
【クイーンズスクエア横浜クイーンズサークル】

A-01 ※1/28のみ出展 A-02 日本丸メモリアルパーク内 よこはまコスモワールド横

Minecraft ワールド体験
遠隔運行監視システム

～マクニカモビリティデータプラットフォーム～
NAVYA自動運転バス試乗体験会

Minecraftカップ運営事務局 株式会社マクニカ 株式会社マクニカ

from マイクラ from 横浜市港北区 from 横浜市港北区

#Minecraftカップ
#ファイナリストのワールド体験
#元町商店街のワールド体験
#誰でも参加できるよ！

#自動運転
#遠隔運行監視
#MaaS
#データ利活用

#自動運転レベル4
#次世代モビリティ
#MaaS
#日本国内導入実績あり

横浜の元町商店街を舞台にした作品やMinecraftカップ
ファイナリストの作品なども体験可能です。誰でも参加
可能なのでぜひ遊びにきてください！

まちを走行するモビリティの運行状況を遠隔からリアル
タイムに監視・管理するシステムです。将来的なセーフ
ティドライバーが乗車しない完全無人化での運行を見据
えると、ひとりの遠隔監視者が複数の車両運行状況をリ
アルタイムに監視・管理するシステムが求められます。

日本丸メモリアルパーク内にてNAVYA 自動運転バスが自動運
転走行を実施します。日本国内では、すでに導入されている
実績があり、各地で数多くの実証実験も実施しています。こ
の機会にぜひご乗車ください！

A-03 A-04 A-05

少しだけ未来を先取りしたリビングを体験 ロボット操縦体験「ガチャ玉すくい」 わかりやすい字幕表示システム

LG Jpan Lab株式会社 THK株式会社 京セラ株式会社

from 横浜市西区 from 東京都港区 from 横浜市西区

#少しだけ未来
#リビング
#映像
#体験

#ロボットパイロット
#遠隔操縦体験
#ロボットと記念写真
#子供も大人も

#リアルタイム文字起こし
#多言語翻訳
#動画再生
#簡単設置

未来を感じる部屋をイメージし、日本ではあまり馴染み
のない家電製品（大型有機ELテレビ、スタイラー、案内
ロボット、近接プロジェクターなど）を展示しています。
映像と体験を通して少しだけ未来のリビングでおくつろ
ぎください！

遠隔操作可能な等身大ヒューマノイドによるガチャ玉す
くい体験。全身でモーターが28個、上半身だけでも22個
のモーターで構成されたロボットを遠隔操縦装置で自分
の身体の一部のようにコントロール。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、マスクやアク
リル板などが多用され、「声が聞こえづらい」「口元が見に
くい」といった会話の障壁が生まれています。音声をリアル
タイムに認識し、字幕や図解として表示することで、会話の
聞き取りづらさを解消するシステムです。

A-06 A-07 クイーンズサークルステージ横

魔改造モンスターと仲間たち 自由視点映像「Volumetric Video」の体験 キャリー5G®

I社ものづくりサークル
株式会社ドコモビジネスソリューションズ

株式会社NTTコノキュー
株式会社クレッセント

株式会社ドコモビジネスソリューションズ

from 横浜市磯子区 from 横浜市西区 from 横浜市西区

#「魔改造の夜」モンスター実演
#エンジニアの解説付き
#ラジコンで遊べます
#親子で楽しめます

#VRゴーグルで視聴
#３D立体映像！
#全方位から見られる！
#至近距離でも見られる！

#期間限定5Gエリア
#必要な場所にその都度作れる
#高速大容量・低遅延・多端末接続
#本イベント内の実証実験にて活用

NHK BSP番組「魔改造の夜」に出演したモンスターを展
示・実演します。「6mの高さから着地して4足歩行するネ
コちゃん」や「綱引きができる電気ケトル」など。サー
クルメンバーが製作した作品たちも合わせてお楽しみく
ださい。

自由視点映像の３D映像「Volumetric Video」をVRゴー
グルで体験！
３Dデータ化された被写体の動きを、360度自由な位置・
角度から視聴可能です。ダンスやスポーツなど、臨場感
のあふれる映像をご体験いただけます！

・“一時的”なエリア化要望にお応えし、ドコモの５Gエリア
を構築

・状況に合わせて５G通信機器をご用意し、ご要望エリアに
設置

・従来より安く早く、５Gエリアを提供可能
・限られたスペースでも設置できるコンパクトタイプも登場

A-08 A-09

未来のためのサバイバル エコピースを探そう 声質変換技術「TransVox」による声優体験

ＡＧＣ株式会社 ヤマハ株式会社

from 横浜市鶴見区
from 浜松市

（2024年横浜市西区進出予定）

#科学漫画サバイバルとコラボ
#小学校低学年向け
#クイズに答えよう！
#エコな技術を体験

#好きな声でアバターになろう
#声優体験
#音声技術最先端
#未知の体験

科学漫画「サバイバル」とコラボレーションした企画で
す。体験しながらクイズに答えることで、エコに関する
新しい技術を学習できます。

声質変換技術「TransVox」に体験ができます。マイクに
向かって話したあなたの声がAI技術によってあらかじめ
学習されたプロの声優さんの声に変わります。感情の表
現ができる最先端の音声変換をご体験ください。

事前予約制



【クイーンズスクエア横浜クイーンモール】

B-10 B-11 B-12

学生発！触れる！楽しい！便利！作品展示 次世代広告「サイネージロボット」 ロボット活用をテーマにしたNFT＆メタバース展示！

学校法人岩崎学園 情報科学専門
学校

THK株式会社
特定非営利活動法人

ロボットビジネス支援機構
（RobiZy）

from 横浜市神奈川区
(横浜駅きた西口近く)

from 東京都港区 from 東京都千代田区

#子供向け＆大人向け
#産学連携成果
#触って遊べる
#ロボット・ゲーム

#ターゲティング広告
#属性分析
#視聴分析
#人流測定

#ロボット
#NFT
#メタバース
#コンペティション

身振り手振りで演奏！ゲームをクリアすると電子ガチャ
から景品が出てくる！？３Dマネキン！？あおり運転を警
告！？IoTで謎解き！相手によって対応が変わるロボット
(NUWA Robotics社 Kebbi利用)！etc.. 学生達が作った作
品を多数展示します！

自律走行可能なサイネージロボットで、人流測定、視聴
率測定、視聴者の属性分析によるターゲティング広告が
可能です。合わせて、遠隔オペレーターによるコミュニ
ケーションも可能です。

RobiZy設立5周年記念企画として開催した”ロボット活
用”をテーマにした「NFTコンペ作品」を展示します！
将来予定している「メタバース × ロボット」の世界
観もご紹介します。
ロボットとは？NFTとは？メタバースとは？を見て楽し
んで知って頂けます！

B-13 B-14 B-15

施設点検ロボット「BambooBot」
ヒトの不思議なメカニズムを体験

～立位年齢®測定など～
会員の作品展示

株式会社RoboSapiens
横浜国立大学/UNTRACKED 

Inc.
ファブラボ関内

from 東京都新宿区 from 横浜市保土ケ谷区 from 横浜市中区

#自律移動ロボット
#操作体験
#施設点検
#伸縮アクチュエータ

#転倒リスク・ロコモ・フレイル検
査 #世界初！
#子ども向けのアプリもあります。
#その他、YNU研究拠点の紹介

#デジタルファブリケーション
#fablab
#関内桜通り
#Fab Academy

巻尺を用いた独自の伸縮機構を備えていて、40cm〜2mの
高さまでセンサーやカメラを昇降することができる、施
設点検ロボット「BambooBot」の展示をします。巻尺アク
チュエータの操作体験もできます。

ヒトの不思議な仕組みを利用した体験型デバイスを準備
しています。世界初の転倒予防・リスク検査（立位年齢
®測定／ロコモ・フレイル測定）技術や，お子様向けの
体験コーナーなどもあります（島研究室）。
http://www.bmer.ynu.ac.jp/

レーザーカッターや３Dプリンター等のデジタル工作機
械のテクノロジーに身近にアクセスできる工房です。
会員の作品を展示します。MIT発のオンラインハンズオ
ン授業 Fab Academyの開講ラボです。

B-16

車いすを魔改造！簡単電動化キット「ついんハム」

＠ち～む

from 厚木市

#車いすを簡単に電動化！
#あたらしい操縦体験！
#他がやらぬことをやってみた！
#自分たちでモノづくりに挑戦！

「ついんハム」は、要求に応じモータを制御することで、
その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
トユニットです。このHAMユニットを2台使用した電動車
椅子を製作しています。

http://www.bmer.ynu.ac.jp/


【（一社）横浜みなとみらい21プレゼンテーションルーム】

C-17 C-18 C-19

夢を形に、未来を身近にロボット体験！！ 子供が遊べるいろんなガジェット スマホの画面を見ないで移動できるナビデバイス

(一社）横浜すぱいす たまぷらっと LOOVIC株式会社

from 横浜瀬谷区 from 横浜市都筑区 from 東京都中央区

# 夢を形に！
#子どもも高齢者も！
#触って動かして！
#未来へ近づく、ワクワク体験！

#子供向け
#自分でさわれる
#初めてのプログラミング
#体験証発行

#世界初、空間認知の社会課題解決
#自立支援モビリティデバイス
#2023 CES出展スタートアップ
#グリーンテック＆スマートシティ

”皆が元気になる応援団ロボット”とあったらいいなを形
に！誰もが”わかる、触るが楽しいロボット体験”。市内
小中学校、1000人以上に出前教室、90代の方も「これから
の生き方が見えた」と大好評！
facebook.com/yspice2015

子供が電子工作やプログラミングに興味を持つようなガ
ジェットをそろえています。男の子も女の子も楽しめるよ
うないろんなおもちゃを通じて科学・工学に興味をもって
ほしい！

首にかけるデバイスにより、景色に集中して移動できるサービ
スを開発。安全かつスムーズに目的地に到着できるようにし、
従来のナビによる安全の課題や、景色を楽しむ時間のロスを解
決する世界初の移動支援による老若男女問わず利用できるバリ
アフリースマートガイドサービス。

C-20 C-21 C-22

LoRa無線と宝箱 木製の枡を活用した見守りIoTデバイス

マイアクリエイト 暮らしテクニカ

from 大阪府柏原市 from 横浜市

#LoRa無線
#IoT
#マイコン
#LED

#IoT
#木製
#見守り
#コミュニケーション

IoTに最適なLoRa無線モジュールを使った基板を作製してい
ます。
長距離無線通信の機器開発が容易にできます。
マイコンを使った電子機器の開発でLEDなどを使ったガ
ジェットなども作製しています。例えば、宝箱は開ける時
のワクワク感をLEDで表現しました。

IT・IoT技術で暮らしの質を上げるためのデバイスを目指す活
動です。今回はお互いの気配をを察する形で、相手を見守るデ
バイスを展示しています。品質基準外になった枡を活用し、生
活空間に馴染むデザインが特徴になります。

C-23 C-24 C-25

DIY人工筋肉と前骨格ロボット クラッピーバース(タケモトピアノVR reprise) 「ぼうがいイライラ棒」とつくる～むメンバーの作品展示

create_clock クラッピーシンドローム つくる～む海老名

from 川崎市 from 京浜虚業地帯 from 海老名市

#折紙で作る人工筋肉
#家で作れる人工筋肉
#等身大ガイコツロボットが踊
る！
#ガイコツロボットが光る！

#小人体験ができる!
#白井式重力制御装置!!
#メタ構造の空間体験!!!
#クラッピーがお出迎え!!!!

#イライラ棒
#ゲーム
#子供向け
#企業内の部活動

空気を使って動くDIY人工筋肉を展示します。折り紙を使っ
ているので、ご家庭でも作ることができます。また、小さ
な空気ポンプでも大きな力を出すことも可能です。また、
等身大の半透明ガイコツの「前骨格ロボット」があなたと
一緒に踊ったり、歩いたりすることもできます。

様々なVR機器を活用して小人になった体験ができます。
VRの体験者だけでなく小人界と実世界がつながった世界観
をまわりの皆さんにも体験いただけます。

子供から大人まで楽しめる新感覚の「ぼうがいイライラ棒」の
展示を中心に、メンバーの力作を展示します。遊びに来てくだ
さい。

C-26 C-27 C-28

ビッグボールロボの操縦体験 ProjectionBall ビーチクリーニングロボット

Assistech Design Lab Crescent Seaside Robotics

from 奈良県 from 横浜市鶴見区 from 神奈川県逗子市

#大きいロボット
#ロボットを操作
#QRコード読みでスマホ操作
#こども、障がい者向け

#レーザープロジェクタ
#ヒカリモノ
#ロボット制御技術
#残像効果

#ロボット
#海ゴミ
#プラスチックゴミ
#画像認識

大きなビーチボール型ロボットです。
大きくても危険はありません、ビーチボールですから。
QRコードを自分のスマホで読み込んで操縦します。
https://protopedia.net/prototype/3232

今まで高価でライブイベントなど限られた分野でしか使わ
れていなかったレーザープロジェクタを、ロボット工学の
技術を応用し、低価格で誰でも使えるプロジェクション
ボールという小型レーザープロジェクターを開発しました。

ロボットによる環境に対して非侵襲な海岸清掃とプラスチック
などのゴミ収集自動化を目指すSeaside Roboticsによる試作機
の展示です。
https://www.1101001000.com/seaside-robotics

調整中



【（一社）横浜みなとみらい21プレゼンテーションルーム】

C-29 C-30 C-31 ※1/28のみ出展

好きなキャラクターでつくるAIアシスタント
「ACUAH」

映像と連動する対話型ロールプレイング
「Active Cinema Learning」

マインクラフト「メタバース」プログラミング体験

project_ACUAH Narrative合同会社
一般社団法人雲のプログラミン

グ教室

from 千葉県千葉市 from 横浜市港北区 from 横浜市西区

#推しキャラ
#AIアシスタント
#ホログラム
#Androidアプリ

#音声認識AI
#対話型ロールプレイング
#アクティブラーニング
#言語化と価値観共有

#マインクラフト
#プログラミング
#子ども向け
#メタバース

手軽に推しキャラをAIアシスタントにできます。お手持ちの
スマートフォン（Android）で動作。疑似ホログラムスタン
ドに載せれば裸眼立体視も体験できます。
https://acuah.info/

最新の音声認識AIによってユーザー発話の意図や結論を瞬時
に把握し、
リアルタイムに適正な映像シーンに切り替えることで、
「ユーザーが映像ストーリーの当事者となってロールプレイ
ングすること」が可能となります

子どもたちに人気のものづくりゲーム「マインクラフト」の
メタバース空間に、人気キャラクターの「クリーパー」を作
るプログラミングを親子で楽しく体験できます。プログラミ
ング授業の習得のため、是非ご活用ください！

C-32 ※1/28のみ出展 C-33 C-34

ISC学生によるこどもプログラミング体験 IoTを身近に！ 便利で楽しいガジェットの紹介 仮想二足歩行ロボット格闘技大会「ニソコンVR」

情報科学専門学校
ifLinkオープンコミュニティ

IoTメイカーズ部
VRホビーロボット集会

from 横浜市神奈川区 from 東京都品川区 from  川崎市

#子供向け
#ロボットプログラミング
#動く！！
#しゃべる！！

#ほっこりしたIoT
#ビジネスで使えるIoT
#パーティで目立つIoT
#カードで作れるIoT

#VRでロボコン
#メタバース
#二足歩行ロボット
#一緒に写真

「プログラミングフォロ」という６足ロボットを動かすプロ
グラミング体験ができます。子供から大人まで楽しめる可愛
いロボットです！

ifLinkオープンコミュニティはIoTの普及を目標として、国
内100以上の企業、学校、団体が参加するコミュニティです。
単に便利なだけでなく、人に寄り添い人の心を豊かにするも
のであって欲しいという考えから作られた、楽しく便利な
IoTガジェットを展示します。

VR上で開催されている仮想二足歩行ロボット大会「ニソコン
VR」の紹介映像のほか、VR上でモノづくりに興味のある方が
集まる集会「VRホビーロボット集会」の参加者のロボットの
展示を行います。VRアバターを模したヘッドを付けたリアル
アバターも、もしかしたらいるかも。

C-35 C-36 C-37 ※1/28のみ出展

社会貢献アプリ「actcoin（アクトコイン）」 ものづくり体験を通じた対話 × デジタル！
球体型ロボットomicroと仮想障害物を用いた球体型

ロボットの制御補助システム
ソーシャルアクションカン

パニー株式会社
横浜市ことぶき協働スペース

LOCAL GOOD YOKOHAMA
一瀬卓也

from 東京都港区 from 横浜市

#社会貢献
#SDGs
#アクションの見える化
#ゲーミフィケーション

# 精神障害などの社会的困難
# 自己肯定感アップ
# コミュニケーション
# キッカケづくり

#AR
#デジタルツイン
#ロボットボール
#メタバース

社会問題についての学びや、課題解決に向けた実践などの
ソーシャルアクションを独自のコインで可視化するサービス
です。一人ひとりのアクションによってコインが貯まり、エ
シカルグッズの獲得やソーシャルグッドイベントの割引/無
料招待などの特典に繋がります。

何らかの社会的困難を抱えている方に、ものづくり×テクノ
ロジーの楽しさを体験してもらい、自己肯定感の向上や、コ
ミュニケーションのキッカケにしてもらうため、ロボットの
外観をペーパークラフトで製作する。着せ替えた「あなただ
けのオリジナル・ロボット」の操作を体験！

球体型ロボットと仮想障害物を用いた球体型ロボットの制御
補助システムを展示します。球体型ロボットを手動で長時間1
人で制御することは難しいため、ARで制御サポートできるよ
うにしました。

C-38 ※1/28のみ出展 C-39 ※1/28のみ出展 C-40

VRロボット遠隔操作システム 小さくてかわいい「萌萌IoTシリーズ」のデモ スマートロボット[KebbiAir]

鮫洲レーシング
フローライト・テクノロジーズ

株式会社
NUWAロボティクスJAPAN

株式会社

from 横浜市鶴見区 from 東京都調布市（電気通信大学内） from 横浜市西区

#ロボット
#遠隔操作
#かわロボ
#VR

#かわいいIoT
#テクノロジーで生活を便利に
#二酸化炭素濃度計
#猫トイレ用デバイス

#コミュニケーションロボット
#各種コンテンツを簡単作成
#表現力の高いパフォーマンス
#顔認識、画像認識機能搭載

自分で作ったロボットに乗り込んで操縦したい！そんな夢を
VRで叶えました。
自作の"かわロボ"に全天球カメラを搭載してVRゴーグルを
使って遠隔操作出来るシステムを作りました。（操縦は出来
ません。VR体験は13歳以上です）

生活を便利にしてくれる「小さいIoT」をコンセプトに開発
した製品をご紹介します。今回はCo2センサーと連動して色
が変わるライトと猫トイレ用デバイスのデモをご覧いただけ
ます。
https://note.com/fluorite_tec/

マルチシーンで使える AI スマートロボット。顔認識や能動
的な会話機能で、パーソナライズされたサービスが提供でき
ます。今回は、シニア向け、教育向け、事務所、病院向け受
付用途などのコンテンツを豊かな表情と動きでご案内いたし
ます。
https://www.nuwarobotics.com/ja/

C-41 ※1/28のみ出展

オリジナルミニ四駆をつくって走らせよう！

主催 NPO法人未来のカタチ
協力 FAB RACERS

from 東京都港区

#オリジナルミニ四駆
#デザイナー体験
#未来のサーキット
#親子で参加！

ペットボトルなどを作る機械『バキュームホーム』を使い、
世界にたったひとつしかないオリジナルミニ四駆を作ります。
キットを組み立てるだけでは無く、自分でデザインし走らせ
る体験は格別です。こどもも大人も夢中になること間違いな
し！
https://mirai-no-katachi.org/posts/yoxofes_2022

https://acuah.info/
https://note.com/fluorite_tec/
https://www.nuwarobotics.com/ja/
https://mirai-no-katachi.org/posts/yoxofes_2022


D-42 D-43 D-44

資生堂 S/PARK Studio 美活ジム
美のひらめきと出会う場所

～資生堂 S/PARK～
「魔改造の夜展」in横浜

～おもちゃ・家電を怪物マシンに！～

株式会社 資生堂 株式会社 資生堂 NHK横浜放送局

from 横浜市西区 from 横浜市西区 from 横浜市中区

#美活ジムアプリ
#笑顔度測定
#フェイスマッスルエクササイズ
#肌と表情のセルフケア

#肌チェック
#化粧品の科学
#ご家族で楽しめる
#Podcast好きとつながりたい

#魔改造の夜
#ワンちゃん25m走
#ペンギンちゃん大縄跳び
#モンスターマシン

①S/PARK Studio美活ジムが開発した表情の測定アプリ
が体験できます。②美活ジムアプリで表情を測定後、
美活ジムフェイスマッスルエクササイズを体験。顔が
動かしやすくなる実感と、アプリ測定で前後の変化を
お楽しみいただけます。（所要時間15分程度）

資生堂の研究所で働く研究員や美容部員たちによる肌
チェックやプチカウンセリング、土曜日にはご家族向
けの化粧品に関する科学体験を提供予定です。詳しく
は、ポッドキャスト番組「美のひらめきと出会う場所
～資生堂S/PARK～」をご確認ください。（12/30配信予
定）

超一流のエンジニアたちが極限のアイデアとテクニッ
クを競う番組「魔改造の夜」。おもちゃや家電がえげ
つないモンスターへと姿を変えます。番組内で紹介し
たモンスターマシンの展示と実演を行います！
https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/

D-45 D-46

宇宙エレベーター
ロケットの実物部品にふれて、打上げを体験し

てみよう！

神奈川大学 三菱みなとみらい技術館

from  横浜市神奈川区 from 横浜市西区

#宇宙
#世界最速
#最新研究
#操縦体験

#ロケットの打上げ
#子供向け
#宇宙好き
#親子で体験

宇宙エレベーターは地上と宇宙をケーブルで結ぶ次世
代の輸送機関です。宇宙エレベータ構想の詳しい解説
と、クライマーと呼ばれる研究中の昇降ロボットを展
示します。小型クライマーの操縦体験も可能です。
http://space-ev.kanagawa-u.ac.jp/

みなとみらいにある三菱みなとみらい技術館から、ロ
ケットの実物部品や素材を展示。ロケット打上げ輸送
サービスを行う三菱重工グループのお仕事紹介や、親
子で体験できる実験やかんたん工作も！
https://www.mhi.com/minatomirai/

【ランドマークプラザフェスティバルスクエア】

https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/
http://space-ev.kanagawa-u.ac.jp/
https://www.mhi.com/minatomirai/


【みなとみらい駅みらいチューブ】

F-47 F-48 F-49

知的好奇心が未来をつくる「Dino Camp」ワー
クショップ

LoRa WAN ゲートウェイとセンサーデバイス
着るモビリティ MOBILE WEAR

（モビルウェア）

株式会社フロンテッジ 株式会社オープンウェーブ 交通デザイン研究所

from 東京都港区 from 横浜市神奈川区 from 埼玉県朝霞市

#恐竜ワークショップ
#化石発掘体験
#プログラミング体験
#親子で楽しめる

#LoRa WAN ゲートウェイ
#LoRaセンサーノード
#The Things Network
#IoTプラットフォーム

#着るモビリティ
#超個人的交通機関
#立っても座っても移動できる
#誰でも組み立て・分解可

恐竜をテーマとしたワークショップ型イベントDino 
Camp。本物の化石発掘体験、子どもの想像力を養うペ
イント・ザ・ダイナソー、恐竜の生態を学びながらプ
ログラミング体験等、楽しみながら学べるワーク
ショップです！ https://www.frontage.jp/
※トレジャーハンター化石発掘体験：参加費1,650円
※ペイント・ザ・ダイナソー：参加費1,320円

LoRaWANに接続するゲートウェイと、LoRaセンサーノード、
およびLoRaWANのサービスである、The Things Networkと
センサーデータを可視化するIoTプラットフォームをご紹
介いたします。

MOBILE WEAR（モビルウェア） は移動をハックする超
個人的交通機関。衣服の様に身に着け、立ち姿勢およ
び座り姿勢で移動することができます。簡単な工具だ
けでIKEAの組立家具のように誰でも組立・分解・調整
が可能です。

F-50 F-51 F-52

ものつくりグループ 製作物紹介 SHINみなとみらい 横浜スタートアップブース

みなとみらいものつくり
グループ

神奈川県 横浜スタートアップ

from ファブラボみなとみらい
他

from みなとみらい from 横浜

#ものつくり好きな人の集まり
#初心者・学生・社会人
#レーザーカッター、3Dプリンタ
#一緒に楽しむ

#KSAP
#オープンイノベーション
#スタートアップ
#神奈川県

#横浜
#スタートアップ
#ガジェット
#展示

物を作ることが好きな人の集まりです。レーザーカッ
ターや3Dプリンタなど 各自好きな方法で作った物を
発表します。UVプリンタで装飾したオリジナルのアナ
ログプレーヤーやギターエフェクターなど電子工作も
展示します。

「SHINみなとみらい」ではベンチャー企業の成長促進・
行政や支援機関との交流が行われています。今回は社会
課題を解決する「社会価値型」スタートアップを支援す
るKSAPのメンバーや、日常的に拠点を利用しているメン
バーが参加します。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/shin/shinmina
tomirai.html

横浜をフィールドに社会課題の解決に挑戦するスター
トアップが試作品や新たな製品等の展示やデモを行い
ます。

F-53 F-54 F-55

ペーパークラフト「クラウドプリント」体験 次世代型電動車椅子乗車体験 未来のスポーツ習い事「ウゴトル」の体験

JBMIA/富士フイルムビジネ
スイノベーション株式会社

城西国際大学観光学部金子ゼミ
株式会社ウゴトル
× 東急株式会社

from 横浜市西区 from from 東京都品川区

#プリント無料体験
#子供向け
#ペーパークラフト
#簡単

#電動車椅子
#観光利用
#誰でも乗れる！
#一緒に乗ろう！

#スポーツ
#ダンス
#習い事
#通わず学ぶ

どこでもプリントできる「クラウドプリント」の無料
体験！大人も子供も楽しめるペーパークラフトをプリ
ントしてお持ち帰りいただけます。
メーカーの垣根を超えた、未来の複合機の使い方をご
覧ください！
https://mfd.jbmia.or.jp/newnormal/print.html

電動車椅子を観光利用を促進するために北海道上士幌町
で行なっている実証実験の様子を映像配信します。時間
によっては、電動車椅子も会場に登場し試乗もできま
す！
https://www.jiu.ac.jp/tourism/faculty/detail/id=114
84

未来のスポーツ習い事「ウゴトル」の体験ができます。
レッスンに通わず自宅や公園で自分のタイミングと
ペースで学びを進め、様々なスポーツやダンスに触れ
て自分やお子様の可能性にチャレンジできます。
https://ugotoru.com/

F-56 F-57

最先端のバリアフリー「字幕メガネ」の体験
健康寿命を延ばそう

「MAQUP（メークアップ）」体験
エヴィクサー株式会社

× 東急株式会社
株式会社マクニカ

from 東京都中央区 from 横浜市港北区

#上映会やってます！
#耳の聞こえにくい方向け
#インバウンド対応
#障害者差別解消法対応

#高齢者向け
#健康寿命
#体力測定
#当日測定結果お戻し

109シネマズ全館や全国の映画館で使われている耳の聴
こえない、聴こえづらい方向けの観劇補助デバイス
「字幕メガネ」を体験できます。最先端のバリアフ
リー体験をどうぞ！音響連動ペンライトなども体験で
きます。
https://hellomovie.info

フレイル予防サービス「MAQUP（メークアップ）」の体験
ができます。
60歳以上の自立高齢者の方を対象に、6つの質問の回答と
デジタルを用いた体力測定により、当日測定結果をお返
しします。
https://maqup.macnica.co.jp/login/

https://www.frontage.jp/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/shin/shinminatomirai.html
https://mfd.jbmia.or.jp/newnormal/print.html
https://www.jiu.ac.jp/tourism/faculty/detail/id=11484
https://ugotoru.com/
https://hellomovie.info/
https://maqup.macnica.co.jp/login/


【新都市プラザ】

G-58 G-59 G-60

「健幸度®」測定アプリ「Happiness Book」の体験 最新板金技術で製作した造形物と搭乗型ロボット
合理的配慮をほっこりに

心のバリアを軽やかに乗越るアプリ袖縁
Social Healthcare Design 

株式会社
株式会社佐藤製作所 株式会社 袖縁

from 横浜市中区 from 横浜市鶴見区 東京都中央区

#ウェルビーイング
#健幸度®測定
#個別最適化意思決定支援
#労働生産性向上

#板金加工
#ファイバーレーザー溶接
#搭乗型ロボット
#一緒に写真

#合理的配慮の法的義務化の助っ人
#障害者購買力13兆円ドルを引込む
#心通うほっこり共生タウンの実現
#環境の次は共生

ウェルビーイングの状態「健幸度®」を測定するアプリ
「Happiness Book」。88問アンケート（15分程度）に答えると
あなたの健幸度®を測定できます。幸せはココロ・カラダキズナ
の健康から。ウェルビーイング経営を目指す企業にもお勧めの
サービスです。

最新の板金技術を使って製作した板金造形物を展示します。
また、弊社で製作した搭乗型ロボットも展示します。ロボッ
トに乗って写真も撮れます。
http://www.satou-ss.co.jp/

障害者や高齢者、ヘビー゙カ利用者や外国人等困り事に遭い
やすい要配慮者か手゙助け依頼すると、駅なら駅員、店なら
店員が手助けに来てくれるスマホアフリ゚。居場所に応じた
事業者への依頼て安゙全&適切、ツールとしてユニハー゙サル 、
「あんちょこ(トリセツ)」て安゙心&ほっこり。

G-61 G-62 G-63

「ロボット開発"FUN"実践講座」教材ロボット体験 次世代型セルフケア枕「ハンモックピロー」の体験 投資＋支援型お菓子工房『スイーツファンド』

株式会社アサイ・エンジニア
リング

株式会社エムアイストーリー 株式会社未来設計Lab

from 横浜市磯子区 from 横浜市中区 from 横浜市青葉区

#自分だけのオリジナルロボット
#イノベーション人材育成
#顔を描いて踊らせよう！
#創造力を養う

#頭を浮かせてリラックス
#肩こり 首こり 睡眠改善
#東海大学で検証
#日本・米国 特許取得！

#お菓子のサブスクリプションサー
ビス
#経済活動促進プロジェクト
#人への支援と投資
#企業CSR

イノベーション人材を育てる「ロボット開発"FUN"実践講座」。
今回はその教材ロボットの顔を描き踊らせる楽しい体験を提供
します。
https://asai-eng.co.jp/course/

頭を空中で支える「ハンモックピロー」の体験ができます。
ストレス解消・睡眠改善には首の緊張をゆるめることが大切
です。アロマ＆音楽の癒し体験や、ハンモックピロー体操の
体験ができます！
https://www.m-i-story.com

経済活動に参加する障がい者や困難な状況にある方を商品
の購入を通して応援し後押しする取り組み。定期購入が商
品や組織の成長を促進し、より美味しい配当を受けとるこ
とが出来る『すべての人に甘く美味しい』仕組み。法人で
採用頂きCSRやSDGsの一環とすることも可能です。

G-64 G-65 G-66

ボール型ディスプレイ「neon」 4セグ、点字、自作ゲーム機

チーム「neon」 きいちご魔法店

from 横浜市西区 from 横浜市

#ディスプレイ
#ボール
#手のひらに乗るディスプレイ
#ガジェット

#4セグメントLED
#点字
#オリジナルゲーム
#初公開！！

直径１０cmのボール型ディスプレイです。
手のひらの上に乗せることができます。

世界初となるオリジナルデザインの4セグメントLEDとそれを
使ったガジェット、レーザー加工機で作成した点字を使った
ボードゲームピースや点字スタンパ、オリジナルゲーム機を
ご紹介予定です。またFlashAirやGreenPAKを用いたガジェッ
トなどの展示を行います。

調整中

http://www.satou-ss.co.jp/
https://asai-eng.co.jp/course/
https://www.m-i-story.com/


【桜木町駅前】

H-67 H-68

CAT® Next Generation コンシェルジュロボット「しおりん」

キャタピラージャパン THK株式会社

from 横浜市西区 from 東京都港区

#働くくるまに乗ってみよう！
#働くくるまと記念写真
#子供向け
#運転手気分

#ロボットが観光案内
#等身大ヒューマノイド
#イベントのお手伝い
#コミュニケーション

本物の建設機械（ショベルカー等のはたらく車）の操縦席に乗れます。
ボールプールでミニチュアショベルカーの操縦を疑似体験できます。

インターネットを介した遠隔操作でコミュニケーション可能なロボット
です。人の動きをトレースし「おもてなし」の所作を実現できます。外
見についての自由度も高く、髪型、服装も変更可能で、用途に応じた対
応が可能です。


