・26日）

49- IoT Jenga by JengaLovers｜株
式会社シーエーシー｜定番パーティー
ゲーム「ジェンガ」に IoT 技術を組
み合わせました。Webアプリと連携し、
ブロックが得た情報からプレイヤーの
獲得ポイントを計算します（26日）

50- 動画配信サービス｜車古英治｜
無線 LAN ホットスポットとビーコン
でポスターや地図にスマホを近づけ
ると関連動画を表示する局所動画配
信を行います（25日・26日）

51- 上司要らず｜高山英俊｜紙を置くと、画像認識に
より捺印欄の場所を読み取り、捺印します。捺印だ
けの上司は要らなくなる（26日）

55- ファブラボ関内 会員の作品｜
ファブラボ関内｜ファブラボ関内の会
員の作品です。ニキシー管時計、AI
ロボットカー、瞬間燻製機など（25
日・26日）

56- モノづくり実習作品＆ファ部作品｜（株）村田製
作所｜新入社員が実習で作製した「おもちゃ」数点と、
放課後活動でモノづくりを楽しむ「ファ部」メンバー
による作品を展示します。「合コンマスター」「野菜
工場」など（25日・26日）

46- 無料で使える LoRaWAN サー
ビス The Things Network｜株式会
社オープンウェーブ｜LoRaWAN の
クラウドサービスである「The 
Things Network」と、LoRa 通信
機器のご紹介（25日・26日）

58- Solid｜Hacka Design｜anyOS
のシンクライアントデバイスを作って
います。ポスターやモック、コンセプ
トムービーなどを展示予定（26日）

59- IoＴガジェット好きによる、ガ
ジェット好きのための、ありそうでな
かったガジェット｜IoＴガジェット研
究所｜IoＴガジェット研究所の研究
員が製作、試作したガジェットを展
示します（25日・26日）

57- Welcome to OUR house!!｜メイドインつづき
（都筑区役所）｜都筑区に立地する中小製造業が集ま
る「メイドインつづき」で部屋を作ったらどうなる？
という好奇心から生まれたテーマを元に、共同展示
を行います（25日・26日）

60- ハードウェア開発の請負｜株式会社 PGF lab｜
過去に開発を請け負ったハードウェア製品の展示で
す（25日・26日）

61- RBC-01 -car battery check 
system- ＆ ものづくり部のガジェッ
トたち｜rino products｜自動車の
バッテリー残量をリビングにいなが
ら知りたい！そう思って開発した
“RBC-01” というプロダクト等を展
示します（25日・26日）

53- ASKA3D スマートフォン用ディ
スプレイ｜（株）テクノラボ｜テクノラ
ボとアスカネットが共同開発した球
形のスマホ用ディスプレイ。内部は
ワイヤレス充電器になっており、充
電しながら写真や動画が見られます
（25日・26日）

54- MaBeee｜ノバルス｜乾電池の形をした、IoT 端
末です。普段使っている製品の乾電池と入れ替える
だけで、乾電池製品をスマート化できます（26日）

66- 理科実験教室「出前授業」｜一般
社団法人　ディレクトフォース(DF)
｜理科実験教室の活動内容のポス
ター展示。約15テーマについての実
験器材の展示や、実験による理科の
おもしろさの体験（26日）

64- ラズベリーパイで AI/IoT を体験しよう！｜一般
社団法人雲のプログラミング教室｜ラズベリーパイを
使った電子工作で、AI と IoT を体験できる子ども向
けワークショップ（26日）

42- サーフィンを 10 倍楽しくするためのガジェット
｜SurfTech (ONE JAPAN ハッカソン）｜サーフィン
の波を検知して、パドルタイミングを知らせてくれる
ガジェット（25日・26日）

43- ペットのスマートスケールとその連動アプリ｜合
同会社 Wisham｜ペットのスマートスケールおよび計
測結果をスマホアプリで表示するシステム（25日）

52- 電子プログラミング・ガジェッ
ト｜たまぷらっと｜たまプラーザ周辺
に住む人たちによるグループ。電子
部品を使ったアクセサリやインストラ
クションブロックによる Scratch の
実行ガジェットなど（25日・26日）

31- 3D プリンター実演＆造形サンプル展示｜株式会
社 3D Printing Corporation｜3D プリンターの実演
と、製造業で使用される治工具や自動車産業や航空
宇宙産業で活用される部品などの造形サンプルを展
示（25日・26日）

スポーツ・ヘルスケア

IoTデバイス・ハードウェア

プログラミング・子ども・教育



67- CoderDojo｜CoderDojo 戸部｜ボランティアの
子ども向けプログラミングサークル「CoderDojo」
の活動の紹介と子どもたちの作品の展示を行います
（25日・26日）

68- こどもパソコン IchigoJam の
紹介｜PCN 横浜｜子ども用パソコン
として開発された「Ichigo Jam」と、
プログラミング教育を行う団体
「PCN 横浜」が開発しているシール
ド基盤の展示（25日・26日）

69- ミニ四駆で障害物を乗り越えろ
｜Quattro Ace｜TAMIYA のワイル
ドミニ四駆シリーズを改造してラジコ
ン化！プログラミングの基礎を学び
ながらミニ四駆レースを楽しめます
（25日）

70- おまつりデジタルマップ｜おまつ
りデジタルマップ（ONE JAPANハッ
カソン）｜おまつりなどイベントの課題
をデジタル技術で解決します（25日）

72- ワンタイム QR コードを体験してみよう！｜株式
会社サンライトシステムサービス｜生活をより便利に
する「ワンタイム QR コード」の活用例をデモンスト
レーションします（25日・26日）

83- リーマンサットプロジェクト｜NSGL（経済局エ
コプロ）｜ポスター、チラシ等を展示し、活動内容を
紹介します（25日・26日）

73- リアル願い事が叶う「祭りんく」
｜チーム祭好き｜七夕の短冊をはじ
め、お祭りやイベントにおけるメッ
セージをデジタル化。そこから抽出
したキーワード同士を紐付けし、人
の想いや願いをつなげます（26日）

77- ラズパイ用ダッシュボードとガジェット展示｜
ミームグライダー株式会社｜誰でも簡単にラズベリー
パイを web サーバにして、取ったセンサーデータを
グラフにするダッシュボードを公開します（25 日・
26日）

78- ホットワードからのクラウドサー
ビス連携｜koriel50000｜横浜のお
じいちゃんがまくらもとでつぶやいて
( ツイート ) います。『おーい お茶』
みんなで返信 ( リプライ ) してあげ
ましょう！（25日・26日）

79- 顔認証技術を活用した製品
のご紹介（顔認証 PAD､来訪客受付
機、来客分析等）｜Nanjing zhenshi 
Intelligent Technology Co., LTD.
｜製品の機能説明を行います（25日・
26日）

80- tripla チャットボットサービス｜
tripla 株式会社｜旅行業界に特化し
た、AIが回答するチャットボットサー
ビスです（26日）

84- 雑貨製品｜株式会社オウミ｜鉄やステンレスによ
る雑貨製品の展示を行います（25日・26日）

85- NIGHT SYNC YOKOHAMA 2019｜クリエイ
ティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会事務局｜新港中
央広場で最先端デジタルコンテンツを愉しめるほか、
日本初のシステムで周辺施設を巻き込みダイナミック
な光と音の特別演出を施す、新たなイルミネーショ
ンイベントの紹介（25日・26日）

89- もくもく会活動成果｜シニアプロ
グラミングネットワーク｜シニアのプ
ログラミング学習を支援するコミュニ
ティー団体「シニアプログラミング
ネットワーク」の活動の一つ「もくも
く会」の成果を紹介（25日・26日）

90- ボックスタウン® in YMM｜合
同会社アイウェルフェア｜各地で開催
しているボックスタウン®のチャリティ
ワークショップを再現。まちの絵素材
をオリジナルの台座に貼ると、まちの
立体風景画が小箱の中に完成（25日・
26日）

91- 傘シェアリングサービス「アイ
カサ」｜アイカサ横浜｜専用傘を使っ
たシェアリングサービス「アイカサ」
の横浜エリアでの導入展開を通じ
て、シェアリングエコノミーの現状と
今後について紹介（25日・26日）

94- ユニバーサル防災大道芸｜しょ
うぼうず＆チーム・ミエルカ｜大道芸
を楽しみながら防災を学ぼう！音声
を文字化するツールも使って聴覚ハ
ンデのある人にもお楽しみいただけ
ます！（25日）

92- ココアプリ｜岩崎学園情報科学専門学校 × 港北
区地域子育て支援拠点どろっぷ｜港北区の子育て応
援アプリ「ココアプリ」の取組を紹介（25日・26日）

71- Scratchによるビンゴ、ユーホー
キャッチャーなどオリジナル抽選マシ
ンの開発｜考える力をみがく、パソコ
ン家庭教師｜ビンゴなどの抽選機を、
Scratch でオリジナルキャラクターを
使用して作成（25日）

75- 株式会社ベクトロジー｜株式会社ベクトロジー｜
FPGAコンピューティングのデモ（25日・26日）

76- 一般社団法人マシンラーニングアソシエーション｜
一般社団法人マシンラーニングアソシエーション｜
jetson nano などのエッジコンピューティングを使った
子ども向けＡＩコンピュータでデモを行います（26日）

74- デジタル DIY デバイス大集合！
｜日本工学院八王子専門学校・富士
ゼロックス株式会社｜いま流行りの
AI/IoT ツールキットを俯瞰し、イノ
ベーションプロセスをみんなで議論
します（25日・26日）

86- 手づくり甲冑｜手づくり甲冑 横浜の陣｜手づくり
甲冑の展示と着付け（26日）

88-「うごく」とは｜U-lab｜生物の
うごき、空間のうごきを、自分の形
として表現していきます（26日）

87- Th inkDes i gn  デザインを考える会｜Think
Design デザインを考える会｜様々なデザインに関心
がある人が集まるグループ。これまでに開催したイベ
ントの内容や、デザインにまつわる取組をパネル展
示で紹介（26日）

81- がんばれ！はやぶさ２！カライド
サイクルを作ろう｜はまぎん こども宇
宙科学館｜くるくると絵が変わる、は
やぶさ2の「カライドサイクル」（ペー
パークラフト）を作ります（26日）

82- 未来技術推進協会開発オリジナル SDGsボード
ゲーム｜一般社団法人 未来技術推進協会｜未来技術
推進協会はエンジニア中心のコミュニティです。今回、
エンジニア中心に SDGs ボードゲームを開発しまし
た。クラウドファンディングも開始しております（25日）

93- KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM｜京浜急
行電鉄株式会社｜京急電鉄のオープンイノベーション
プログラム、採択スタートアップの紹介（25日・26日）

96- ＭＭを｢音楽の聖地｣に｜ぴあ株式会社｜2020年
春オープン予定の１万人規模のアリーナ会場「ぴあア
リーナMM」を紹介します（25日・26日）

97- ガジェットから想像する２０５０年の横浜を描いて
みよう！｜富士ゼロックス株式会社｜各展示を体験して
みて、「2050 年の横浜」を想像し、絵に描こう！描い
た作品は会場内に掲示します（26日）

98- 西区情報発信ブース｜横浜市西区役所｜西区の魅
力を集めた写真や情報誌、区内で開催するイベントの
パンフレットを配布。また、「地域包括ケアシステム」
について、西区の取組を紹介します（26日）

99- 一時荷物預かりサービス ecbo cloak｜ecbo 株
式会社｜コインロッカーが空いてない時に、荷物預か
りができる店舗を事前に予約できるサービスです
（26日）

100- NTTCom 所有の鉄塔をコンテンツとしたイン
タラクティブストーリーの展開｜NTT コミュニケー
ションズ株式会社、株式会社フーモア｜横浜市を舞台
にインタラクティブストーリーを作成します（25 日・
26日）

デザイン・アート

まち・シェアリング

シニア

宇宙・その他

アプリ・AI

95- エンジニアの皆さん！住み心地良い横浜郊外部の
紹介｜地域密着企業・行政｜市内への企業の新規立地
が相次ぎ、今後横浜への転居を考える方へ、自然があ
り、住居費もリーズナブル、子育てにも最適な横浜郊外
部をご紹介します（25日・26日）



横浜市は、2019年１月に、研究者・技術者、起
業家、学生などの人材が、組織を越えてネット
ワークを広げ、新たなイノベーションを横浜か
ら創出していく、「イノベーション都市・横浜」を
宣言しました。これまでに、新たに設置された
みなとみらい21地区の研究開発拠点をはじ
め、様々な民間企業や、大学によりイノベー
ション人材の交流機会が形成されています。
今後、この取組がさらに認知され、大きなムー
ブメントとしていくため、「イノベーション都市・
横浜」の象徴となるロゴマーク・ステートメント
を決定しました。ロゴマークをシンボルとして
企業、団体・個人がつながり、新たなビジネス
を生み出す環境を作ります。

横浜での“クロスオーバー”から
イノベーション創出を目指して

デザイン：groovisions

［お問合せ］スマートイルミネーション横浜実行
委員会 事務局　TEL：045-633-9660 （平日
10：00～18：00）　e-mail：sij@ludens.be
http://smart-illumination.jp

11/1（金）-11/4（月・休） 
17:30-21:30
会場：象の鼻パーク・
象の鼻テラス ほか

※掲載内容は予定であり、
変更になる場合があります。
最新情報は公式HPをご確認ください。

https://yi.city.yokohama.lg.jp/yicm/

関内駅周辺に点在する複
数のスタジオを巡り、横浜
のクリエイティブの“今”を
満喫できるアート＆デザイ
ンイベントです。普段は入
ることのできない「ものづく
り」の創作現場に旅をする
ように訪ね、ワークショッ
プやトーク、作品鑑賞等、
様々にお楽しみください。

［お問合せ］アーツコミッション・ヨコハマ（公益財
団法人横浜市芸術文化振興財団）　
TEL：045-221-0212　e-mail：acy@yaf.or.jp
http://kannaigai.yafjp.org/

メディアアートシーンを牽
引する齋藤精一氏（株式会
社ライゾマティクス 代表取
締役）が企画・演出を手掛
けるイベント。新港中央広
場では、最先端のデジタル
アートやイルミネーション
が楽しめるほか、都市的ス
ケールで、周辺の建物等を
光と音で演出するスペシャ
ルプログラムも実施。

環境・省エネルギー技術とアートを
融合し、世界へ「創造的横浜夜景」
を発信する国際アートイベント。今
年は「スポーツ・からだ・エモーショ
ン」をテーマに、来場者が身体的に
気軽に楽しめ、参加・体験できるよ
うな作品を多数展示します。

［お問合せ］クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行
委員会事務局(株式会社ゼオ内)
TEL：045-227-6062(平日10:00～18:00）
e-mail：info@creativelight-yokohama.jp
https://night-sync.yokohama/

関内外OPEN！11

11/2（土）・11/3（日）
会場：JR関内駅周辺、
街中の約30のスタジオ

SMART ILLUMINATION 
YOKOHAMA  2019

横浜に、各界で活躍するクリエーター、
アーティスト、イノベーターが集合！

多彩な展示、パフォーマンス、ワークショップ等を展開します！

YOKOHAMA
横浜イノベーティブ＆

クリエイティブ月間 
Month& 

NIGHT SYNC YOKOHAMA

会場：新港中央広場を中心とした
新港地区 

11月上旬-12/27(金) 
18:00-21:10

この他にも多数のイベントを開催予定！




