
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

横浜市は、本年４月よりオープン・イノベーションによる新産業・新事業の創出に向けた取組の一

環として『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、参画す

る企業・団体を募集しています。（現在、６５社・団体が申込み） 

この「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」の取組を広く市内の企業や市民の方に周知し、交流・連携をスタートする

場として、キックオフイベントを開催しますので、ぜひご参加ください。また、当日の取材につい

ても受け付けておりますので、ぜひご来場ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キックオフイベントの概要   

○日時 ： 平成２９年６月２０日（火）１３：００～１７：１５ 

○会場 ： パシフィコ横浜 ３Ｆ会議センター（横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

○全体講演 １３：００～１５：００ 

・挨拶 

横浜市・横浜商工会議所・経済産業省商務情報政策局・総務省関東総合通信局 

・Ｉ▫ＴＯＰ横浜の概要説明 

   横浜市経済局長 林 琢己 

・基調講演 

  「経済産業省の取組みとＩ▫ＴＯＰ横浜に期待すること（仮題）」 

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課長 滝澤 豪氏 

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜との連携に期待すること」 

慶應義塾大学総合政策学部教授 古谷 知之氏 

 

お問合せ先 

（Ｉ▫ＴＯＰ横浜関係）   経済局産業立地調整課担当課長   立石 建   Tel 045-671-3913 

（ものづくり企業支援関係）経済局ものづくり支援課長     中村 隆幸  Tel 045-671-3839 

（中小企業支援関係）   公益財団法人横浜企業経営支援財団 坂本 徳博 Tel 045-225-3733 

Ｉ▫ＴＯＰ横浜とは 

横浜経済の強みである「ものづくり・IT 産業の集積」を活かし、IoT 等（IoT、ビッグデータ、

AI、ロボット等）を活用したビジネス創出に向けた、交流・連携、プロジェクト推進、人材育成等

を包括的に進めていくプラットフォームです。これらの取組みから個別プロジェクトを立上げ、「新

たなビジネスモデル創出」、「中小企業のチャレンジ支援」、「社会課題解決への貢献」を目標と

します。 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
平 成 2 9 年 ５ 月 3 0 日 
経 済 局 産 業 立 地 調 整 課 
経 済 局 も の づ く り 支 援 課 
公益財団法人横浜企業経営支援財団 

Ｉ▫ＴＯＰ横浜「キックオフイベント」 
６月２０日（火）開催！ 

裏面あり 



 

  

○テーマ別講演 １５：１５～１７：１５ ※テーマや講演内容は変更となる場合があります。 

 

○展示  
ロボットなど最新機器のほか、パンフレット等の展示・配布を行います。 

○交流会 １７：３０～１９：３０ 

 各講演会終了後に軽食を伴う交流会を開催し、キックオフイベント参加者の交流を行います。 

主催：公益財団法人横浜企業経営支援財団 

  会場：リストランテ・アッティモ（パシフィコ横浜 展示ホール２F） 

○イベント参加の申込み 
 参加の申し込みは、下記ＵＲＬからフォームでお申込みください。 

 ＵＲＬ： http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=978 

○取材の申込み 
 イベント当日の取材申し込みは別紙「取材申込書」に記載のうえ、ＦＡＸまたはＥメールで送付 

してください。  

テーマ 講演内容・企業等 

製造業の導入支援 

「お手軽 IoT サービスによる生産性の向上の実現」 

東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部 酒井大雅氏 

「安心簡単便利な IoT の始め方教えます」 

日本マイクロソフト株式会社 村林智氏 

東京エレクトロンデバイス株式会社 福田良平氏 

モビリティ 

「日産インテリジェントモビリティ（仮題）」 

  日産自動車株式会社 

「自動運転時代におけるモビリティサービス」 

株式会社ディー・エヌ・エー  

オートモーティブ事業部シニアディレクター 山本彰祐氏 

株式会社ＮＴＴドコモ 

住宅 

「IoT を活用した住居システムと街づくり」 

株式会社ＮＴＴドコモ サービスイノベーション部担当課長 堀口賞一氏 

株式会社ミサワホーム総合研究 IoT 認証検討プロジェクトリーダー飯島雅人氏 

東京大学大学院 情報理工学系研究科教授 江崎浩氏 

産業セキュリティ 

「サイバーセキュリティの最新動向と今後の課題」 

KDDI 総合研究所セキュリティ部門長 田中俊昭氏 

「産業セキュリティに向けて」 

ロボット革命イニシアティブ協議会 

インダスリアル IoT 推進統括 水上潔氏 

「サイバーセキュリティ・リスク（仮）」 

テュフラインランドグループ ICT 部門シニアコンサルタント Mr. Adam Bown 
パネルディスカッション 今後の動向(日本、海外)、参加者の質問など 

ＩｏＴ・セキュリ

ティ 

「IoT Security READY!! IoT 機器・IoT サービスのセキュリティ強化と検証」 

学校法人岩崎学園 情報セキュリティ大学院大学教授 松井俊浩氏 

独立行政法人情報処理推進機構 SE ソフトウェアグループリーダー 中尾昌善氏 

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 荻野正氏 

株式会社 JVC ケンウッド 

モデレータ 

  学校法人岩崎学園 情報セキュリティ大学院大学 学長 後藤厚宏氏 

ドローン 
パネルディスカッション 

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任講師 髙橋伸太郎氏 

 横浜ＩＴクラスター交流会委員長 吉川淳一郎氏 

通信ネットワーク

（LPWA） 

ソフトバンク株式会社 IoT 事業推進本部 事業企画統括部 統括部長 桑原正光氏 

 ＫＤＤＩ株式会社ソリューション事業本部 ビジネスＩｏＴ推進本部 

  ビジネスＩｏＴ企画部長 原田圭悟氏 



 

  

＜Ｉ▫ＴＯＰ横浜のポイント＞ 
（多様性のなかでの交流と連携） 

個別プロジェクトの実施とマッチング会の開催により、地域の特徴ある多様な機関が連

携または参加する取組みです。また、オープンデータのビジネス化推進にも取組みます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参画機関・団体からのエンドースメント＞ 

大学・教育機関 

 

地域電気通信業 

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」の取り組みを、心より歓迎し賛同いたします。 

ＮＴＴ東日本は「人と通信で、地域をつなぐ会社」として、地域企業の皆様の課題をＩＣＴ活

用により解決する取り組みを進めており、今回、『中小製造業の皆様のＩｏＴ化』を手軽に実現す

る支援などで、Ｉ▫ＴＯＰ横浜に貢献して参ります。 

東日本電信電話株式会社       

取締役 神奈川事業部長       

 髙橋 香苗       

 

市内製造業 

 

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」の取組みに賛同いたします。 

横浜市と慶應義塾大学SFC研究所との連携協定を踏まえ、横浜市と慶應義塾大学SFC研究所では、

IoT、データビジネス、ドローン、イノベーションなどの分野で、人材育成や共同研究を推進して

まいります。今後のＩ▫ＴＯＰ横浜の取組みに期待します。 

 

 

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所       

所長 飯盛 義徳       

「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」の発足を心より歓迎し賛同します。 

人材確保や生産性の向上は、全国の中小企業にとっては喫緊の課題と考えています。弊社ではＩ

ｏＴの技術を活用し、工場の見える化を進め課題解決の検討を進めてきました。多くの中小企業に

とって、この「Ｉ▫ＴＯＰ横浜」が、最新の情報収集や最適なパートナー探しの場として、課題解

決の一助になることを大いに期待しています。 

 

 

協立金属工業株式会社              

代表取締役 松村 洋一             

共同発起人：横浜商工会議所、（一社）横浜市工業会連合会、（一社）神奈川県情報サービス産業協会、 
横浜 IT クラスター交流会      約１万４０００社 

教 育 機 関：慶應義塾大学ＳＦＣ研究所、岩崎学園（情報セキュリティ大学院大学、情報科学専門学校） 
企 業 等：ＮＴＴドコモ、ソフトバンク、ディー・エヌ・エー、テュフラインランドジャパン、 

東京エレクトロンデバイス、東日本電信電話、ミサワホーム総合研究所、日産自動車 

ほか６５社 （順不同） 

参画企業・団体（5 月 29 日時点） 



 

  

＜取材申込書＞ 
FAX返送先 045-664-4867  

Ｅメールアドレス ke-iot@city.yokohama.jp 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
お手数ですが必要事項をこの返信用紙にご記入のうえ、６月１６日（金）正午まで

に 
FAX にてお送りくださいますようお願い申し上げます。 

 

貴社名                                              

貴媒体名                                                         

部署名                                                        

ご担当者名                          ご出席人数    計      名                

スチールカメラ             台   ／ ムービーカメラ          台         

Eメールアドレス                                                                               

TEL                         FAX                   

駐車場利用                 あり  （    台）                     なし                          
 

Ｉ▫ＴＯＰ横浜キックオフイベント 
 
日時  平成２９年６月２０日（火）1３：00〜（報道受付 1２：00〜） 
場所  パシフィコ横浜 ３Ｆ会議センター（横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

    報道受付：３Ｆ会議センターフォワイエ 
 


