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（Innovation+Festa）2014
子供も大人も！テクノロジーを体感しよう！子供も大人も！テクノロジーを体感しよう！

都産技研の技術セミナーを短時間に凝縮

・ 熱可塑性プラスチックの基礎
・ CVD多結晶ダイヤモンドの特性評価
・ 包装貨物の振動試験について　
　など11テーマ

江戸っ子1号プロジェクト

色々なロボットがやって来る！

LEDチップの実装 RoHS分析ミニ講座 熱流解析のミニ講習会

日本海溝8000ｍの超深海の探
査を目指す、安価で操作性の高い深
海探査ロボット「江戸っ子1号」
の実物展示を行います。

特 別 講 演
　　名刺交換会（聴講者同士・軽食付） ▼14：00～15：30  

「ロボットの過去と未来
～役に立つロボットの姿～」

「日本経済のゆくえ
～どうなる日本と中小企業！？～」

「お茶一杯から始まった“はとバス”の
経営改革～私の実践的企業経営論～」

佐藤 知正氏

東京大学名誉教授
（フューチャーセンター

推進機構ロボット化
コンソーシアム）

岸 博幸氏

慶応義塾大学
大学院教授

宮端 清次氏

株式会社はとバス
元社長

ロボット開発の歴史を振り返りながら、将来の
「役に立つロボット」の多様な姿を紹介。

経済のグローバル化の中で中小企業が発展し
ていくためのノウハウを、国や地域の助成金の
賢い活用法などを交えてわかりやすく解説。

経営のヒントになる、はとバスの再建を通じて
得た実践的な企業経営論について講演。

11：00～12:00 13：00～14:00 15：30～16:30

「東京一静かな部屋」体験雷を体験しよう 水の量り取り競争！
©JAMSTEC

大人対象ビジネスデイ 事 前予 約

事 前 予 約

55       6      6金99 土
10:00 ▲ 17:00
入 場 無 料

都産技研との共同研究等で開発した製品を
展示（販売）します！

都産技研マルシェ+都産技研マルシェ+

ロボット開発セクター
オープン記念
ロボット開発セクター
オープン記念

普段は見られない都産技研の施設に触れて、技術を
体験できます

実演・体験実演・体験

ワークショップ

金

ビジネスデイ金

5

5

土6

ふんわりタオルをプレゼント！来場者
全員に

チリン
マスコットキャラクター

都産技研の技術や設備・施設を見学・体験できる2日間。
企業の方々向けに、実際の測定装置や加工機などを使い実習を行う「ワークショップ」や
お子さまも楽しく参加できる「ものづくり工作教室」をはじめ、
特別講演や実演・体験コーナーなどスペシャルイベントが盛りだくさんです。

11：00～12：001回目 14：00～15：002回目

はしご車に乗ってみよう！
煙体験ハウスに入ってみよう！

ご家族でものづくりが楽しめる
・ハイドロカルチャー（観葉植物）をつくろう
・カラフルなオリジナルコースターをつくろう
・オリジナルスライムをつくってあそぼう
・単極モータをつくろう　など13テーマ

 ※消防体験は消防車の出動、天候、装置故障等により中止となる場合があります。
※はしご車搭乗体験は抽選になります。

両日
開催

消防体験

イノベスタ

http://www.tiri-innovesta.jp
検 索■詳しい情報、講演やプログラム

の参加予約は公式HPから
さらに6日は抽選で約650名様に防災セットや
折りたたみ傘、ソーラーおもちゃが当たります！
スタンプラリーやアンケートノベルティもあるよ！

各回定員200名

各回定員150名

ワークショップ

特 別 講 演

ワークショップ

特別対談（岸、宮端 両氏） ▼14：30～15：00

米村でんじろう先生の
一番弟子

「チャーリー西村」が
ドキドキワクワクの

科学実験の数々をご紹介！
科学の楽しさを

体感してください！！

11：00～サイエンスショー
チャーリー西村の
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