よこはま

I Tフェスティバル
日時

平成30年（2018）

2月27日 火

午前10時〜
午後4時30分

会場

IT を手軽に使ってビジネスに繋げよう！

横浜シンポジア

参加費

無料

との考えのもと始めた本イベントも 5 回目。

今回はこれまでと少し趣向を変えて特定のテーマを設けず、イベント名もこれまでの「よこはま IT フェア」から
「よこはま IT フェスティバル」に変更しました。「展示会」では、AI、IoT、クラウド等の IT や
IT 関連サービスに直に触れて頂き、また、「講演会」では、シェアリングエコノミーや
横浜 DeNA ベイスターズといった話題のテーマについて紹介します。

道の
その
が
人者
第一
語る

豪華講師陣による講演会！

豊富な製品・サービス・ツール群の展示会
［出展企業一覧］

10:40〜11:50

開催時間／10:00〜16:30

クラウドソーシングでビジネスはこう変わる

AIゾーン

〜クラウドワークスが取り組む「働き方革命」〜

講師（株）
クラウドワークス 代表取締役社長 CEO

吉田 浩一郎 氏

11:55〜12:10

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」の取り組みと事例紹介
講師 横浜市経済局

㈱ アナザーウェア

㈱ アディエム

㈱ カレッジティアンドケイ

クールチエール ㈱

㈱ システムクリエーション

東日本電信電話 ㈱ 神奈川事業部

㈱ 哲英

ミームグライダー ㈱
Mintomo ㈱

13:20〜14:30

クラウドゾーン

Airbnb の取り組みと今後の展望について
講師 Airbnb Japan（株）執行役員 ホームシェアリング事業統括本部長

長田 英知 氏
15:00〜16:10

DeNAの取り組むスポーツ事業と
横浜スポーツタウン構想
講師 （株）横浜DeNA ベイスターズ 代表取締役社長 岡村 信悟 氏

IoTゾーン

IT関連ゾーン

㈱ 科学情報システムズ

㈱ アイネット

㈱クラウドワークス

㈱ イーツー・インフォ

コミュニ クラウド ジャパン ㈱

茶山制作

シンポー情報システム ㈱

㈱ ネットフォレスト

ゾーホージャパン ㈱

㈱ メディアライン

富士ゼロックス神奈川 ㈱
㈱ YSLソリューション

【主催】横浜商工会議所 情報関連産業部会

【共催】横浜市経済局、一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会

問合先 総務部 運営管理担当

☎045-671-7498

よこはま I Tフェスティバル

講演会

時間◆10：30〜16：10
会場◆横浜シンポジア議場・各定員２００名
講師

クラウドソーシングで
講 ビジネスはこう変わる

演
Ⅰ

事
業
紹
介

〜クラウドワークスが取り
組む「働き方革命」〜
（10:40〜11:50）

「I▫TOP横浜」の
取り組みと事例紹介
（11：55〜12：10）

㈱クラウドワークス 代表取締役社長
CEO 吉田 浩一郎 氏

インターネットを通じて、世界中の企業と個人が仕
事を受発注できる日本最大級のクラウドソーシング
サービス「クラウドワークス」。大企業の副業解禁
や外部の個人の力を活用できるサービスの台頭、
そしてロボット・ＡＩの登場により企業経営、組織の
在り方が急激に変化している。
本講演では21万社のクライアントと156万人の
ワーカーの事例を通して、新しい人材活用のあり
方と今後の「クラウドワークス」の展望についてお
話しします。
講師

横浜市経済局

2017年4月、IoT分野に戦略的に取り組む新たな仕組みとして「IoTオープンイノ
ベーション・パートナーズ（I▫TOP横浜）」を立ち上げました。中小企業のチャレン
ジ支援、新たなビジネスモデル創出、社会課題解決への貢献を目標に、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、
「I▫TOP横浜」の取組状況を紹介します。

昼休憩70分
Airbnb Japan㈱ 執行役員
講師 ホームシェアリング事業統括本部長
長田 英知 氏

講
演
Ⅱ

Airbnbの取り組みと
今後の展望について
（13:20〜14:30）

空き部屋を貸したい人と宿泊先を探す旅行者を結
ぶ C to C のコミュニティ主導型マーケットプレイ
ス「Airbnb(エアビーアンドビー)」。そのAirbnb
を利用した訪日外国人は、2016年度に前年比約4
割増の400万人に達した。2018年6月に民泊新法が
施行される予定となる中、空き部屋を共有するシェ
アリングエコノミーとして、これまで日本になかっ
た市場を確立させ、多くのファンを増やし続ける
Airbnbの取り組みと、パートナーとの連携、今後の
展望について説明します。

講師

講
演
Ⅲ

DeNAの取り組む
スポーツ事業と
横浜スポーツタウン
構想
（15：00〜16：10）

参加
無料

㈱横浜DeNAベイスターズ
代表取締役社長 岡村 信悟 氏

横浜DeNAベイスターズは、横浜スタジアムとの一
体経営を推進し戦略ターゲットを明確化。開かれた
スタジアムをめざすコミュニティボールパーク化構
想、ライト層ファン獲得に繋がる「野球観戦＋α」、地
域戦略の「I☆YOKOHAMA」プロジェクトを推進
し成長を遂げる。
講演では、これらの取り組みの他、従来の球団経営
の枠を超え、横浜のまちづくりにも参画する事で、
スポーツを切り口に、成熟社会に相応しいスポーツ
産業・文化の空間づくりをめざす「横浜スポーツタ
ウン構想」についても言及します。

よこはま I Tフェスティバル

展示会

時間◆10：00〜16：30
会場◆横浜シンポジア レセプションスペース

入場
無料

●出展企業一覧
㈱アナザーウェア
http://www.another-ware.co.jp

AI ㈱カレッジティアンドケイ
ゾ http://www.courage.co.jp/
ー ㈱システムクリエーション
ン http://www.system-creation.com
㈱哲英
http://tetsuei-japan.co.jp/

㈱アディエム
https://adiem.jp/

クールチエール ㈱
http://courtier-watson.com/

IoT
ゾ 東日本電信電話㈱ 神奈川事業部
ー http://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/
ン ミームグライダー ㈱
http://www.memeglider.com/

Mintomo ㈱
https://mintomo.co.jp

㈱科学情報システムズ
http://www.sisinc.co.jp/

そのAI、失敗します！！おいしい料理を作るには食材選びや正しい調理法が必要なのと同じよ
うに、AIで成果を出すには、正しいデータ集めやデータ解析が必要不可欠です。当社は本当に
必要なデータを科学的に分析【データサイエンス】した上でAI開発を行い、成果を出します！
昨年、展示した弊社の商品、勤怠管理クラウドシステム
「勤太郎」
が大幅リニューアルし
て帰ってきました。弊社の技術を駆使した目玉となる顔認証技術、ビッグデータ分析、
セキュリティの強化をしました。あなたの働き方改革を支援します。
サービス業界に向けたアプリ
「MEMBA!」をご紹介します。このサービスは、お店の営
業活動やお客様の会員カードとして利用します。現在は美容業界で、お客様のスタンプ
カードやお店のクーポン発信などに利用されています。
中小企業向けのコンサルティングに加え、AIやVRなどの技術を活用したクラウドサービ
スを提供しています。今回は、
不動産業者HPに組み込み可能な、
AIを利用した自動相談と、
物件をネット上でVR内覧できるサービスを紹介します。
「信号灯」で製造現場を見える化。町工場が簡単にIoTを開始できるサービスを紹介します。
●信号灯の色状態（青・黄・赤）をWEBブラウザから確認できます。●温度センサーや加速度
センサー等、他のセンサーも取付可能です。●古い工作機械にも「後付けポン」で取付できます。
IoTの最先端ＡＲを使った媒体戦略を具体例を示しながらデモンストレーションしま
す。又、海外最新のIT情報をワシントンポストを例にご説明します。
NTT東日本では、ニーズが高まっているIoT分野で、さまざまな取り組みを実施しており
ます。「光+Wi-Fi」
を活用した農業向けIoTサービスや、各種トライアル等をご紹介いた
します。
弊社は並行分散技術をコアに通信・コミュニティのサービス・コンサルを提供する企業
です。活用例としてRaspberry PiによるIoT事例と、中小企業・SOHO 向けWeb接客
ツール「チャットポート」
を紹介します。
【KOEPASS】声紋認証で購入者と使用者が同一と確認した場合のみ有効化される電子
チケットで、転売・改ざん・不正使用を防止します。スマホ以外の特別な装置も不要で、
導入・運用にかかるコストも抑え、世界中どこでも使用できます。
「勤時（きんとき）
」
は、工数管理をあわせ持つクラウド勤怠管理システムです。工数、超
過勤務時間の見える化を実現。データ出力も、給与システムのフォーマットに合わせら
れます。打刻もPC、タブレット、指静脈認証等豊富です。

『ブレーンパートナー』は専門家エキスパート、ハイクラス人材による
「スキル・ノウハ
ウ・経験」
のシェアリングサービスです。営業課題、組織課題、財務課題、IT課題など様々
https://crowdworks.jp/static/lp/brainpartner/ な経営課題を解決し企業成長を加速させます。

㈱クラウドワークス

ク コミュニ クラウド ジャパン ㈱
ラ https://communicloud.co.jp/services/meetme-video/
ウ
シンポー情報システム ㈱
ド http://www.shimpo.co.jp/
ゾ
ー ゾーホージャパン㈱
ン https://www.zoho.com/jp
富士ゼロックス神奈川㈱
http://www.fujixerox.co.jp/knx/

㈱YSLソリューション
http://www.ysl.co.jp/

㈱アイネット
https://www.inet.co.jp/

㈱イーツー・インフォ
IT https://www.e2info.co.jp
関
連 茶山制作
ゾ https://www.chayamamovie.com/
ー ㈱ネットフォレスト
ン https://www.netforest.ad.jp/
㈱メディアライン
http://www.media-line.jp

クラウドビデオ会議サービス InView (インビュー )。パソコンなどで相手の表情や資料
を見ながら、クラウド上でいつでも打合せできます。育児や介護のためのテレワークな
ど、企業の働き方改革を支援します。
弊社のストレスチェックサービスはストレスチェックと集団分析を行うシンプルなクラ
ウドサービスです。マークシートによる受検機能も備えているため、Web環境を持た
ない企業様でも低コストでご利用頂けます。
Zoho(ゾーホー）は、中小企業のIT化を支援するクラウドサービスです。 顧客管理/営
業支援、人事採用管理、グループウェア、オフィススイート、Webサイト監視など多
様なサービスを無料で提供し、世界3千万人に活用されています。
オフィスで日常的に行われている身近な業務にも、ビジネスの展開や企業の成長を阻む問題
は潜んでいます。文書管理ソフトDocuWorksにより、ドキュメントの利用によって行われ
る業務プロセスに焦点を合わせて、効率化・迅速化をするソリューションをご紹介いたします。
【商品・サービス内容】
「CheX
（チェクロス）
」〜 iPadで図面・資料を高速描画。手書き
のメモや写真貼付なども簡単編集ですぐ連携することが可能。
「LAXSY
（ラクシー）」検
査業務に特化した簡単で効果的なiPadアプリケーション
先進的なドローン事業を展開するアイネットのドローン×クラウドサービス「Dream
Drone」、クラウド名刺管理
「名刺バンク」の展示及びドローン飛行デモンストレーショ
ンを実施致します。
EC-CUBE×LINEで顧客のリピート率UP ！自社ECサイトにLINEログインを導入する
ことにより顧客のLINEアカウントと会員IDを連携し、顧客とのコミュニケーションを
強化します。
動画・デザイン・web構築の茶山制作です。広告を包括的に請け負える会社はココだけ！
自社CMを作りたい、HPを改訂したい、格好いい冊子を作りたい、海外へアプローチ
したい、と悩む方はお声掛けください！
【2018/2/15 GRAND OPEN https://www.bangarrow.com/】
様々な人達とのコレボレーションの場所として、WEB制作、プロバイダ事業などを展
開する
「netforest」
が新たにコワーキングスペース
「／ Bangarrow」
をオープンします。
販促太郎は販促ツール・ノベルティグッズ・デジタルサイネージ提案型エキスパートです。クオリティ
の高い販促用ノベルティグッズを低価格でご奉仕します。既製品だけではなく、ご要望に応じたオリジ
ナルノベルティグッズの制作もできます。お客様と末永いお付き合いが出来ますことを願っています。

よこはま I T フェスティバル

参加申込書

FAX▶045-671-7410 申込締切日▶2月26日（月）
※「受付票・参加票」はございません。直接会場までお越し下さい。

企業・団体名
連絡担当者名

TEL

E-mail

FAX

役職名

講演Ⅰ
講演Ⅱ
講演Ⅲ
クラウドワークス Airbnb Japan 横浜 DeNA ベイスターズ

氏名

●参加を希望する講演会に○印をお付け下さい。
●講演会については、
複数のお申し込みが可能ですが、
各定員200名を超えた場合は、
事務局よりご連絡の上、
受講可能な数を制
限させて頂く場合がございます。
●取得した個人情報は、
本フェスティバルのための受付、
登録、
連絡のみに使用いたします。

●パソコンからのお申し込みは…https://goo.gl/forms/weICGynSDwyAkVN72
●スマートフォンからのお申込みは…右のQRコードからアクセスしてお申し込みください
問合先

横浜商工会議所 総務部運営管理担当 ☎045-671-7498
キリトリ不要

●会場案内

横浜シンポジア
〒231-8524 神奈川県横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル 9F

昼食について
●ITフェア会場周辺にランチ営業のお店が複数ありますが、混雑している場合がござ
います。
●お弁当をご持参の方、会場周辺のお店で購入された方は、横浜商工会議所 会議室
（会場の１つ下のフロア）をご利用下さい。

赤れんがパーク
大
さ
ん
橋

横浜シンポジア
産業貿易センター9F
山下公園
県民ホール

みなとみらい線
馬車道駅

横浜マリンタワー

芸術劇場・NHK前

神奈川県庁 郵便局

港の見える丘公園

日本大通り駅 3番出口

横浜市庁舎

JR 関 内 駅

横浜スタジアム

JR

石川

町駅

元町・中華街駅

首
都
高
中華街
速
神
奈
川
線
●日本大通り駅（みなとみらい線）……3番出口徒歩5分
３
号
●市営バス……芸術劇場・NHK前下車徒歩3分
狩
大桟橋下車徒歩1分
場
線
●関内駅（JR、市営地下鉄）……徒歩15分（タクシー5分）
●石川町駅から（JR）……徒歩15分（タクシー5分）

