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横浜企業経営支援財団 記者発表資料

～

平 成 2 8 年 9 月 1 2 日
（公財）横浜企業経営支援財団
国 際 ビ ジ ネ ス 支 援 部

海外 IoT 事情について情報提供をおこないます。～

・市内中小企業と台湾企業との協業を促進
・ドイツ インダストリー4.0 の取組事例紹介

市内中小企
業を対象と
し た 海 外
IoT 事情の
情報提供は
初めて

公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）(理事長 牧野 孝一)は、市内中小企業支援の
ため、海外 IoT 事情に関連する情報提供（台湾とドイツ）をおこないます。
台湾については、「横浜台湾ビジネスアライアンスプログラム」(9 月～来年 6 月)として、
セミナーや交流会等を開催しながら、台湾企業との協業を視野に海外販路開拓･拡大を支援します。
これは、2013 年に IDEC が TAITRA(※１)と締結した連携覚書きにもとづくものです。
ドイツについては、横浜日独協会（会長 早瀬 勇）とセミナーを開催、「ドイツ・インダス
トリー4.0」の最新動向と、ドイツを代表する工作機械メーカーTRUMPF 社のインダストリ－4.0 へ
の取り組み事例を紹介します。
※1 TAITRA 台湾政府設立による貿易投資促進機関
概

１

要

「横浜台湾ビジネスアライアンスプログラム」

(1) 「IoT ビジネス/協業による海外市場の開拓セミナー」 2016 年９月 29 日（木）
「日台ビジネスモデル、成功事例の共通点、失敗事例の問題点」
Taipei Computer Association（ＴＣＡ）東京事務所 駐日代表 吉村章 氏
「台湾企業へのアプローチ方法/事例紹介」
株式会社インターネットイニシアティブ（ＩＩＪ）シニアコンサルタント 慶野文敏 氏
※

(2)

ET/IoT 総合技術展における台湾企業との交流
2016 年 11 月 16 日～18 日
パシフィコ横浜で開催される展示会にて、来日する台湾企業と市内 IT 企業の交流の場を
設けます。
展示会出展＆視察へ向けた海外市場開拓勉強会
2017 年 2 月中旬予定

(3)
(4)

２

詳細は別紙ご案内をご覧下さい。

COMPUTEX TAIPEI 出展、視察会
2017 年 5 月 30 日～6 月 3 日
世界最大級の IT 展示会(台北)に横浜ブース出展、視察等を予定しています。

ドイツ・インダストリー4.0 セミナー
講

演「インダストリー4.0 のドイツにおける状況と中小企業への適用策」
ドイツ・バイエルン州駐日代表部 代表 Dr. クリスティアン・ゲルディンガー 氏
「TRUMPF グループにおけるインダストリー4.0」
ＦＡサービス株式会社（独 TRUMPF 社 ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業）ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｴﾝｼﾞﾆｱ Mr.Andre Mahl 他
日 時
10 月 5 日（水）14:00～18:00（懇親会 17:20～）
会 場
横浜情報文化センター６Ｆ「情文ホール」（横浜市中区日本大通 11 番地）
参加費
セミナーのみ参加：無料
セミナー＆懇親会に参加：2,000 円（当日徴収いたします）
※

詳細は別紙ご案内をご覧下さい。

お問合せ
公益財団法人横浜企業経営支援財団 国際ビジネス支援部長

長谷部

亮

Tel 045-225-3725

IoT：Internet of Things（モノのインターネット）がもたらす産業へのインパクトは大きく、その中でもスマー
ト製造業、エネルギー、商取引、交通、医療の５大領域のマーケットが今後拡大すると予想されています。
ＩＤＥＣでは、台湾企業との協業を視野にIoT関連企業のみなさまの海外販路開拓・拡大を支援していき
ます。 シリーズ形式でセミナーや交流会を開催致しますので、ぜひ皆様のご参加お待ちしております！

スケジュール
9月29日(木)

IoTビジネス/協業による海外市場の開拓セミナー

11月16日(水)
～18日(金)

ET/IoT総合技術展における
出展台湾企業との交流

2017年
2月中旬

展示会出展＆視察へ向けた
海外市場開拓勉強会

2017年
5月30日(火)
～6月3日(土)

COMPUTEX TAIPEI 出展/視察

※詳細は裏面をご覧ください。

◆番外編◆
10月20日（木）横浜ITクラスターセミナー＆交流会
「IoTアプリケーション事例について」

お申し込みはWEBから

IDEC 横浜

または
お問合せ先

COMPUTEX TAIPEIとは・・・
台湾のIT業界における世界最大級の展示会です。最新テクノロ
ジーや革新的なICT・IoTに関わる全ての製品・技術・サービスが
一同に集結します。

検索

※9月のイベントカレンダーをご覧ください。

http://www.idec.or.jp/kaigai

公益財団法人 横浜企業経営支援財団（IDEC） 国際ビジネス支援部
電話：045-225-3730 FAX：045-225-3737 E-mail：global@idec.or.jp

ビジネス/協業による海外市場の開拓セミナー

2016.9.29

（木）
）15:0015:00-18:00

▶参加費

セミナーのみ/無料

▶定員

交流会参加の方/500円
横浜企業経営支援財団大会議室
横浜市中区太田町2-23 ＹＭＢＣ7階
３０名

▶主催

横浜企業経営支援財団

▶後援

横浜ITクラスター交流会

▶場所

15：00～15：40

「日台ビジネスモデル、成功事例の共通点、失敗事例の問題点」
～アライアンスパターンを整理すると見えてくる日本企業の課題～
≫成功事例に共通する特徴的な取り組み
≫失敗事例に共通する日本企業の課題、克服すべきポイント
≫ Computexから見るIoT分野における成功パターンの可能性

Taipei Computer Association（ＴＣＡ）
Association（ＴＣＡ）東京事務所
（ＴＣＡ）東京事務所 駐日代表 吉村章氏
吉村章氏
日本企業の海外市場開拓、現地視察や展示会出展のサポート、主に中小企業の海外進出支援を行う。近年
はIOTを活用した農業、製造現場の改善、地域物産の海外輸出、観光客誘致、地域振興といった分野でのア
ドバイスも行う。

15：40～16：20

「台湾企業へのアプローチ方法/事例紹介
台湾企業へのアプローチ方法 事例紹介」
事例紹介」
～IIJとネクストライブの事例からアライアンスを進めるポイント～
≫具体的な複数のアプローチの事例を紹介し、課題を検証
≫何が良かったか、何が良くなかったか（うまく行かなかった例）の事例紹介

株式会社インターネットイニシアティブ（ＩＩＪ） シニアコンサルタント 慶野文敏氏
慶野文敏氏
IoT分野で台湾ベンダー技術力に注目。技術アライアンス及び量産パートナーとしての台湾企業を活用。
さらにテストマーケティング市場としての台湾活用を積極的に進めている。

16：20～17：00

事例からの課題
事例からの課題検証
からの課題検証（講師２名によるセッション）
検証（講師２名によるセッション）
≫具体的な事例に見る直面する課題にどう対応するべきか
≫重要なキーワードは「SFC」、これについての深掘りと対処法
≫これから取り組む皆さんへのアドバイス、ベテランの皆さんへの深堀りアドバイス etc…

17：10～ 交流会

講師を囲んで
講師を囲んでホンネトーク、セミナーでは聞けない裏話やオフレコ談にご期待ください
を囲んでホンネトーク、セミナーでは聞けない裏話やオフレコ談にご期待ください

ドイツ・インダストリー4.0

セミナー

労働力不足への対応やエネルギーコスト削減、生産性の向上など、日本と共
通の課題を有するドイツでは、中小製造業の競争力強化をはかるため、国を挙
げてＩｏＴ（モノのインターネット）の活用に取り組んでいます。
本セミナーでは、米国のインダストリアル・インターネットと並ぶＩｏＴ戦
略である「ドイツ・インダストリー4.0」の最新動向と、ドイツを代表する工作
機械メーカーTRUMPF 社のインダストリ－4.0 への取り組み事例を紹介します。

■日

時

平成 28 年 10 月 5 日（水）14:00～18:20（懇親会 17:20～）

■会

場

横浜情報文化センター６Ｆ「情文ホール」（横浜市中区日本大通 11 番地）

■プログラム
（１）講演１「インダストリー4.0 のドイツにおける状況と中小企業への適用策」
ドイツ・バイエルン州駐日代表部 代表 Dr. クリスティアン・ゲルディンガー 氏
同州の ICT および製造面での競争力と、中小企業を含むクラスターシステムがインダスト
リー4.0 に至った過程を紹介します。またインダストリー4.0 への戸惑いが見られる中で、
中小企業の支援事例や、AUTOMATICA 展での事例、隠れたチャンピオンと言われる強い中小
企業の存在に触れます。
（２）講演２「中小企業における IoT の役割と次世代製造業の展望」
株式会社 KMC 代表取締役 佐藤 声喜 氏（工学博士）
金型や切削、部品製造を営む中小企業の IoT 導入事例、および大手企業の IoT 戦略とその
取組みを紹介し、日本流の次世代製造業を展望します。
（３）講演３「TRUNPF グループにおけるインダストリー4.0」
エフ・エー・サービス株式会社（独 TRUMPF 社 グループ企業）
ソフトエンジニア Mr. Andre Mahl
ドイツを代表する工作機械メーカーであり、インダストリ
ー4.0 のプラットフォーム幹事企業である TRUMPF 社では、
どのようなやり方でインダストリー4.0 を管理・遂行してい
るか等を紹介します。
（４）懇親会（17：20～18:20）

■参加費

セミナーのみ参加：無料
セミナー＆懇親会に参加：2,000 円（当日徴収いたします）

■主 催 公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC 横浜）
■共 催 横浜日独協会
■お申込 FAX またはメール、WEB(http://www.idec.or.jp/)にてお申込ください。
■お問合せ 公益財団法人横浜企業経営支援財団 国際ビジネス支援部 電話 045-225-3730

ドイツ・インダストリー4.0 セミナー
FAX：045-225-3738
参加内容

□セミナーのみ参加（無料）

参加申込書
メール：global@idec.or.jp

□セミナー＆懇親会に参加（2,000 円）

※チェックしてください

御社名
所属役職

お名前

所在地
電話番号

FAX 番号

メール
※ご記入いただいた個人情報は、内部資料を作成する目的、実施主体機関からの各種案内を送付する目的のみに使用
し、他の目的には一切使用しません。

