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経済局ものづくり支援課
経 済 局 新 産 業 創 造 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 2019』を開催します
平成 31 年 2 月 6 日（水）～8 日（金）
２月６日（水）～８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 2019」を開催します。
節目となる第 40 回目を迎える今回は、過去最高の 806 社・団体が出展し、講演・セミナーなど
の多彩な併催行事を開催するほか、昨年ご好評いただいた「ロボット」、「IoT」の特設ゾーンや
最新技術の実演や体験ができるコーナーを新たに設置するなど見どころ盛りだくさんです！
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開催概要
(1) 会

期
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場

(3) 出展分野
(4) 出 展 数
(5) 入 場 料
(6) 主
催
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２月６日（水）～２月８日（金）の３日間
10：00～17：00 まで
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）
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
806 社・団体 出展小間数 643 小間
＜「テクニカルショウヨコハマ 2018」の様子＞
無料
公益財団法人神奈川産業振興センター、
一般社団法人横浜市工業会連合会、
出展者・出展内容詳細は
神奈川県、横浜市（順不同）
コチラをご覧ください。

開会式
(1) 日
(2) 場
(3) 次

時 ２月６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) 出 席 者 （予定）
神奈川県副知事
横浜市副市長
横浜市会議長
横浜商工会議所副会頭
公益財団法人神奈川産業振興センター理事長
一般社団法人横浜市工業会連合会会長

浅羽
渡辺
松本
川口
北村
榎本

義里（あさば よしさと）
巧教（わたなべ かつのり）
研 （まつもと けん）
均 （かわぐち ひとし）
明 （きたむら あきら）
英雄（えのもと ひでお）
＜敬称略＞
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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 2019」内に「横浜ものづくりゾーン」を設置し、
横浜の ものづくり をけん引する企業・グループの技術や製品を紹介・展示します。
新たな取引先の開拓や新しい技術の情報収集等、来場者のニーズにお応えします。
■ 横浜ものづくりゾーンでは、横浜市内の企業が皆様をお待ちしております。
◇横浜市の支援メニューを活用した技術力が魅力の中小企業
◇市内で様々な生産・開発活動をしている中小企業
◇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

「横浜ものづくりゾーン」イメージ

■ 出展者数 84 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。
■ 横浜ものづくりゾーンの特徴
会場内最大規模のエリアにて、横浜市内の中小企業が団体出展します。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。そのため、展示会の経験ノウハウが少ない企業も安
心して出展できる場となっています。

■テクニカルショウヨコハマ２０１９

会場全体構成

■当日の取材について
開会式及び会場のご取材は、当日直接運営事務局にお越しください。
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Ｉ▫ＴＯＰ 横浜ゾーン

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜ゾーン」では、Ｉ▫ＴＯＰ横浜（※）に参画する 24 社・団体（別紙参照）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を行います。
※「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」を実践する場です。

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜ゾーン」イメージ

■Ｉ▫ＴＯＰ横浜セミナーの開催について ＜経済局（Ｉ▫ＴＯＰ横浜）主催＞
タイトル IoT セキュリティにおける標準化の動向と企業が取るべき対策について
日時
２月８日（金）11:00～12:00
会場
テクニカルショウヨコハマ 2019 展示ホール内特設セミナー会場
席数
定員 150 名【参加無料】
申込み
参加登録不要
IoT 機器・サービスに対する国際標準化の動向、サプライチェーンにおけるセキュリ
ティ対策や、今後の IoT セキュリティに向けた具体的な対策について議論します。
【講師】
一般社団法人

重要生活機器連携セキュリティ協議会 代表理事 荻野 司
実施
内容
ほか

氏

【パネリスト】
・内閣サイバーセキュリティセンター 内閣審議官
三角 育生 氏
（兼 経済産業省大臣官房 サイバーセキュリティ・情報化審議官）
・株式会社 JVC ケンウッド PSIRT リーダ
伊藤 公祐 氏
松井 俊浩 氏
・情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科教授
・横浜市最高情報統括責任者補佐監
福田 次郎
➢ 詳細（テクニカルショウヨコハマ 2019「セミナープログラム」
）
https://www.tech-yokohama.jp/2019/cosp/

■実演・体験コーナーについて
テクニカルショウヨコハマでは、展示ホール内にロボット、ICT 等に関する最新技術の
実演や体験ができるコーナーを設置します。
Ｉ▫ＴＯＰ横浜からも、参画企業による最新技術の展示を行います。
【展示内容】
✧配送ロボット社会実装推進コンソーシアムによる配送ロボットの展示
✧MedVigilance による VR の仮想空間で世界中のコースを楽しめるフィットネスサービス
（CyberCyc-Riding For Real）等の展示
次ページあり
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「LINKAI 横浜金沢」フォーラムイベント

「LINKAI 横浜金沢」は金沢区の臨海部に位置し、様々
な業種約 1,300 社の企業が集積する市内随一の産業集積地
であり、昨年度、地域により親しみを持ってもらうために
「LINKAI 横浜金沢」の新名称が誕生しました。
今年度は、
「「LINKAI 横浜金沢」が目指す未来～産業集
積地の挑戦～」をテーマとしたミニフォーラムを実施しま
す。ゲストに「メイドインつづき(※)」参加企業をお迎え
し、共通の課題とそれぞれの課題を共有しながら、産業集
積地の未来について考えます。
また、若手求職者に向けて LINKAI 横浜金沢の魅力を伝
えるプロモーションビデオのお披露目も行います。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。
※「メイドインつづき推進事業」
都筑区役所では、市内有数の産業集積地である都筑区内に立地する中小
ものづくり企業が持つ高度な技術・独創的な製品を「メイドインつづき」
として PR し、販路開拓や企業間連携につながる支援をしています。

＜イベント概要＞
日時
２月６日（水）13:00～14:00
会場
テクニカルショウヨコハマ 2019 展示ホール内特設セミナー会場
席数
定員 150 名【参加無料】
申込み
参加登録不要
①
②

実施
内容
ほか

オープニング
ミニフォーラム
「「LINKAI 横浜金沢」が目指す未来〜 産業集積地の挑戦
【司会】
株式会社 大成ＥＲＣ 代表取締役
成瀬
【モデレーター】
横浜市立大学 国際総合科学群 准教授
芦澤
【パネリスト】
・横浜市金沢団地協同組合
有限会社 双葉印刷所 代表取締役
西谷
・一般社団 法人横浜金沢産業連絡協議会
有限会社 協和タイヤ商会 代表取締役
山口
・関東プリンテック株式会社 常務取締役
本多
・メイドインつづき参加企業
第一フォーム株式会社 代表取締役
澁谷
・横浜市経済局 ものづくり支援課長
中村

〜」
有沙 氏
美智子 氏

寛臣 氏
智之 氏
竜太 氏
正明 氏
隆幸
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＜主催者セミナー＞
未来に向かって進化するクルマ

「未来に向かって進化するクルマ」をテーマに基調講演とトークショーを開催します。
持続可能な社会の実現を目指すとともに、クルマと人々の体験をよりワクワクするものへと進
化させていく民間企業による取組事例「ニッサンインテリジェント モビリティ」をご紹介します。
後半は、ＴＶＫ「クルマでいこう！～ENGINE FOR THE LIFE～」にご出演のモータージャ
ーナリスト岡崎 五朗氏、藤島 知子氏と共にＥＶ化や自動運転など自動車業界における状況が大
きく変わっていく中、未来のクルマは社会に何をもたらすのか、社会はどうなっていくのかを中
心に、関係者間でトークショーを行います。
＜セミナー概要＞
日時
２月６日（水）14:30～16:00
会場
テクニカルショウヨコハマ 2019 展示ホール内特設セミナー会場
席数
定員 150 名【参加無料】
ご好評につき、事前申込みは締め切りました。
申込み
当日キャンセルが発生した場合のみ聴講できます。ご参加を希望の方は会場で直接
お問い合わせください。
① 基調講演
【講師】
日産自動車株式会社
総合研究所モビリティ・サービス研究所

所長

山村 智弘 氏

② トークショー
【登壇者】
◆日産自動車株式会社
実施
内容
ほか

総合研究所モビリティ・サービス研究所

所長

◆モータージャーナリスト

岡崎

五朗 氏

◆モータージャーナリスト

藤島

知子 氏

山村

智弘 氏
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＜主催者セミナー＞
宇宙ビジネスの最新動向と未来について

将来的に飛躍的な市場の拡大が見込まれ、国家プロジェクトとしての宇宙開発から民間主体へ
と変化している「宇宙ビジネス」について、各方面の最前線で活躍される講師をお迎えし、最新
の動向をご紹介いただくほか、パネルディスカッションにより将来の可能性等について考えてい
きます。
＜セミナー概要＞
日時
２月７日(木)14:30～16:00（14:00 受付開始）
会場
パシフィコ横浜 アネックスホール(展示会場２階)
席数
定員 200 名【参加無料】
参加登録要
申込み
「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/2019/cosp/
講演とパネルディスカッション
【モデレーター】
慶應義塾大学
システムデザイン・マネジメント研究科教授

神武 直彦 氏

【パネリスト】
◆経済産業省
実施
内容
ほか

製造産業局宇宙産業室長

淺井 洋介 氏

◆国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
新事業促進部事業推進課長

杉田 尚子 氏

◆株式会社 由紀精密
製造部長

上野 雅弘 氏

■セミナー開催にあたって
本セミナーは横浜市経済局のエコノミックスプロジェクト（※）における、宇宙ビジネスプロ
ジェクトの活動の一環として企画し、主催者セミナーとして開催いたします。
※横浜市経済局では、職員の自由な発想で風通しのよい職場にするため活動としてエコノミックスプロジェクト（経済
局改革推進委員会）を実施しています。この活動では、「健康経営」「職員交流」「企業協働」などについて、所属の
枠を越えて有志職員が主体となって、さまざまな取組を進めています。
今年度、これらの取組に加え職員自らの発案による「宇宙ビジネスプロジェクト」を立ち上げ、昨今注目を集め
ている、この分野についての情報収集や今後のアプローチについて研究を行っています。

お問合せ先
経済局中小企業振興部ものづくり支援課長 中村 隆幸
経済局成長戦略推進部新産業創造課長
髙木 秀昭

Tel 045-671-3839
Tel 045-671-3913（Ｉ▫ＴＯＰ横浜に関すること）

