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2022 年

YAMANASHI TECHNO
ICT MESSE 2022

１１月１１日（金）・１２日（土）

ＩＣＴ体験コーナー
会場

展示ホール Ａ

Ｂ

バーチャル災害対策室
（ご協力：日本電気 (株)）

リアルでは解決できないお客様課題を、バーチャル空
間を活用して解決します。

展示ホール Ａ

出展企業プレゼンテーション
１１：４０〜１２：００

講 師

総務省関東総合通信局長
あらい

記念講演

会社概要と商品開発（サーマルプリンターの世界）

１４：５０〜１５：１０

(株)三友精機

ヘリサート作業の問題解決ソリューション

会場

１５：１５〜１５：３５

テーマ

メタバース未来戦略

山梨県地域DX推進協議会

～現実とデジタルが融け合う XR/
メタバース時代にビジネスは
どう変わるのか？～

Ｙａｍａｎａｓｈ
ｉＡＩ ハッカソンの成果発表について
〜助産師チャットボットの開発〜
（最優秀チーム発表）

１６：０５〜１６：２５

講 師

(一社)山梨県情報通信業協会

（ご協力：ＮＴＴ東日本）

NTTが提供するXR空間プラットフォーム「DOORTM」。
「DOOR TM」の中でアバターになって、他のアバターと
会話をするなどの体験が出来ます。

株式会社Mogura代表取締役
『Mogura VR』編集長
XRジャーナリスト
（一般社団法人XRコンソーシアム 事務局長）
（一般社団法人VRMコンソーシアム理事）

①ＩｏＴ等活用支援事業のご案内と
ＩｏＴ導入事例のご紹介
〜製造現場のペーパーレス／ＤＸ化を目指す〜

１６：３０〜１６：５０

くぼた

(一社)山梨県情報通信業協会

展示ホール Ａ

１１月１２日（土）

こども
プログラミング教室

Ｂ

１０：００〜１２：００ 弁護士による相談会

ます。
企業の皆様におかれましては、 長引くコロナ禍においても、 日々の事業活動を通じて新技術の研究や新製品の開発等、 絶え間ないイノベー
ションに努めておられることに心から敬意を表します。
昨今のものづくりの現場は、ＩＣＴ機器の普及や、ＡＩ、 ビッグデータ、ＩｏＴなどの情報通信技術の急速な進歩により、 あらゆる分野でのデジタル

AI ロボット「Temi」
、
AR・VR による 360°映像体験
（ご協力：(株) ドコモビジネスソリューションズ）
イベント、観光、教育、介護、施設の受付・見回りなど幅広い
シーンで活躍するロボット、スマートグラスをご体験ください。
■ Temi

■ AVATOUR

やまなし産業大賞
表彰式
会場

展示ホール Ａ

１０：3０〜１1：3０

化が進み、産業構造や社会構造が大きく変化しております。
行われてきています。こうした取り組みを通じ、本県の基幹産業である機械電子産業の優れた技術を生かす中で、新分野進出等による裾野の拡
大が図られ、本県の産業振興に寄与していただいていることは大変心強い限りです。

会場

この催しが、 本県の機械電子工業界と情報通信業界の更なる融合を進め、 山梨から世界をリードする多くの技術が生まれ、

Ｂ

各回２０名【事前申込制】
小学校１〜６年生
費 用 無料
定員
対象

YAMANASHI
SANGYO AWARD

Ｂ

簡単なプログラミングができる
ように、山梨県立大学の学生が
教えてくれます。

（山梨県成長産業推進課）
弁護士による相談会

ロボコンやまなし

展示ホール C

会場

機 械金属・電気電子関連
製造業を対象とした取引
商談会

御期待申し上げますとともに、御参加の皆様の益々の御活躍と御多幸をお祈り申し上げます。

展示ホール Ａ

【第１回】
１０：３０〜１２：００
【第２回】
１３：３０〜１５：００

１３：３０〜１７：００

ＩＣＴを活用したＤＸの推進が図られることにより、山梨県の更なる経済の活性化と県民生活の向上につながる契機となることを

山梨県知事

会場

2022取引拡大商談会

本県では、 この山梨テクノＩＣＴメッセの開催を通じて、 長年にわたり、 機械電子工業界と情報通信業界相互の人的交流 ・ 情報交換が活発に

しゅん

久保田 瞬 氏

②企業間ペーパーレスを目指すＤＸ化：
共通ＥＤＩ仕様の案内と事例紹介
〜２０２３年インボイス制度／電子帳簿保存
法対応のＤＸ化〜

会場

４階大会議室

１３：２０〜１４：４０
（受付１３：００〜）

日本経営士会山梨経営支援センター

１５：４０〜１６：００

XR 空間プラットフォーム
「DOORTM」内でのアバター体験

たかお

新井 孝雄 氏

無料法律相談

山梨県内最大の「ものづくり」と「情報通信」の展示会である「山梨テクノＩＣＴメッセ２０２２」が盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げ

展示ホール C

9：00〜1７：００

長崎 幸太郎

スポンサー
ツイッター【Twitter】

https://www.facebook.com/pages/
山梨テクノICTメッセ/330304697066440

デジタル田園都市
国家構想実現に向けた
デジタルインフラ整備

山梨県地域DX推進協議会

どうしたらエンゲージメントを高め、
自走する組織を創ることができるのか？！

「山梨テクノＩＣＴメッセ２０２２」の開催によせて

フェイスブック【Facebook】で情報を
提供しております。ご利用ください。

テーマ

日本プリンタエンジニアリング(株)

11の言語に対応した同時音声翻訳サービス、
デジタル
技術を活用したスマートファクトリ―をご紹介します。

４階大会議室

１1：００〜１2：００
（受付１０：4０〜）

Ｂ

１４：２５〜１４：４５

（ご協力：富士通Ｊａｐａｎ(株)）

フェイスブック【Facebook】

会場

新世代のオシロスコープのご紹介

多言語音声翻訳ソリューション
スマートファクトリー

近藤 秀俊

会場

特別講演

ローデ・シュワルツ・ジャパン（株）

https://www.yamanashi-technoict.jp

山梨テクノＩＣＴメッセ２０２２ 実行委員会 委員長

プレゼンテーション
コーナー

１４：００〜１４：２０

(山梨県立産業展示交流館)

「山梨テクノＩＣＴメッセ２０２２」 にご来場いただき、 誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大にともない、 山梨テクノＩＣＴメッセは３年ぶりのリアルでの開催となりました。
本メッセは、 山梨県最大の “ものづくり” と “情報通信” の展示会として、 今年度は 「やまなしの熟練技術と ICT の最先端 ここから世界へ！！」 を
テーマとしております。
昨今の世情に目を向けると、 ポストコロナの経済社会システムに向け、 情報の利活用 ・ デジタル化の急激な進展、 ドローンや自動運転な
どの将来技術の拡大など、 コロナを一つのきっかけとして、 成長の実現に向けた大転換が進んでいます。
本メッセには、 これら目まぐるしく変化する社会環境にあって、 新技術 ・ 新製品 ・ 新サービスの開発に注力し、 新たな価値創造の実現に
向けてチャレンジし続けている企業が集まっております。
ご来場いただきました皆様には、出展企業の各種展示をご覧いただくと共に、皆様が求めるビジネスパートナーの発掘や、新たなビジネスチャ
ンスの創出の機会としてお役立ていただきたいと存じます。
会場では、 最先端の DX 技術の体験コーナー、 特別講演、 記念講演、 子供プログラミング教室などのイベントを同時開催いたします。
コロナウイルス感染症拡大の防止を図るため、 検温や手指の消毒などを徹底し、 感染防止に配慮を行いながら実施して
参りますので、 ご来場の皆様には本メッセを新たな一歩の一助として頂ければ幸いです。
最後に、 本メッセ開催にご尽力いただきました関係者各位に深く感謝申し上げますと共に、 ご来場の皆様、 出展企業の
皆様の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。

１１月１１日（金）

マイナンバー制度について
（山梨県総務部情報政策課）

アイメッセ山梨

主催者あいさつ

１１月１１日（金）

問い合わせ先
ツイッター【Twitter】で情報を
提供しております。ご利用ください。
https://twitter.com/ICT̲Messe

（一社）山梨県機械電子工業会 ☎０５５‒２４３‒４３８０
山梨県地域ＤＸ推進協議会
☎０５５‒２２３‒１７２０
（公財）やまなし産業支援機構 ☎０５５‒２４３‒１８８８

NECプラットフォームズ（株） 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ（株） （株）牧野フライス製作所富士勝山事業所
（株）メイコー （株）土橋製作所

中星工業（株） (株)キトー （株）内藤製作所 （株）ササキ

甲府伊奈鋼業（株） NSW（株）

（株）
ブリリアント （株）
加藤電器製作所 （株）
協和富士 （株）
中村製作所 (有)塚原製作所 ローデ・シュワルツ・ジャパン
（株）
（株）渡辺精機

山梨県信用保証協会 （株）ワイ・シー・シー

INPIT山梨県知財総合支援窓口

山梨県民信用組合 （株）峡南堂印刷所 （一社）山梨県情報通信業協会

山梨県事業承継・引継ぎ支援センター

山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点

（一社）
山梨県機械電子工業会 （公財）
やまなし産業支援機構 （株）
ブレイン C&Pストラテジーコンサルティング(株)

山梨県よろず支援拠点

