
2023.1.27 （金） 11:00～20:00 
2023.1.28 （土） 11:00～17:00

みなとみらい21地区、横浜駅東口、関内地区

※1 入場料は無料です。（一部有料のプログラムがあります）
※2 本事業には、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用により、つぎの企業からご寄附をいただいています。（企業名公表に同意いただいた企業のみ、五十音順）
ケーラインサービス株式会社、株式会社日橋コンサルタント、株式会社マイベスト、三井不動産株式会社、三菱地所株式会社

ブース出展
企業、団体、学校、個人のロボ
ティクス、AI、ヘルスケア、モビ
リティなどあらゆるジャンルの
展示、デモ

小中学生も楽しめる
参加型ワークショップ
プログラミング、宇宙、ミニ四駆、
化石発掘、マインクラフト、科学
漫画「サバイバル」とコラボレー
ションなどワークショップ多数

テレビ番組連携
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」モンス
ターマシンの展示と実演を行
います！　

トークセッション
大企業×スタートアップ、アイ
デア・バトル、スタートアップ・
エコシステム拠点都市による
トークイベントなど

新都市プラザ
横浜新都市ビル（そごう横浜店）地下2F正面入口前

クイーンズサークル
クイーンズスクエア横浜1F みなとみらい駅から長いエスカレーターを上がって右手

G

A

クイーンモール
クイーンズスクエア横浜2F

B

みなとみらい21プレゼンルーム
クイーンズスクエア横浜クイーンモール3F、クイーンモールからパシフィコ方面に歩き、左側の「緑のエレベーター」で3Fへ

C

ランドマークプラザ
ランドマークプラザ1F

D

NANA Lv.（ナナレベル）
ランドマークタワー 7F（事前予約制）

みらいチューブ
みなとみらい駅地下3F改札外コンコース、みなとみらい駅改札出て右手

E

F

桜木町駅前広場 特設テントH

デモンストレーション
自動運転バスのデモ走行×5G
遠隔監視など　実際に乗車、
遠隔ダッシュボードの閲覧可能
（「みなとみらいアクティベー
ションプログラム」による実施）

パートナープログラム

みなとみらい駅 - 桜木町付近

広域MAP

クイーンズスクエア付近拡大図

2023年1月14日(土)・15日（日）
誰でもウェルカム展示会
– LOCAL GOOD VR YOKOHAMA –
場所: ルミネ横浜およびメタバース空間
主催: LOCAL GOOD YOKOHAMA
（NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ）

2023年1月24日（火）19:00～21:00
これからの時代の思考法
「前提を再定義し、真の課題を特定する技術」
～クリティカル・シンキングエッセンス特別講座～
場所: オンライン
主催: グロービス経営大学院横浜・特設キャンパス

2023年1月28日（土）
村田製作所
安藤正道さんとのトークセッション
場所: 神奈川大学
主催: 合同会社OXT Lab

2022年10月27日～2023年2月14日
輝く女性起業家プロモーションウィークス
場所: 京急百貨店・マルイシティ横浜・

FOOD & TIME ISETAN OFUNA・そごう横浜店・
MARK IS みなとみらい・横浜髙島屋

主催: 横浜市経済局

～横浜でみらい体験～
スタートアップによる技術実証、企業や学校、個人、イノベーター、クリエーターによる
「未来」をテーマとした展示（ロボット、モビリティ、XR等）、デモやワークショップなど、

見て・触って・あっと驚くユニークな未来技術を体験できます。
大人から子供まで、未来に触れてワクワクしよう！

イベント Instagram facebook Twitter

I YOXO BOX（よくぞボックス）

会場検索
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主催: 横浜市　運営: 横浜未来機構
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自動運転バス試乗会場
日本丸メモリアルパーク内
よこはまコスモワールド横

下図は上図と左右が逆です
ご注意ください



モビリティ・移動

日本丸メモリアルパーク内　よこ
はまコスモワールド横 NAVYA自
動運転バス試乗体験会（株式会
社マクニカ） #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

クイーンズサークルステージ横 
キャリー5G®（株式会社ドコモビジネ
スソリューションズ） #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

IoTデバイス・
ハードウェア

アプリ・AI・
サービス

五感・VR・
映像・光

スポーツ・
ヘルスケア

ロボット

プログラミング・
サイエンス

宇宙

27日

28日

クイーンズサークル

NANALv.

（一社）横浜
みなとみらい21
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E

クイーンズサークル
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YOXO BOXI

18:00-19:30 S01
eスポGOMIから学ぶ社会課題解決ワークショップ

20:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00

15:30-17:30 S01
国際都市ヨコハマ：“世界のトレンドを掴む”シリーズ Vol.1：SDGs Tech - スペース＆アグリ

18:00-19:20  S02 
スタートアップ・エコシステム拠点都市トークイベント

10:00-14:30 S03
Minecraftカップ  オリジナルワークショップ

15:30-16:30 S04
横浜から世界へ：若者から見たダボス会議

12:00-12:30 S02
資生堂 S/PARKのポッドキャストって何？

11:00-12:00 S07
ダンス創作ワークショップ（観覧）

14:00-15:00 S07
ダンス創作ワークショップ（観覧）

15:00-16:00 S03
スタートアップのためのMeetup!!

YOXO BOXI
11:00-12:00 S02

YOXOイノベーションスクール・アルムナイ トークセッション

12:00-17:00 S01 YOXOBOXオープンデイ～YOXOフェスティバル特別編～

15:00-16:00 S03 
Minecraftカップオリジナルワークショップ発表会

12:30-14:00 S08
ロボット操作体験を通して未来を描こう！

16:00-17:30 S08
ロボット操作体験を通して未来を描こう！

11:00-11:30 S01開会式

11:30-12:00 S02 
資生堂 S/PARKのポッドキャストって何？

12:00-15:30 S03 出展者ピッチ

16:30-17:30 S05 
（仮称）Robizyトークイベント

18:00-20:00 S06
10分で出来る越境社会実験

このマークがついているブースは、
お子さまも楽しめる内容です。

イベントタイムスケジュール

出展一覧

イベントプログラム

アルファベットは会場を表しています。
A B C D E

F G H I

S07 ダンス創作ワーク
ショップ（観覧）（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） #リモー
ト時代の共創 #テクノロジー×ダンス #時
間と空間を超えて #共感しあえる世界へ

A

S08 ロボット操作体
験を通して未来を描こ

う！（特定非営利活動法人ロボット
ビジネス支援機構（RobiZy）） #ロ
ボット操作体験 #未来 #ストーリー 
#子ども向け

A

S03 出展者ピッチ（出展者） #
出展者が勢ぞろい #出展内容紹介 
#ワクワク #熱き想い

A

E-S03 Minecraft
カップ オリジナルワーク

ショップ（Minecraftカップ運営事
務局） #Minecraftカップ  #オリ
ジナルワークショップ開催 #プログ
ラミング体験 #会員登録して参加！

E

S01 開会式（YOXO FESTIVAL）  
#開会 #挨拶 #いよいよ #イベント
スタート

A

02 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～（株式会社マクニカ） #
自動運転 #遠隔運行監視 #MaaS 
#データ利活用

A

S02 資生堂 S/PARKのポッ
ドキャストって何？（株式会社資
生堂） #研究所 #美しさとは何か  
#美のひらめきと出会う場所 
#Podcast好きとつながりたい

A

06 魔改造モンスターと仲間た
ち（I社ものづくりサークル） #「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

A

S02 スタートアップ・エコシス
テム拠点都市トークイベント（横浜
市経済局） #スタートアップ育成5
か年計画 #企業・投資家・自治体向
け #都市間連携 #トークイベント

E

S01 eスポGOMIから学ぶ社会
課題解決ワークショップ（eスポ
GOMI開催委員会/横濱OneMM） 
#eスポGOMI  #楽しさ #社会課題 
#どなたでも参加可

C

19 スマホの画面を見ないで移
動できるナビデバイス （LOOVIC株
式会社） #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

C16 車いすを魔改造！簡単電動
化キット「ついんハム」（＠ち～む） 
#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！

B

S06 10分で出来る越境社会
実験（横濱OneMM & ミライスト
＆SHIN） #大企業xスタートアッ
プ  #アイデア出しバトル #越境 #
横浜を世界で一番面白い街に

A

S01 国際都市ヨコハマ：“世界
のトレンドを掴む”シリーズ Vol.1：
SDGs Tech - スペース＆アグリ
（横浜市）#SDGs Tech（宇宙・農
業）#海外の技術最新動向 #海外の
スタートアップ #実証実験募集

E

S04 横浜から世界へ：若者から
見たダボス会議（Global Shapers 
Community 横浜ハブ） #若者 #社
会課題解決 #横浜から世界へ #ダ
ボス会議

E

S02 YOXOイノベーションスクー
ル・アルムナイ　トークセッション
#スタートアップ #イノベーション人
材 #新規事業 #どなたでも参加可

I S03 スタートアップのための
Meetup!!（YOXO BOX）#スタート
アップや中小企業の方 #事業会社
のオープンイノベーション担当 #メ
タバースに関心のある方 #横浜で
ビジネスに携わる方

I

49 着るモビリティ　MOBILE 
WEAR（モビルウェア）（交通デザ
イン研究所） #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

F

S01 YOXOBOXオープンデイ
～YOXOフェスティバル特別編～
#スタートアップ  #起業家 #イノ
ベーション人材 #どなたでも参
加可

I

54 次世代型電動車椅子乗車
体験（城西国際大学観光学部金子
ゼミ） #電動車椅子 #観光利用 #誰
でも乗れる！ #一緒に乗ろう！

F

55 未来のスポーツ習い事「ウ
ゴトル」の体験（株式会社ウゴトル
× 東急株式会社） #スポーツ #ダ
ンス #習い事 #通わず学ぶ

F 57 健康寿命を延ばそう「MAQUP
（メークアップ）」体験（株式会社マ
クニカ） #高齢者向け #健康寿命 #
体力測定 #当日測定結果お戻し

F

45 宇宙エレベーター（神奈川
大学） #宇宙 #世界最速 #最新研
究 #操縦体験

D

42 資生堂 S/PARK Studio 美
活ジム（株式会社資生堂） #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

D 43 美のひらめきと出会う場所 
～資生堂 S/PARK～（株式会社資
生堂） #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

D

58 「健幸度®」測定アプリ
「Happiness Book」の体験（Social 
Healthcare Design 株式会社） #
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

G

62 次世代型セルフケア枕「ハ
ンモックピロー」の体験（株式会社
エムアイストーリー） #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！

G60 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
（株式会社 袖縁） #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

G

14 ヒトの不思議なメカニズムを
体験～立位年齢®測定など～（横浜
国立大学/UNTRACKED Inc.） #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

B

11 次世代広告「サイネージロ
ボット」（THK株式会社） #ターゲ
ティング広告 #属性分析 #視聴分
析 #人流測定

B

15 会員の作品展示（ファブラボ
関内） #デジタルファブリケーション 
#fablab #関内桜通り #Fab 
Academy

B

12 ロボット活用をテーマにし
たNFT＆メタバース展示！（特定非
営利活動法人ロボットビジネス支
援機構（RobiZy）） #ロボット #NFT 
#メタバース #コンペティション

B 13 施設点検ロボット「BambooBot
」（株式会社RoboSapiens） #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

B

23 DIY人工筋肉と前骨格ロ
ボット （create_clock） #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！

C

36 ものづくり体験を通じた対話 
× デジタル！（横浜市ことぶき協働ス
ペース LOCAL GOOD YOKOHAMA） 
# 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

C

52 横浜スタートアップブース
（横浜スタートアップ） #横浜 #ス
タートアップ #ガジェット #展示

F 63 投資＋支援型お菓子工房
『スイーツファンド』（株式会社未
来設計Lab） #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

G

65 4セグ、点字、自作ゲーム機
（きいちご魔法店） #4セグメント
LED #点字 #オリジナルゲーム #
初公開！！

G

64 ボール型ディスプレイ「neon
」（チーム「neon」） #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

G

66 柔らかい機械：生体セン
サーとウェアラブルデバイス（横
浜国立大学 太田裕貴 研究室） 
#新生児向けウェアラブル黄疸計 
#小動物用バイタルセンサー #手話
認識スマートグローブ #液体金属

G

50 ものつくりグループ　製作
物紹介（みなとみらいものつくり
グループ） #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

F

48 LoRa WAN ゲートウェイと
センサーデバイス（株式会社オー
プンウェーブ） #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

F39 小さくてかわいい「萌萌IoT
シリーズ」のデモ （フローライト・テ
クノロジーズ株式会社） #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（※1/28のみ出展）

C

38 VRロボット遠隔操作シス
テム （鮫洲レーシング） #ロボット 
#遠隔操作 #かわロボ #VR（※
1/28のみ出展）

C34 仮想二足歩行ロボット格闘
技大会「ニソコンVR」 （VRホビー
ロボット集会） #VRでロボコン #メ
タバース #二足歩行ロボット #一
緒に写真

C

27 ProjectionBall（Crescent） 
#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

C

20 LoRa無線と宝箱（マイアク
リエイト） #LoRa無線 #IoT #マイ
コン #LED

C

24 クラッピーバース(タケモト
ピアノVR reprise) （クラッピーシ
ンドローム） #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!!!!

C

33 IoTを身近に！ 便利で楽し
いガジェットの紹介 （ifLinkオー
プンコミュニティIoTメイカーズ
部） #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

C

22 木製の枡を活用した見守
りIoTデバイス （暮らしテクニカ） 
#IoT #木製 #見守り #コミュニ
ケーション

C05 わかりやすい字幕表示シ
ステム（京セラ株式会社） #リア
ルタイム文字起こし #多言語翻訳 
#動画再生 #簡単設置

A

09 声質変換技術「TransVox
」による声優体験（ヤマハ株式会
社） #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

A07 自由視点映像「Volumetric 
Video」の体験（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） 
#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！

A

03 少しだけ未来を先取りした
リビングを体験（LG Jpan Lab株
式会社） #少しだけ未来 #リビング 
#映像 #体験

A

35 社会貢献アプリ「actcoin
（アクトコイン）」（ソーシャルアク
ションカンパニー株式会社） #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

C

29 好きなキャラクターでつく
るA Iアシスタント「A C U A H」
（project_ACUAH） #推しキャラ 
#AIアシスタント #ホログラム 
#Androidアプリ

C

56 最先端のバリアフリー「字
幕メガネ」の体験（エヴィクサー株
式会社×東急株式会社） #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

F

30 映像と連動する対話型
ロールプレイング「Active Cinema 
Learning」（Narrative合同会
社） #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

C 51 SHINみなとみらい（神奈
川県） #KSAP #オープンイノベー
ション #スタートアップ #神奈川県

F

28 ビーチクリーニングロボット
（Seaside Robotics） #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

C

40 スマートロボット[KebbiAir]
（NUWAロボティクスJAPAN株式
会社） #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

C

61 「ロボット開発"FUN"実践講
座」教材ロボット体験（株式会社ア
サイ・エンジニアリング） #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

G59 最新板金技術で製作した造
形物と搭乗型ロボット（株式会社佐
藤製作所） #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

G

37 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（一瀬卓也） 
#AR #デジタルツイン #ロボット
ボール #メタバース（※1/28のみ
出展）

C

67 CAT® Next
Generation（キャタピ

ラージャパン） #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

H

46 ロケットの実物部
品にふれて、打上げを体

験してみよう！（三菱みなとみらい
技術館 ） #ロケットの打上げ #子供
向け #宇宙好き #親子で体験

D

04 ロボット操縦体験
「ガチャ玉すくい」（THK

株式会社） #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

A

01 Minecraft　ワー
ルド体験 （Minecraftカッ

プ運営事務局） #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！（※1/28のみ出展）

A

10 学生発！触れる！
楽しい！便利！作品展示

（学校法人岩崎学園 情報科学専門
学校） #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

B

17 夢を形に、未来を
身近にロボット体験！！

（（一社）横浜すぱいす） # 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！

C

44 「魔改造の夜展」
in横浜～おもちゃ・家電

を怪物マシンに！～（NHK横浜放送
局） #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

D

68 コンシェルジュロ
ボット「しおりん」（THK

株式会社） #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

H

53 ペーパークラフト
「クラウドプリント」体験

（JBMIA/富士フイルムビジネスイ
ノベーション株式会社） #プリン
ト無料体験 #子供向け #ペーパー
クラフト #簡単

F

25 「ぼうがいイライ
ラ棒」とつくる～むメン

バーの作品展示（つくる～む海老
名） #イライラ棒 #ゲーム #子供向
け #企業内の部活動

C

41 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） #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！（※1/28のみ出展）

C

32 ISC学生による
こどもプログラミング

体験 （情報科学専門学校） #子供
向け #ロボットプログラミング #動
く！！ #しゃべる！！（※1/28のみ出展）

C31 マインクラフト
「メタバース」プログラ

ミング体験 （一般社団法人雲のプ
ログラミング教室） #マインクラフ
ト #プログラミング #子ども向け #
メタバース（※1/28のみ出展）

C18 子供が遊べるい
ろんなガジェット （たま

ぷらっと） #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

C

47 知的好奇心が未
来をつくる「 D i n o 

Camp」ワークショップ（株式会社
フロンテッジ） #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

F

08 未来のためのサ
バイバル　エコピースを

探そう（AGC株式会社） #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

A

26 ビッグボールロボ
の操縦体験（Assistech 

Design Lab） #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

C




