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未 来 という名 の 最 高 峰 が
僕 らの 挑 戦 を 待 ってい る

公 式 ガ イドブック

SAPPORO CREATIVE CONVENTION
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SAT

10 12 13

In Sapporo,Hokkaido

NoMapsは

未来という名の最高峰は、
取組の数だけ存在します。

5つのプログラムで

出会いと発見のための
「場」
を作ります。
総コンテンツ数は

NoMapsでは、多様な取組を大きく5つのプログラムに分類し、

100以上！

ジャンル・分野を横断した様々な切り口は、

構成されています。

Sponsor/ Supporter
協賛

Sponsor

きっとあなたのビジネスや暮らしの新しい気づきとアイデアに繋がります。

カンファレンス Conference

P11

ビジネスや社会のアップデートに向けた意見交換の場

各分野・業界の今をリードするゲストスピーカーが多数登壇
し、最先端テクノロジーから人生哲学まで、多彩なトークセッ
ションを開催。未来を創造するビジネスアイデアや価値観な
どをインプットしましょう。

展示 Exhibition

P25

新しい技術・サービスを体感できるコミュニケーションの場

“未来への入り口”をテーマに、企業や専門家・学校などが取
り組む最新技術やそれを応用したコンテンツを体験できる
ブースが多数登場します。先端テクノロジーが生み出す未来
を体感してください。

交流 Meet-up

P27

異業種・異世代が新しいビジネスやコラボレーションを創る場

カンファレンスのゲストスピーカーを始め、全道・全国から未来
志向の参加者が集まるNoMaps。会期中は参加者同士の交
流を深めるミートアップを複数開催し、刺激的な出会いによっ
てビジネスやアイデアの実現スピードを加速させます。

イベント Event

表現者の発表の場であり、感性を刺激する新しい表現に触
れられるイベント。地元高校生バンドから、謎解きゲーム、世
界で活躍する映像作家のショートフィルムまで、多様なクリエ
イティブに触れてください。

Experiment

Special
Supporter

P29

映画・音楽・デザインなどクリエイティブな体験を提供する場

実験

特別協力

協力

Supporter

P40

札幌・北海道のフィールドを活用した新しい可能性探求の場
NoMapsでは札幌・北海道を実証実験・社会実装の聖地と
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することを目指し、様々な企業や研究機関、自治体などのサ
ポートをしています。
これから起こる未来を少し先取りし、体
験する機会を提供します。

※他、順不同 8 月31 日現在

最新のSponsor/Supporter情報はWEBサイトでご確認ください。
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ビジネスも、エンタメも、アートも。

NoMaps2019 Schedule
10/12

SAT

10/13

SUN

10/16

WED

札幌・北海道が、世界でいちばん未来に近づく。

10/17

THU

10/18

FRI

10/19

SAT

10/20

SUN

NoMapsビジネス
カンファレンス2019(会場:ACU-A)

カンファレンス

P
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SCARTS カンファレンスルーム

P
21

ストリートステージ in チ・カ・ホ

P
24

Touch the NEW Street & Square

P
25

期間中 多数実施

P
27

(会場:札幌文化芸術交流センター SCARTS )

Conference

(会場:札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場 )

展示

(会場:札幌駅前通地下歩行空間 /札幌文化芸術交流センター SCARTS)

Exhibition

交流
Meet-up

Music Weekend 2019

P
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(会場:市内ライブハウスなど)

イベント

(会場:狸小路5丁目エリア)

Event
オープニングイベント

（会場:札幌プラザ2・5）

実験
Experiment
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TANUKI the Showtime

第14回 札幌国際短編映画祭
(会場:札幌プラザ2・5)

期間中 多数実施

※11/2〜4
受賞作品/特別上映

P
36
P
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Access Map

札幌の様々なスポットが会場に。
街中にワクワクが溢れます。

札幌駅

NoMapsの多様なコンテンツを
リーズナブルに全て体感できる

チケット

カンファレンスパスがオススメ！

［主な会場］
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地下鉄東西線
西8 丁目

8

17

7

狸小路

2

札幌文化芸術交流センターSCARTS
札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ

3

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）
札幌市中央区北4条〜大通

4

インタークロス・クリエイティブ・センター
（ICC）
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

13

15

ブルックリンパーラー札幌
札幌市中央区北2条西4丁目1 赤れんがテラス2F

6

42BAR

ビジネスカンファレンスの全セッションに参加可能！さらにミートアップもフィルムも
NoMapsの多様なコンテンツを一通り堪能できるスペシャルパスです。

通常価格

7

札幌プラザ2・5
札幌市中央区南2条西5丁目18番地
（狸小路5丁目）

8

狸小路商店街5丁目
札幌市中央区南2条〜3条西５丁目

19

10

札幌市中央区南7条西4丁目424-10

36
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KING XMHU｜キングムー

11

Zepp Sapporo｜ゼップサッポロ

カンファレンス
パス特典

札幌市中央区南9条西4丁目4
豊
水
す
す
き
の
駅
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BESSIE HALL｜ベッシーホール

Sound Lab mole｜サウンドラボモール

札幌市中央区南3条西2丁目 ニコービルB1F
14

15

16

KRAPS HALL｜クラップスホール

札幌市中央区南4条西6丁目5 タイムズ駐車場ビル1F

10

17

18

UNION FIELD｜ユニオンフィールド

札幌市中央区南7条西4丁目2-5 LC七番館5F
19

ESP HALL｜イーエスピーホール
札幌市中央区南3条西1丁目3-6

20

札幌駅

札幌市広域 MAP
4

地下

9

鉄東

07

西駅

新さっぽろ駅

ミュージックパス

Music Weekend 2019

P

東札幌駅

中
島
公
園
駅

※購入・お申し込みにあたっては、
イベントレジストへの会員登録が別途必要となります。
手続き後、
メールにて詳細をお知らせします。

29をご覧ください

イベントスペースEDiT｜エディット
札幌市中央区南2条西6丁目13-1 南2西6ビルB1F

WEBサイトでもCHECK!
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NoMaps2019特設サイト（WEBでの販売／申込のみ）

SPIRITUAL LOUNGE｜スピリチュアルラウンジ
札幌市中央区南2条西4丁目10 ラージカントリービルB1F

東
本
願
寺
前

¥5,000

（5枚以上まとめて購入する場合）

https://eventregist.com/e/nomaps2019

KLUB COUNTER ACTION｜クラブカウンターアクション
札幌市中央区南2条西1丁目 広和ビル2F

18

¥5,000

（〜9/20までの限定価格）

● NoMaps オフィシャルミートアップ 参加チケット 1枚
● オフィシャルラウンジの優待利用
● 札幌国際短編映画祭1プログラムチケット 1枚
● 連携会場にて優待利用・特典 など

購入はこちらから

COLONY｜コロニー

札幌市中央区南7条西4丁目2-6 LC拾壱番館B1F

14

チケットサポーター割

学生はカンファレンス入場無料（ 25 歳以下に限る。当日学生証提示）

札幌市中央区南4条西6丁目 晴ればれビルB1F
13

早期割引

¥8,000

札幌市青少年科学館
札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20

（アクセス）市営地下鉄東西線 大通駅から新さっぽろ駅下車、
1番出口正面

6
すすきの

カンファレンスパス （有効期間 10/16 〜18＋α）

（アクセス）市営地下鉄東西線 大通駅から東札幌駅下車、徒歩5分

5

9

12
資生館小学校前

会議・研修施設ACU-A｜アキュ
札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 12F・16F

札幌市中央区南4条西2丁目11-7 TOMORUビル10F

地
下
鉄
南
北
線

狸
小
路

16

2

大通駅

西4 丁目

市電

20

創
成
川

1

札幌国際短編映画祭チケット

36 をご覧ください

第14回 札幌国際短編映画祭
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※パス・チケットの価格はすべて消費税込みの料金です。
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NoM

aps アンバサダー

ジャンル関係なしに色んなインプットをまとめて出来る！お得！

刺激を受けて、
知っていくと、
今度は自分の未来っていうのを考えたりしてね

そうだね。
インプットしたらアウトプット！

NoMapsの面白いところは、繋がりを作れるっていうこともある。毎日色ん
なところで開催されるミートアップは年齢も業界も関係なく色んな人が集
まるから、
新しい出会いがあるし、
自分の考えを深めたりも出来るね

河原あず
東京カルチャーカルチャー
コミュニティ・アクセラレーター

1980年生まれ。人々の想いを引き

出し、想い同士を繋げ、
リアルコ
ミュニティづくりを支 援する「コ
ミュニティ・アクセラレーター」。
NHK、伊藤園など数多くの企業コ
ラボイベントをプロデュース。渋谷
イベントハウス
「東京カルチャーカ
ルチャー」
プロデューサー。

タムラカイ

イラスト：タムラカイ

ビジネスからエンターテイメントまで、
未来志向の

あらゆるジャンルが集まる
「NoMaps2019 」
。
どう
やって楽しめばいいのか、2016 年からアンバサ

ダーとしてNoMapsをウォッチしている、
河原あず

さん、
タムラカイさんのお二人に、
楽しみ方と活か

し方を聞いてみました。

ハッピーラクガキライフ 代表
デザイナー・ラクガキコーチ

1979 年京都生まれ。富士通デザ
イン株式会社に勤務するかたわ
ら、個人活動として2014年から描
いて考え伝えあうためのラクガキ
講座を開催。
ワークショップや共
創の場のデザインおよびファシリ
テーション、人材育成、
グラフィッ
クレコーディングを専門とする。

あずさんは、
「コミュコレ」
（→P22）
やるんでしょ？
そうそう、
色んな面白いコミュニティを作っている人たちを呼んで新しい出
会いや繋がりを作るっていうセッションね。
これもめちゃくちゃ面白いよ

いろんな興味で参加してみるっていう入り口がいっぱいあるよね。
きっと最終的に目指すと

ころはさ、
自分の未来に向けて何かはじめるってことだよね！
何と言ってもまず新しい刺激がたくさんある

のがNoMapsだよね

そうだね、
そのために、
NoMapsをうまく使えると最高だね。去年はタムラさんのグラフィックレ
コーディングを見た人の要望で、
急遽ワークショップ開いちゃったりしたでしょ？
あれは参加者から、
グラレコ勉強したいっ
て呼び止められて、
じゃあやっちゃおうっ
て、
すぐにイベント開催が決まってね…

期間中は街に出ればいろんな展示がやってるからね。
タッチ＆トライで最新技術に触れられるのはワクワクする！
去年は映画祭でたまたま見た1本の映画にどっぷりハマって泣
いたな。
ライブハウスに行って普段聴かない音楽聴くのもいいよ
そうそう。
そういうカルチャーにしろ、
VRとかの最
新技術にしろ、知ってるけど触れたことないって
いうものに触れられるっていうのがまず最高

やりたい、
やってみたいって思ったら、
NoMapsチームに相談しちゃえばもし
かしたら実現できちゃうかもっていうフレキシブルさがNoMapsの魅力だね
受け身じゃなく何かやりたいって思えば動く可能性がある
し、小さいことでもアクションしてみるっていうのが大事だよ
やるよ！
ね。
ちなみに今年もグラレコワークショップ
（→P23 ）
新しいことをはじめたいと思って動くと仲間って見つかるからね

僕の場合、
ワクワクして、
もっと知りたい！っていう欲が出てくる

同じようなモチベーションの人がたくさん集まっ
ているっていう場所だしね

そうなると、
ビジネスカンファレンスがいいよね。
だって、
最先端の技術やアイデアを持って動いている人た
ちの実際の話を聴けるわけだから
今年は、
MITの石井教授（→P12）でしょ？必聴だよ
NEDOピッチコンテスト
（→P13 ）
で、
色ん
ね。
あとは、
な人のアイデアを聴いてみるのも面白いよね
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本当、
未知数だわー

期間中はいろんなところに出没する
ので、
ぜひ声かけて欲しいですね！

ですね！10月の札幌、
楽しみにしてます！
10

Conference

Conference

これからの未来を作る
アイデアや取組をテーマに
40 本以上のセッションを開催。

Pick Up 注目のセッション
北大「ニトリみらい社会デザイン講座」Presents

MITメディアラボ副所長 石井 裕

スペシャルキーノート〜未来競創〜 10/16（水）

NoMapsビジネスカンファレンス2019

14

P

未来を切り開く！
NoMaps初のスペシャルキーノート

10/16 WED 10/18 FRI
〜

新しいアイデアや先端テクノロジーが社会を、
世界を変えていく。日進月歩の現代においては、
最先端の情報
をいち早くキャッチし、
事業に取り込んでいくことの重要性が増しています。
NoMapsでは、新しい技術、新しい
サービス、
新しいアイデアで道なき道を切り開く多様な講師を招き、
世界に展開するビジネスから、
地方創生
を目指したクリエイティブな取り組みまで、
多様なテーマのカンファレンスを集中的に開催します。

今年のNoMapsのテーマを地で行く、
もっとも相応しい
スピーカーである、石井 裕 教授によるスペシャルキー
ノート
（基調講演）
が実現。
札幌南高校、
北海道大学出身。
アメリカ・マサチューセッ
メディアラボ副所長を務め、
石井氏が
ツ工科大学
（MIT）
生み出した未来へのコンセプトは、
デザイン、
サイエンス、
メディア・アートなど様々ジャンルに大きな影響を与えて
います。
「未来という名の最高峰」
をデザインし、
そこに挑み続け
るためには。今年度のNoMaps2019の根幹となるスペ
シャルキーノートは必聴です。

Photo:Junichi Otsuki

Conference

カンファレンス

マサチューセッツ工科大学（MIT）
MITメディアラボ 副所長

石井 裕

The Time Machine〜1964年の渋谷へタイムトリップ〜
世界が認めたVRコンテンツは、
こうして生み出された。 10/17（木）

Dress Code

今、世界的に注目される
VRコンテンツの秘密に迫る

常識を脱ぎ捨てよう。
NoMapsは、新しい価値と出会いを探す場所。
リラックスした空気の中で生まれる、自由でクリエイティブな発想を大切にしたいから。

NoMapsは
「No Dress Code」。
リラックスできる自由な服装でお越しください。

チケット

カンファレンスパス（有効期間 10/16〜18＋α）
ビジネスカンファレンスの全セッションに参加可能！さらにミートアップもフィルムも！
NoMapsの多様なコンテンツを一通り堪能できるスペシャルパスです。

通常価格

¥ 8,000

早期割引

¥ 5,000

（〜9/20までの限定価格）

チケットサポーター割

¥ 5,000

（5枚以上まとめて購入する場合）

学生はカンファレンス入場無料（ 25 歳以下に限る。当日学生証提示）
※全て税込

11

15

P

カンファレンスパス特典
● NoMaps オフィシャルミートアップ 参加チケット 1枚
● オフィシャルラウンジの優待利用
● 札幌国際短編映画祭1プログラムチケット 1枚
● 連携会場にて優待利用・特典 など

購入はこちらから

NoMaps2019特設サイト

身近な技術となってきたバーチャルリアリティ
（VR）
。
過去の写
真から
「記憶の中の街」
をVRでよみがえらせるプロジェクト
のセッション。
VRコンテンツとして、2018 年
「1964 TOKYO VR」
「Best
度グッドデザイン賞を受賞したほか、SXSW2019でも
Exhibition Experience」賞を受賞し、注目されています。主要
運営メンバーであり、有名テレビ番組を手がけるプロデュー
サー・ディレクターが登壇し、VRコンテンツやこれからの映像
エンタメについて語ります。

さくらインターネット Presents

北海道宇宙ビジネスサミット 10/18（金）

17

P

北海道の宇宙ビジネスのキーマンが結集
国内及び北海道における宇宙開発ビジネスの新しい
可能性を切り開いたインターステラテクノロジズ
（IST）。北海道の宇宙ビジネスを牽引する、IST稲川
社長、堀江貴文取締役らが登壇し、北海道における
宇宙ビジネスについて語ります。
これから誰でも宇宙
に関わり仕事にできる時代に突入していきます。

（WEBでの販売／申込のみ）
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10/16 WED

※最新情報・詳細はWEBサイトをご覧ください

“NoMaps NEDO Dream Pitch”
with 起業家万博

〜札幌発「BIラボ」
が目指すもの〜

バイオ
「B」
とIT
「I」
による新たなビジネスを考える

次代を担う新たなベンチャーの発掘・育成を目指す

都市の未来をフェスを足がかりに創り出せ

医療や食品をはじめとするバイオ分野の最先端研究で今や欠
かせなくなっているIT技術。
ゲノムや遺伝子、
タンパク質といっ
た膨大で複雑なデータの解析に用いられています。
札幌市では
「バイオ(B) IT(I)」
によるビジネスをいち早く推進す
るため、今秋「BI Lab」
を設立します。世界の最新情報とともに
札幌発「BI Lab」
が目指す新たな可能性を語ります。

一次審査を通過した、優れた技術シーズを基に起業する起業
家が情熱を込めて7分間のピッチを披露します。IT・AIと異分野
や、再生医療技術等、個性あふれる12 個のビジネスプランに出
会えます。
同日、
審査員による審査・表彰も行われます。

国内で都市型フェスティバルを展開する福岡・明星和楽、神
戸・078、東京・YouGoEx、
そしてNoMapsの4イベントの主催
者が集まり、都市型フェスティバルを起点としたみらいの街づく
りについてディスカッションし、
その方向性・可能性を模索する
セッションです。

時間／13:00-14:00
主催／SAPPORO BI LAB

特別協力／No Maps実行委員会

出演者
株式会社ノースポイント
執行役員

磯 真査彦

ファストトラック
イニシアティブ
ベンチャーパートナー

時間／13:30-18:00
主催／経済産業省北海道経済産業局
(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
共催／総務省北海道総合通信局、(国研)情報通信研究機構（NICT）
協力／(一社)北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
特別協力／No Maps実行委員会

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
代表取締役／No Maps実行委員長

中原 拓

伊藤 博之

北海道システム・
サイエンス株式会社
研究推進本部
取締役本部長

BIJIN & Co.株式会社

一般財団法人SFCフォーラム
事務局長／SFCフォーラムファンド
ファンドマネージャー

代表取締役社長

田中 慎也

世界人口約76億人のうちオンライン人口は53％、約半数は未
だオフラインです。ブロックチェーンは G A FA（ G o o g l e 、
Amazon、Facebook、Apple）でもオンライン化出来ない人た
ちをオンライン化し幸福をもたらすことが出来るのか。新たな
挑戦と課題、
ブロックチェーンの可能性について世界を舞台に
活躍する方々と議論します。
時間／14:00-15:30
主催／ブロックチェーン北海道イノベーションプログラム
共催／No Maps実行委員会

出演者
Outchain LLC CEO 創業者/
Money Zebra Labs CTO
共同創業者

ビクトル ブリズガロフ
博報堂ブロックチェーン・
イニシアティブ

伊藤 佑介
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マイクロソフト・
コーポレーション デベロッパー・
リレーション クラウド
+ AI プログラムマネージャー

一般社団法人CiP協議会
事務局長

里見 英樹

高橋 竜之介

神戸大学大学院
システム情報学研究科
准教授/078実行委員長

【モデレーター】
No Maps実行委員会
事務局長

坪井 大輔

マサチューセッツ工科大学（MIT）
MITメディアラボ 副所長

廣瀬 岳史

AIが温もりのある地域社会をつくる

時間／14:00-15:00
共催／SAPPORO AI LAB

出演者

地域再生、
コネクテッドシティの未来とは

人も多く、仕事やインフラが充実している都市部に対し、人が
減少し、若い人が流出している
「田舎」
とも呼ばれるその地域で
は、
どのように未来を見据え、行動すればいいのでしょうか。
今回のセッションでは北海道の主に道東地域で活動している
方々を招き、
それぞれが感じ、実践している現状、
そして未来に
ついて来場者の方々と一緒に考えます。

昨年 NoMaps Future Labによる共創ネットワーク連携を経
て、
日本オラクル、
さくらインターネットの協力のもと、IoT、AIを
活用したサクラマス陸上海水養殖の実証実験が稚内で行われ
ました。一般的に知られにくい
「養殖」
の実態を聞きながら、
この
ような課題解決に日本オラクルがどのような手法で取り組み、
今後どのような未来がつくれるかを語るセッションです。

時間／16:00-17:00

時間／17:00-18:00

出演者
サツドラホールディングス
株式会社
代表取締役社長

富山 浩樹

養殖がヒントに。
データ・ドリブンで社会課題解決

道東エリアの実践事例から田舎の未来を考える

出演者
フリーランス BizDev/

Technologist

さのかずや

（一社）
ドット道東
代表理事
/ 1988代表

中西 拓郎

日本オラクル株式会社
クラウド事業戦略統括
Digital Transformation推進室
室長

七尾 健太郎

安田 クリスチーナ
株式会社INDETAIL
代表取締役 CEO

出演者

藤井 信忠

北海道から考える
「田舎の未来」

「顔の見える商い」
が人工知能でより効率化されれば、本当に
必要なサービスを地域の利用者に適切に届けることができる
はず。
そんな思いから地域密着サービスに人工知能を取り入
れようと取り組む地元企業と人工知能研究者が
「目指すべき
地域の未来」
を語ります。

神代 晃嗣

「世界の価値観が激しく変化する今日、重要なのは、確固とし
た独自の美学・哲学、
そしてビジョンを確立することである。
」
当カンファレンス初のスペシャルキーノートに、札幌南高校、北
海道大学出身のMITメディアラボ副所長、石井 裕 教授が登
場。破壊革新が起こる最中、確固たるビジョンを確立するため
に必要な力とは。
そして、
「協創」
に必須な切磋琢磨を可能にす
る術とは。
この四半世紀、MITでの生き残りをかけた競創の中
で実証的に作り上げた、
理念と技法を惜しみなく披露します。

廣川 克也

温かい地域社会

平岸ハイヤー株式会社
代表取締役社長

「未来という名の最高峰」
を目指す、
すべての人へ

石井 裕

AIで実現する

全世界をオンラインで繋ぐ
ブロックチェーンの可能性と課題
世界のオンライン化は幸福をもたらすのか

橋本 正徳

小笠原 治

株式会社メディア・マジック
代表取締役

MITメディアラボ副所長 石井 裕
スペシャルキーノート〜未来競創〜

時間／16:30-18:00
明星和楽実行委員会
元実行委員長
株式会社ヌーラボ
代表取締役

株式会社ABBALab 代表取締役／
さくらインターネット株式会社 フェロー／
京都造形芸術大学教授

国立大学法人東京大学
産学協創推進本部
イノベーション推進部長 教授

各務 茂夫

岡田 宰

時間／15:00-16:00
協力／月刊イベントマーケティング

出演者

審査員

北大「ニトリみらい社会デザイン講座」Presents

都市型フェスティバルの未来

札幌市立大学 学長/
株式会社未来シェア
取締役会長

中島 秀之

Conference

Conference

「バイオ IT」
の新展開

【モデレーター】

SAPPORO AI LABラボ長
北海道大学大学院
情報科学研究院・教授

川村 秀憲

クスろ代表/
公立はこだて未来大学4年

須藤 か志こ

【モデレーター】
インタークロス・
クリエイティブ・センター
コーディネーター

岡山 ひろみ

日本オラクル株式会社
クラウド事業戦略統括
Digital Transformation推進室
データアナリスト

横山 慎一郎

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構
栽培水産試験場
調査研究部 研究主幹

三坂 尚行
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THU

イラスト地図とGPSがリンクする
StrolyをRSRで使ってみた!!

震災を越えて未来へ駆ける学び舎
早来中学校再建に描く安平の挑戦

RSRフェスでの導入事例から今後の可能性を探る

データやAI技術の知的財産権

北海道胆振東部地震によって校舎及びグラウンドに大きな被
害を受けた早来中学校の再建に向けて、安平町で検討してい
る再建ビジョンや地域教育にかける思い等について語るセッ
ション。

オンライン地図プラットフォーム Stroly（ストローリー）
は、
イラ
ストなどで描かれたアナログ地図をGPS（位置情報）
と連動さ
せて、
マップ上に現在地を表示する新サービス。今年8月に開
催されたライジング・サン・ロックフェスティバルへの公式マッ
プ導入事例をもとに、今後の活用の可能性についてStroly 、
RSRフェスの両社から話を聞きます。

データやAIを活用し、新たな付加価値の創出や社会課題の解
決を目指す動きが高まっている一方、
データやAI技術を巡って
は知的財産権の帰属や利用条件について契約実務の蓄積が
乏しく当事者の合意形成が困難な場合もあります。本セッショ
ンでは、AI開発に関連する知財を整理しながら、関係者全員が
継続的に発展していくためのAI開発における知財の取扱いに
ついてディスカッションします。

時間／13:00-14:00

時間／14:00-15:00

出演者
安平町長

及川 秀一郎

安平町政策推進課付
総合教育専門員/
（一社）安平町復興
ボランティアセンター センター長

株式会社Stroly
代表取締役社長
兼Co-CEO

高橋 真知

株式会社ウエス
チーフディレクター

株式会社ウエス
チーフディレクター

高崎 晃

付加価値を生み出す農業マーケティング

効果的な訪日インバウンドマーケティングとは

食の宝庫、
北海道。
豊かな土地から生まれる食材が、
国内外を問わ
ず高く評価されています。
しかしながら、
その多くは素材として道外へ
移出されており、
道内の食料品製造業の付加価値率は全国平均を
下回っているのが実状です。
北海道の豊かな食資源を生かすこれか
らのマーケティングの在り方について、
購入型クラウドファンディング
業界を牽引するMakuake・中山代表らと語らうトークセッション。

2018年4月〜12月、来道海外観光客数で第1位だった韓国。一部の
センセーショナルな報道が影響し、2019年には急減と報道されていま
すが、実際はどうなのでしょうか。また、韓国人観光客は20代〜30代
が多く、SNSで情報収集し少人数で旅をする傾向から動向把握が難
しいと言われています。
このセッションでは、韓国人インバウンド客の最
新動向から、効果的な訪日インバウンドマーケティングを紐解きます。

時間／14:00-15:00
協力／北海道アグリ・フードプロジェクト実行委員会

時間／15:00-16:00
主催／大韓貿易投資振興公社(KOTRA)東京IT支援センター
共催／No Maps実行委員会

出演者

WiderPlanet Inc.
Japan Country
Manager

中山 亮太郎

鳥井 武志

VR、メディア、映像コンテンツの可能性
過去の写真･画像からバーチャルリアリティの技術で都市の過
去の街並みを再現し、
都市の街並みの変遷とその素晴らしさを
周知することを目的として設立された社団法人「1964 TOKYO
VR」。主要運営メンバーである、
「電波少年」
のTプロデューサー
など
こと土屋敏男氏と、NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」
数々の番組を担当してきた河瀬大作氏が、
VRコンテンツから、
メ
ディア、
映像エンタテイメントなどの展望、
可能性を語ります。

出演者
日本テレビ放送網
株式会社
社長室R＆Dラボ
シニアクリエイター

土屋 敏男

NHKエンタープライズ
エグゼクティブ
プロデューサー

河瀬 大作

特許庁企画調査課
課長補佐

進士 千尋

共催／No Maps実行委員会

イノベーターは育てられるか？
〜革新者を生み出す教育論
未来を創るイノベーターを育成するためには？
スタートアップ創出に力を入れ始めた札幌・北海道。
しかし、
ま
だまだ起業を目指す人はごく一部です。社会を革新するような
新しいプロジェクト/プロダクトを生み出すイノベーターは育て
ることができるのか。世界を舞台に新たな
「創」
に挑み続ける石
井氏、科学者であり学府の長でもある中島氏、北海道でスター
トアップ育成にチャレンジする佐々木氏が、
イノベーター創出に
向けた教育論を語ります。

進め、
本気で”北海道の暮らしを楽しくする”サービス
（感動時間）
の企画
開発に取り組みました。
このセッションでは、
ハッカソン各チームによる”
サービス”のプレゼンテーションを実施。
会場投票も予定しています。
時間／16:00-18:00
主催／シチズン時計株式会社
共催／No Maps実行委員会

シチズン時計 presents の
ミートアップでは表彰式&スマートウオッチ
の
『CITIZEN Eco-Drive Riiiver』
タッチ＆トライを行います
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時間／17:00-18:00

P

出演者

出演者
シチズン時計株式会社
営業統括本部
オープンイノベーション推進室 室長

シチズン時計株式会社
時計開発本部 時計開発部
コネクテッド開発課 担当課長

株式会社ヴェルト
代表取締役 CEO

イッツ・コミュニケーションズ株式会社
東京カルチャーカルチャー

大石 正樹

野々上 仁

MITメディアラボ
副所長

石井 裕

松王 大輔

株式会社デジタルガレージ
執行役員 社長室長
インキュベーション担当
オープンネットワークラボ推進部長

河原 あず

佐々木 智也

直井 善郎

時間／15:00-16:00
主催／NHK札幌放送局 共催／No Maps実行委員会

土田 安紘

NoMapsとシチズン時計（株）は、北海道に住む学生・デザイナー・エンジ
ニア有志らがチームを組み、3ヶ月にわたって地域課題について議論を

大韓貿易投資振興公社(KOTRA)
東京IT支援センター 副所長

The Time Machine〜1964 年の渋谷へタイムトリップ〜
こうして生み出された。
世界が認めたVRコンテンツは、

佐川 慎悟

AWL株式会社CTO 兼
AI HOKKAIDO LAB所長

シチズンによる新スマートウオッチハッカソン

出演者
株式会社マクアケ
代表取締役社長

佐川慎悟国際特許事務所
所長弁理士 /
日本弁理士会北海道会 副会長

地域課題解決に挑戦！
「Riiiver Innovation Project」

小島 健太郎

正しく理解しよう！ 韓国人インバウンド客事情
〜Korea IT Cafe in NoMaps

“食の宝庫”を生かすマーケティング

出演者

時間／15:00-16:00
主催／特許庁、株式会社角川アスキー総合研究所

出演者

井内 聖
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AI開発における知財の取扱い〜Win-Winの関係構築に向けて〜（仮）

Conference

Conference

10 /17

札幌市立大学学長
株式会社未来シェア
取締役会長

中島 秀之

【モデレーター】
ムラタオフィス代表/

Sapporo Founders Fund

村田 利文

多言語AIチャットボットが、
新しい旅行体験と感動を提供する時代
〜訪日外国人向けAIコンシェルジュ Bebot〜

北海道における
データサイエンスのミライ(仮)
データサイエンスの在り方とは

スマホ1つでガイドブックを超える旅行体験を

北海道でのデータ活用をどう社会貢献・ビジネスに繋げていく
か。
データフォーシーズの和田陽一郎氏などを招き、
北海道にお
けるデータサイエンスの在り方を共に考えます。

北海道をはじめ全国で増え続ける外国人旅行者が、
空港・ホテ
ル・アクティビティなど旅先で体験する様々な事を多言語対応AI
チャットボットがサポート。
訪日旅行者の思考行動分析からツー
ルの活用法まで解説します。

時間／16:00-17:00
主催／一般社団法人 IT推進協会 共催／No Maps実行委員会
協力／株式会社データフォーシーズ、株式会社D4cアカデミー、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

時間／17:00-18:00

出演者

出演者

株式会社ビースポーク 執行役員
兼 日本地区統括本部長

株式会社D4cアカデミー 取締役社長兼学長／
株式会社データフォーシーズ 執行役員／
九州大学大学院システム情報科学研究院客員准教授

和田 陽一郎

他

長野 資正
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イスラエルはなぜ
スタートアップネイションと呼ばれるのか

さくらインターネット Presents

イスラエルのスタートアップ事情と日本の未来

ISTが切り開く民間主導の宇宙ビジネス

イスラエルは今、
世界の中でスタートアップネイションとして注目さ
れています。
日本とは正反対とも思える価値観を持ったイスラエル
には、
現在の日本に役立つ情報がいっぱい隠されています。
イスラ
エルのスタートアップ事情から北海道・日本の未来を模索します。

今年5月、
インターステラテクノロジズ（IST）
がMOMO3号機に
よる日本では民間企業初の宇宙空間到達に成功し、国内及び
北海道における宇宙開発ビジネスの新しい可能性を切り開き
ました。ISTがターゲットとしている小型人工衛星の打ち上げ
需要は、今後飛躍的に増える事が予測されています。

時間／11:00-12:00
主催／一般財団法人さっぽろ産業振興財団
共催／No Maps実行委員会、日本オペレーションズリサーチ学会北海道支部

出演者
〈モデレーター〉
北海道大学大学院
情報科学研究院・教授

Insight Lab Israel, Inc.
Branch Manager

中島 アザル 直美

川村 秀憲

Open Network Lab HOKKAIDO STARTUP CITY SAPPORO

モバイルコンテンツ関連セミナー

このセッションではISTの事業を技術・ビジネスの両輪から支
える稲川社長、堀江取締役、日本初の衛星データプラット
フォーム Tellusを運用するさくらインターネット 田中社長らを
ゲストに迎え、北海道における宇宙ビジネスを発展させるため
に必要なピースは何か？をテーマにディスカッションします。

出演者

令和時代のオープンイノベーション入門

稲川 貴大

インターステラテクノロジズ株式会社
取締役

堀江 貴文

札幌でスタートアップを目指す人のための基礎セッション
北海道大学
公共政策大学院
教授

鈴木 一人

▶出演者は後日WEBサイトにて発表!
時間／13:00-14:00
主催／株式会社D2Garage
共催／STARTUP CITY SAPPORO 事務局、No Maps実行委員会

現実を拡張するテクノロジーと新しい場づくり
LEDデジタル空間演出、4K・8Kバーチャルウィンドウ、
プロジェ
クションマッピングなど、空間にテクノロジーを組み合わせるこ
とで新たな景色と体験をプロデュースするLandSkip。
セッショ
「現実の拡張」
の企画・技術の方法論を
ンでは、LandSkipの
披露。
さらにゲストに北海道 TSUTAYAの中山副社長を迎え、
新しい場づくりの可能性についてパネルセッションを行います。
時間／13:00-14:00

出演者
株式会社ランドスキップ
代表取締役

下村 一樹
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さくらインターネット株式会社
代表取締役社長

中農 稔

㈱北海道TSUTAYA
取締役副社長 /
函館蔦屋書店㈱
代表取締役社長

中山 慶祐

主催／一般社団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
共催／No Maps実行委員会

時間／14:30-15:00
主催／一般社団法人札幌青年会議所

“北海道にベンチャーエコシステムをつくる！”

NoMaps Spark! Innovation vol.4

エコシステム構築に挑む挑戦者たちがNoMapsに集結！

新たな事業領域に挑戦するアントレプレナーの努力と成功をたたえ
る国際的な表彰制度
「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー
（EOY）
」
北海道大会。
スタートアップのアントレプレナーによるピッチコンテス
ト、
EOY 2015 Japan 日本代表による基調講演、EOY 2019 Japan
北海道代表による受賞記念スピーチの3部構成で開催します。

都市・地域コミュニティによるベンチャーエコシステム構築活
動が増えています。本セッションでは札幌、渋谷など各地で時
代を切り拓く挑戦者たちが一堂に会し、
それぞれの経験・実績
からエコシステム構築の鍵について議論します。

出演者

ピッチ登壇者
株式会社未来シェア
代表取締役

時間／15:30-17:00

株式会社エアシェア
代表取締役CEO

株式会社

MILE SHARE

進藤 寛也

時間／14:00-15:00

出演者
株式会社マネーフォワード マネーフォワードクラウド
事業推進本部 北海道支社 北海道支社長 /
一般社団法人北海道ITソリューション協会
代表理事

札幌新陽高校 校長/
東明館中学校・高校 理事長

荒井 優

株式会社MamaLady
代表取締役

明石 奈々

DMM.com 執行役員
経営企画室長／ビジネス
プランニング 本部長

株式会社デジタルガレージ
執行役員 社長室長
インキュベーション担当
オープンネットワークラボ推進部長

札幌新陽高校 校長/
東明館中学校・高校
理事長

北海道余市町
町長

東急株式会社
フューチャー・デザイン・ラボ
イノベーション推進担当 課長補佐

さくらインターネット
株式会社
代表取締役社長

市村 昭宏

共同創業者

森田 宣広

出演者

齊藤 啓輔
株式会社セコマ
代表取締役社長

丸谷 智保

株式会社
東海メディカル
プロダクツ 会長

筒井 宣政

佐々木 智也

加藤 由将

荒井 優

田中 邦裕

ファシリテーター
NoMapsアンバサダー FC

他

イノベーターと考える未来のデザイン
「だって北海道は〇〇〇だから」
と諦めてしまうクセ、
ありません
か？それはきっと北海道の固定概念にとらわれてしまっている
のかもしれません。
このセッションでは固定概念にとらわれず、
様々な領域でイノベーションを起こしているゲストを招き、過去
にとらわれない北海道の未来の姿を一緒に考えます。

共催／No Maps実行委員会

世界的なアントプレナーの表彰プログラム

松舘 渉

固定概念にとらわれるな！
北海道の未来デザイン

貧困・教育・少子高齢化などの社会的課題を、革新的な事業
継続により解決を目指す社会起業。社会起業家育成を目指し
た札幌青年会議所主催の「さっぽろ社会起業家零ＯＮＥ塾
2019」の塾生55名の中から選ばれたビジネスプランのプレゼ
ンテーションを行います。

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー
2019ジャパン 北海道大会

田中 邦裕

平野 龍一
株式会社ランドスキップ
CTO／
クリエィティブディレクター

▶詳細および登壇者は後日発表!
時間／15:00-16:00

時間／15:00-18:00

北海道でのスタートアップエコシステムの構築を目的に2018
年にスタートした起業・創業支援プログラム
「Open Network
Lab HOKKAIDO」
と、
スタートアップ人材の育成・オープンイノ
の
ベーションの推進などを通じて
「挑戦できる街SAPPORO」
実現を目指す
「STARTUP CITY SAPPORO」事務局が、両者の
事例を織り交ぜた基礎的なトークセッションを行います。

空間 テクノロジーが生み出す、
新しい景色。

社会起業家塾生によるプレゼンテーション

北海道のモバイルコンテンツ関連企業が参加・ネットワークす
る一般社団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
（HMCC）
によるセミナーを開催します。

時間／13:00-14:30
協賛／さくらインターネット株式会社

インターステラテクノロジズ株式会社
代表取締役社長

世界を変える新たな起業スタイル
社会起業ピッチ大会

HMCCセミナー（仮）

北海道宇宙ビジネスサミット

Conference

Conference

10/18 FRI

POP（河原あず、タムラカイ）

共に働く仲間に感謝と賞賛を伝え合う
新しいカタチ：ピアボーナスUnipos

NHKスポーツ vs. eスポーツを考える
未来のスポーツ観戦はどうなっていくのか

オープンな認め合いが働きがいを高める!? その秘密とは

NHKのスポーツ中継は、幅広い競技を網羅し、視聴者の好みに合わせたサイ
ｅスポーツは単なるゲー
トやSNS連携でモアサービスに挑戦しています。一方、
ム大会から急速に進化し、国内外では1億円を超える賞金を稼ぐプロゲーマー

Unipos
（ユニポス）
は、
従業員同士が感謝のメッセージとともに少額
の成果給
（ピアボーナス）
を送り合う事ができるサービスです。
身近
な同僚の活躍に感謝の言葉をピアボーナスとともに送る事で、
「あり
がとう」
が恥ずかしくなくなり、
その投稿が共有されるので従業員同
士の繋がりも可視化されます。
働きがいの高い組織づくりへと繋がる
Uniposの特徴や導入して感じたメリットについてお話します。

が誕生する巨大市場となっています。
このセッションでは、
リアルとバーチャル
の異なる2つの今を比較しながら、未来のスポーツ観戦を共に考えます。
時間／16:00-17:00
主催／NHK札幌放送局 共催／No Maps実行委員会

時間／17:00-18:00

出演者

出演者
NHK報道局

スポーツセンター
副部長

増子 善久

北海道ハイテクノロジー
専門学校 ITメディア学科
学科長

中田 龍太

一般社団法人MA 理事/
一般社団シビックテック
ジャパン 理事

伴野 智樹

Fringe81株式会社
代表取締役CEO /
Uniposファウンダー

田中 弦

株式会社ファームノートホールディングス
代表取締役

小林 晋也
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NoMapsビジネスカンファレンス2019 Schedule

10/17

10/18

THU

Conference

WED

FRI

11:00
Conference

10/16

11:00

イスラエル
スタートアップ
12:00

12:00

13:00

13:00

バイオ

震災を 越えて
未来へ駆 ける学び舎

IT

オープン
イノベーション

空間 × テクノロジー
宇宙ビジネス

14:00

15:00

ブロック
チェーン

AIで実現する
温かい地域社会

16:00

NEDO
Dream
Pitch

田舎の未来
石井 裕
スペシャル
キーノート

北海道の
未来デザイン

社会起業ピッチ
15:00

都市型
フェスティバル
の未来

17:00

Stroly × RSR

食マーケティング

コネクテッドシティの
未来

タイムマシン
世界が認めたVR

韓国 インバウンド

AIと知財

データサイエンスの
ミライ

イノベーター
育成論

シチズン
ハッカソン

HMCC

セミナー
（仮）

NHKスポーツ×
eスポーツ

Spark!
Innovation
vol.4

EY

アントレプレナー
オブザイヤー

20:00

17:00

ピアボーナス

外国人観 光客向け
AIチャッ トボット

Unipos

18:00

オフィシャルミートアップ
ミートアップについては、
P27をご覧ください

19

16:00

2019

ジャパン
北海道大会

18:00

19:00

14:00

シチズン時計 Presents
オフィシャル ミートアップ

オフィシャルミートアップ
19:00

＠ブルックリンパーラー札幌

（Sapporo “Media Arts” Party と同時開催）

20:00

※今後、新たにセッションが追加される場合があります。
またスケジュールは変更になる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

20

カンファレンス

知る・語る 地域創生と学校の魅力向上

Conference

地域創生のカギは学校の魅力化にあり
人口減少による学校統廃合が進み、地域コミュニティの衰退が道内各地で懸念さ
れています。学校の小規模化に伴い様々な課題が生じる中、
ふるさと北海道への愛
着や誇りを育む教育活動が積極的に行われています。地域創生の次のステージに
向けて、将来の地域のあり方と魅力ある学校づくりについて知り、語り合います。

SCARTS カンファレンスルーム
Conference

〜

会場

札幌文化芸術交流センター SCARTS

コミュコレ HOKKAIDO supported by アウタビ北海道

今年から新たに主会場となる札幌文化芸術交
流センター SCARTS では、
ビジネスカンファレン
ス
〈 p11-20 〉
とは少し趣の異なるテーマのセッ
ションを開催。
テーマは
「次の時代の社会の姿・
文化・価値観」
です。
多様性、
教育、
SDGsなど様々な分野の最前線で
活躍するゲストスピーカーが登場します。

独自コミュニティを創るキーマンが多数登壇

▶登壇者は後日発表!

労働力不足は深刻化し、多くの企業が
「人がいない」
とぼやく。担い手確保競争が激化必至の中、2030
年以降SDGsを小学校から教わる“SDGsネイティブ”世代がビジネスの世界に飛び込んできます。
彼らの職場選びの基準とは？そして、
あなたの会社は“就活者から選ばれる会社”でいられるでしょうか？

時間／13：30〜16：30
場所／SCARTSスタジオ

17 日 THU
北海道をどう変える？業界ごとのイノベーションを考える
（仮）

時間／13:00〜16:00
場所／SCARTSコート
主催／公益社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会
協力／一般社団法人北海道広告業協会
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Peatix

藤田祐二

未踏だョ！全員集合

SDGsネイティブ世代が就職したい会社とは？

スケジュール
経産省NEDOグランプリチームプレゼンテーション
基調講演｜ニューバランス鈴木健氏「最新テクノロジートレンド
（仮）」
公開ワークショップ

河原あず

18 日 FRI

〜SDGsネイティブ世代が支えるAfter 2030のビジネスシーン〜

の学生が、
チームを組んでデザインワークショップを行います。基
調講演を受けて、観光、交通、
エンターテインメント、飲食、広告な
ど業種・業態をチームごとに選び、北海道にイノベーションを起こ
す製品やサービスのアイデアを出し合います。

東京カルチャーカルチャー

時間／18：30-21：00
場所／SCARTSスタジオ
Peatix、東京カルチャーカルチャー
主催／No Maps実行委員会、
協力／アウタビ北海道

10年後の「就活世代」の働く目線を考える

Web広告研究会イノベーション委員会メンバーと札幌市立大学

出演者

北海道のあちらこちらから、
「ステキな独自コミュニティ」
を創り
出している数多くのコミュニティキーマンが一堂に集まり、
それぞ
れのコミュニティの魅力や流儀を語り合います！
"コミュニティが生まれ、成長するエッセンス”を探り、かつ新たな
コミュニティや連携が生まれるネットーワークをここから創ります！

16 日 WED

公開デザインワークショップ

Conference

10/16 WED 10/20 SUN

時間／13:30-16:30
場所／SCARTSスタジオ
主催／北海道
共催／No Maps実行委員会

出演者
札幌市立大学
デザイン学部教授

安齋 利典

公益社団法人
日本アドバタイザーズ協会
（JAA）

林 博史

株式会社インフォバーン
取締役/COO

田中 準也

株式会社ニューバランス
DTC＆マーケティング
ディレクター

鈴木 健

札幌市立大学
デザイン学部教授

若林 尚樹

イベントレジスト株式会社
代表取締役/CEO

ヒラヤマ コウスケ

〜突出した才能を持つITクリエータを、北海道はどのように活用・育成すべきか〜
未踏クリエータの活用と育成について考える
経済産業省・IPAの突出したIT能力を持つ人材を育成するプロ
グラム
「未踏」。25 歳未満の天才的な個人を対象としたこの事
業から多くの優れた製品やサービスが生まれており、若きイノ
ベーターの登竜門として世界的に注目を集めています。北海道
からも多くの学生が未踏クリエータに認定され、国内外で活躍
していますがそのことはあまり知られていません。
このセッションでは、未踏クリエータを北海道の企業等がどの
ように活用し、
自らの課題解決や新たなビジネスを生み出せる
のか、
また、
どのように突出したIT人材を北海道で育成していく
べきなのかを議論します。

出演者
（一社）未踏代表理事/
未踏統括プロジェクト
マネージャー

時間／16:30-20:30
場所／SCARTSコート
主催／No Maps実行委員会、札幌市IoTイノベーション推進コンソーシアム
共催／経済産業省北海道経済産業局

竹内 郁雄

北海道大学大学院
情報科学研究院准教授/

2002未踏採択

坂本 大介

札幌市立大学学長/
元未踏プロジェクト
マネージャー

中島 秀之

サツドラホールディングス
株式会社
代表取締役社長

富山 浩樹

札幌テレビ放送（STV）
アナウンサー

宮永 真幸

他

ユネスコ・クリエイティブシティーズ連携イベント

音声合成技術トークショー
（仮）

ニーズに合わせて進化する、
音声合成の現在
創造的・文化的な産業の発展による都市の活性化や、文化多様性への理解増進を目的
として国際的な連携を構築しているユネスコ創造都市ネットワーク。
メディア・アーツ分野、
音楽分野において各々ネットワークに加盟している札幌市と浜松市より、
日本の音声合成
技術ビジネスを牽引する企業が登壇し、
最新の展望とその発展性について語り合います。

時間／19:00-20:30
場所／SCARTSスタジオ

▶登壇者は後日WEBサイトにて
発表!
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ストリートステージ in チ・カ・ホ

19 日 SAT

10/16 WED 10/20 SUN
〜

NoMaps

1日に数万人の多様な人々が行き交う地下歩行空間「チ・カ・ホ」。北3条交差点広場では、
プレゼンテーショ
ン、
セミナー、
ワークショップ、
パフォーマンスなどのステージプログラムを展開します。

Conference

知らないを知って、
視点を変える
性別、業種、世代、国籍を超えた人々を有機的につなぎ、真の
インクル ー シブ な 社 会 づくりに 貢 献 するプロジェクト
とNoMaps のコラボセッション。テーマは
「 MASHING UP 」
「Reshape the Perception - 知らないを知って、視点を変え
る」
です。
多様性とは何か？をじっくり考えます。セッション後はオフィ
シャルミートアップを開催。

まちに、街を、インストール パートⅡ 〜巻き込む力で都市をつなぐ都市連携プラットフォーム〜
10/16（水）

各地方都市との連携のあり方とは

グラフィックレコーディングワークショップ in NoMaps
昨年、参加者の声がきっかけとなり急遽開催されたワークショップが、今
年は公式で開催決定！メイン講師は昨年と同じくNoMapsアンバサダー
でグラフィックカタリストのタムラカイ氏、
サポートには昨年の参加者にし
て現在札幌で活躍する木村あゆみ氏を迎えます。地図なき未来を自ら描
くスキルとマインドを皆さんにお伝えします！
（※詳細は公式WEBサイトにて発表）
時間／13：00〜16 ：00
場所／SCARTSスタジオ

NASA International Space Apps Challenge 2019 in Sapporo
札幌市図書・情報館1階（事前参加申込）

目指せ！グローバルアワード。
世界同時開催・世界最大ハッカソン
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他

保育

NoMaps

「学生」 「企業」
＝∞

学生

〜ミライの北海道を考える〜 10/20（日）

保育カケルは
「保育の魅力を多くの人に伝えたい」
「子どもに携
わる人たちでつながりたい」
と考える若手のコミュニティ。
この
セッションでは、現役保育者・大学教員・学生などが登壇し、
こ
れから求められる保育のあり方について考え、
アイデアを出し
合います！会場ではおもちゃと絵本の展示も。
時間／15:00-19:30
主催／保育カケル
共催／No Maps実行委員会

学生と企業で創る未来の北海道
『「学生」「企業」
＝∞』
は，学生と地域の企業等が地域課題解
決プロジェクトを発表するセッションです。道内７大学・４高専
の学生が地域・企業が抱える課題の解決を目指し、地域・企業
との協働作業で考えたプロジェクトを発表します。
この発表会は学生・地域・企業・市民の交流の場を目指します。
時間／13:00-15:00
主催／北海道COC+コンソーシアム
共催／No Maps実行委員会

参加学校：室蘭工大、北見工大、
千歳科技大、北海道科学大、函
館高専、苫小牧高専、旭川高専、
釧路高専、小樽商大、稚内北星
大、札幌市立大

ICC クリエイティブワークショップ＆セミナー
10/17 THU

会場

インタークロス・クリエイティブ・センター（事前参加申込）

TouchDesigner ビギナーワークショップ

NASAが無償のオープンデータとして公開している宇宙・地球
環境・衛星関連のデータを使い、地球や宇宙が直面する課題
を解決するための世界同時開催される世界最大のグローバル
ハッカソン。
昨 年は世 界 7 5 カ国から 2 0 0 の都 市で同時 開 催され、約
18,000人が参加。日本からは、東京・大阪・神戸・会津・豊橋・
宇部の6 都市が参加しました。札幌では初開催となります。
グローバルアワードのコン
札幌でのハッカソン上位2 作品は、
ペにローカル作品としてノミネートされます。
時間／［10/19］10:00-22:00、
［10/20］10:00-18:00
場所／札幌市図書・情報館1階
主催／No Maps実行委員会 / 札幌市図書・情報館

北田 静美

長田 新子

−若手が考えるクリエイティブな保育− 10/19（土）
これから求められる新しい保育

「描く」
からはじめるグラフィックコミュニケーション

会場

NoMaps事務局／
株式会社ウエス
チーフプロデューサー

時間／17:00-18:30
協力／一般社団法人渋谷未来デザイン 他

20 日 SUN

〜

一般社団法人
渋谷未来デザイン
理事／事務局次長／
プロジェクトデザイナー

の第２弾。巻き込む力で都市をつなぐ都市連携プラットフォー
ム創り、
イベント連携から生まれる都市間連携や各地方都市
との連携のあり方、
本当の課題とは何かを議論します。

時間／13:00-18:00
場所／SCARTSコート
MASHING UP実行委員会
主催／No Maps実行委員会、
協力／HATAJOラボ、第一生命保険株式会社 北海道営業局、札幌市

10/19 SAT 10/20 SUN

出演者

2018年に開催した
『まちに、街を、
インストール』
カンファレンス

Conference

MASHING UP

メディアアーティストへの第一歩！
プロジェクションマッピングやメディアアートなど、様々な映像
や音楽、
デジタルアートに関するシステムを簡単に構築できる
オーディオビジュアルツール
「TouchDesigner」
のビギナー向
けワークショップを開催します。
講師は京都を中心に活動するデジタル/テック・クリエイティブ
のコミュニティ
「SPEKTRA」
のお二人。
▶申込方法は後日WEBサイトで発表！

出演者
SPEKTRA／1→10, Inc.
Technical Director／
Chief Manager

森岡 東洋志

SPEKTRA／
Freelance Technical Director／
Engineer

池田 航成

時間／18:30-21:30
（18:00開場）
参加費／無料（定員15名）
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展示

コンテンツ・技術・サービスが体感できる
コミュニケーションの場を

Exhibition

札幌市民交流プラザ
札幌文化芸術交流センター

[SCARTS]

デジタルワークショップ in 北海道

Touch the NEW Street & Square
10/16 WED 10/20 SUN
〜

Googleの製品でデジタル世界を体験しましょう

NoMapsのメイン会場である
「札幌駅前通地下歩行空間

Googleの主催するデジタルワークショップは、あらゆる人のデ
ジタルの理解と活用を促進するための取り組み。今回は、
Google製品である、Quick Draw・Google レンズ・Google ト
レンドについて体験ブースが登場。
画像認識・AIなどの最新技術に触れ、
デジタル世界を体験しよ
う！

（チ・カ・ホ）
「
」札幌市民交流プラザ」
では、
”未来への入り

（チ・カ・ホ）
場所：札幌駅前通地下歩行空間
札幌市民交流プラザ1F・2F SCARTSモール

口”を体感する展示を行います。技術の進化によって私た
ちの日々の生活はどのように変わっていくのでしょうか。
そ
の一部を体感できる新しいテクノロジーやアイデアを多数
展示。
企業や団体の新しいチャレンジと生活者をつなぎま

Exhibition

ストリートステージ in チ・カ・ホ

チ・カ・ホ

[札幌駅前通
地下歩行空間]

時間／後日WEBサイトにて公開
場所／SCARTSスタジオ
主催／グーグル合同会社 協力／No Maps実行委員会

す。
多様な先端コンテンツを気軽に体験してください。

ステージでは様々なイベント・
ワークショップなどを開催します
P15
P 24

AI顔はめパネル ココイコ！北海道 ver.2
ペアでパネルに顔をはめると、AIが年
齢と性別を分析。AIがおすすめする2
人にピッタリの観光地に連れていって
くれます！もちろん1人でも可！
主催／北海道情報大学

憩いの空間

札幌駅側イベントスペース

Exhibition

時間：平日/11:00-20:00
土日/10:00-19:00
（最終日は17:00まで）

2018年 10月にOPENした札幌市民交流プラザも展示会場
に。大きな窓と開放的な空間が特徴的なSCARTSでは、気軽
にタッチ＆トライできる展示を予定しています。

北２条広場

出口 1 ●

出口 5 ●

北大通交差点広場［東］

北 1 条イベントスペース
●出口 9

●出口 7

●出口 11

出口 13 ●

大
通
駅

札
幌
駅
出口 2 ●

出口 6 ●

北３条交差点広場（西）

ローカル・クリエイターズ・エキシビション

（学生作品展示）

札幌及び圏域にて先端テクノロジー
やデジタル表現を学ぶ高校生・大学
生・専門学校生らによるメディアアー
ツ作品の展示を行います。
参加校／市立札幌旭丘高等学校、
市 立 札 幌 平 岸 高 等 学 校 、北 翔 大
学、北海道科学大学、北海道情報
大学、北海道ハイテクノロジー専門
学校
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出口 8 ●

出口 10 ●

●出口 12

●出口 4

憩いの空間

北２条広場

宇宙はスペースがたりない
科学技術コミュニケーションを学ぶ北海
道大学CoSTEPの受講生達が、宇宙衛星
スタートアップ（株）
ワープスペースの協力
を得て作品展示&体験イベントを実施。
宇宙ごみ
（スペースデブリ）
をキーポイント
に、宇宙の今をVR（仮想現実）で伝えま
す。衛星をより身近に感じてもらう試みも
予定。
※体験イベントは10/20のみ実施

北 1 条イベントスペース

●出口 14

北大通交差点広場［西］

〜人工衛星をおびやかすデブリ〜

主催／北海道大学CoSTEPメディアデザイン実習
共催／No Maps実行委員会
協力／株式会社ワープスペース

※最新情報・詳細はWEBサイトをご覧ください
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交流

異業種・異世代の出会いから、
新たなアイデアやビジネスの創出へ

Meet-up

会場

URL:https://www.eastone.co.jp/42bar/

●10/16（水）（後日WEBサイトにて発表）

（場所：ACU-A 16F 特設ラウンジ）

●10/17（木） さくらインターネット Presents NoMapsナイトタイムミートアップ

（木） シチズン時計 Presents the Meeeeeeeet!
●10/17
（場所：ACU-A 16F 特設ラウンジ）

●10/18（金）（後日WEBサイトにて発表）

（金） ビジネスカンファレンスクロージングミートアップ
●10/18

入場チケット

（場所：ブルックリンパーラー札幌）

NoMapsカンファレンスパス
購入特典の1day参加券を

Meet-up

シチズン時計 Presents

10/17（木）

ご利用ください。

表彰式＆ミートアップを開催！
「Riiiver Innovation Project」
Pitchで選ばれた優秀チームの表彰式と、
スマート
ウオッチ
『CITIZEN Eco-Drive Riiiver』
のタッチ＆トライを行います。
IoTプラット
フォーム
『Riiiver』
とスマートウオッチ
『CITIZEN Eco-Drive Riiiver』
がもたらす新
たなライフスタイルや腕時計の新たな在り方を、
交流を通じて発見していきます。

ＩＬ ＶＣバーチャルカフェ
10/18 FRI 10/20 SUN
〜

会場

コバル計画

cafe and bar bitstar
10/17THU 10/19 SAT
〜

会場

大通すわろうテラス

チケットについて詳細は P08

オフィシャルミートアップ1day参加券

2,500

¥

︵
税
込 （当日会場にて購入できます）
︶

共催／No Maps実行委員会

Sapporo “ Media Arts ” Party
10/18 FRI 18:00-20:00

会場

オフィシャルミートアップ
「the Meeeeeeeet!」合同開催

ブルックリンパーラー札幌

音楽と映像の中での交流を！

出演者

ユネスコ創造都市ネットワークにMedia Artsの分野で
加盟している札幌。
そんな札幌でMedia Art/Media
Artsの分野を担うアーティスト・クリエイターを招いて行
うオフィシャルパーティー。事例紹介を中心としたショー
トセッションや、事前に行ったオーディオビジュアルツー
ルのワークショップによる成果作品の披露などを実施。
さらに、音楽と映像の中での交流の時間を設けます。
時間／18:00-20:00
（開場17:30）
場所／ブルックリンパーラー札幌（赤れんがテラス2F）
入場／事前申込制（ミートアップ1day参加券でもご入場いただけます）
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42BAR

時間／各日19:00-24:00
（24:00以降は通常営業）
料金／カンファレンスパス購入者、各種パスをお持ちの方はフリードリンク
※詳細はオフィシャルWEBサイトをご確認ください
一般参加は有料（2,500円）
メニュー／NoMaps特別メニューでご用意しています。
それ以外は有料となりますので、予めご了承ください
場所／42BAR（札幌市中央区南4条西2-11-7 TOMORUビル10F）

●10/16
（水） ビジネスカンファレンスオープニングミートアップ

時間／18:00-20:00
主催／シチズン時計株式会社

会場

NoMapsオフィシャルラウンジ『42BAR』でナイトタイムミートアップを開催。
『42BAR』
のこだわりの空間で、美味しいお酒を飲みなから出会いと交流を
楽しんでください。
真面目な商談、
お仲間同士でのご利用も大歓迎です。
各日コンセプトが変わります。
※一部入場制限がかかる場合があります

ACU-A 16F 特設ラウンジ、他

全国から集まるカンファレンススピーカーを中心に、
フランクな空間
で交流し、新しいビジネスチャンスにつながるミートアップ。
もっと詳
しく聞きたかったカンファレンスの話から、
ビジネスアイデアの売り
込み、新しいコミュニティづくり、異業種・異世代の様々な目的を持
つ人たちが集まります。
ミートアップでは繋がりを創り出す機会を提供します。

the Meeeeeeeet!

〜

Meet-up

〜

10/16 WED 10/18 FRI 19:00-24:00
夜もネットワーキングで未来の仲間をつくろう！
ススキノ会場で繋がるナイトタイムミートアップ

NoMaps オフィシャルミートアップ

10/16 WED 10/18 FRI 18:00-20:00

42BAR NoMaps ナイトタイムミートアップ！

エンタメ・テクノロジー好きのカフェが登場！

DJ
フリーランス BizDev/

Technologist

さのかずや
株式会社ランドスキップ
CTO／
クリエィティブディレクター

中農 稔

3D visual effects/
animation artist

森 剛志

Quotecha

rira

ゲーム・VR業界をリードする札幌が誇る企業インフィニットルー
プとバーチャルキャストが、VRを
「体感して」
「楽しんで」
「共有す
る」
バーチャルカフェを展開。
バーチャル店員によるお出迎え、IL
キャラクターの特別生配信の他に、社長の松井氏を始めとした
開発者によるVR対談など、期間中にしか見られないメニューが
盛りだくさん。
エンタメやテクノロジー好きのコミュニケーション
スペースとしてご利用ください！
※混雑状況により入場を制限する場合があります。
時間／13:00-17:00
場所／コミュニティスペース
「コバル計画」
（札幌市中央区北４条西３丁目117 コバルドオリ内）
主催／株式会社インフィニットループ、
株式会社バーチャルキャスト
※最新情報はインフィニットループのブログ、
ツイッターをチェック
ブログ：https://www.infiniteloop.co.jp/blog/ ツイッター：@il_sapporo

パス提示でビール1杯無料！3日間限定カフェ＆バー
「ITで、
こまったを、
よかったに。」
をビジョンに札幌のIT業界を牽
引するビットスターが3日間限定でカフェ&バーをオープン！札幌
駅前通りに面して設置されたテラスで札幌の街の営みを身近に
感じることが出来るベストスポットです。
カンファレンスパス提示
カンファレンスやイベントの合間
でビールが1杯無料の特典も。
の休憩タイムにご利用ください。
時間／15:00-22:00
場所／大通すわろうテラス
（狸小路４丁目、電車通り沿い）
主催／ビットスター株式会社
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イベント［Music Weekend］
Event

NoMaps MUSIC PARTY
DANCE&HEARTFUL

10/12 SAT 12:00-29:00

COLONY

わがままシカゴ

札幌在住のラップ歌手MC松島が企画するDJイベント。札幌を拠点に活
動する実力派DJを中心にお届けします。朝までやってるのはココだけ。

NoMapsが開催するサーキットイベント。2016年
から開催してきた音楽プログラムを1日のパー
YonYon

新しい音楽と出会う、感じる、繋がる。
多様性溢れる音楽は日常をより豊かに。

チケット

※パス・チケットの価格はすべて
消費税込みの料金です。

3イベントフリーパスチケット
BLACK

前売

8,000

¥

当日

11,000

¥

MUSIC PARTY、LOST WORLD、UNION DAYS（12日のみ）

●購入：Lコード：12866 / Pコード：163-814 / イープラス
●何度でも入退場が可能です。

EVENT

詳しくは P32のライブスケジュールでご確認ください

MUSIC PARTY
RED

前売

10/12（土）

3,500

¥

当日

4,500

ジャンル・スタイルで、新しい音楽や人と出会える
ミュージックパーティです。

DTM

KRAPS HALL

オトキタ×NoMaps
北海道音楽サミット
音楽で活躍したい人と
音楽業界をつなぐ場
北海道で生まれる素晴らしい音楽文化を次世代につ
ないでいくため、
オトキタが、音楽を志す人たちの学び
の場と音楽業界やメディアで活躍する人たちとの出会
いの場をプロデュースします。
時間／21:00〜23:00
（予定）
場所／KRAPS HALL
協力／アルキタ、
トリプルワン
※入場にはNoMaps MUSIC PARTYチケットが必要です

HOKKAIDO SPIRITUAL LOUNGE

●購入：Lコード：12866 / Pコード：163-814 / イープラス
●何度でも入退場が可能です。

LOST WORLD
SILVER

前売

GOLD

前売

PLATINUM

前売

10/12（土）

5,000
¥6,000
¥15,000
¥

当日
当日
当日

7,000
¥8,000
¥20,000

UNION DAYS
入場券

10/12（土）・13（日）・19（土）・20（日）

2,000（1ドリンク別途¥500）

各日 ¥

仮谷せいら

Furui Riho

ROCK DIVERSITY

道内外で活躍するアーティストが出演。
City Your City と NoMapsがイベントを共同でプロデュース。

MONJU N CHIE

yonawo

Sapporo Neutral

北海道を拠点に道内外で活動しているアーティストや
北海道出身のアーティストが出演するイベント

DTM・DAWセミナー
さよならミオちゃん

¥

●購入：ローソンチケット Lコード：12722

“DAW女”小南千明が主催する、
DAW（Digital Audio Workstation）で
楽曲を作り活動する新世代の女子アーティストを集めたイベント。

City Your City

¥

スピンマスター松島

DAW女子会 in Sapporo

COMiNUM

ROCK BESSIE HALL

Ayumi Goto

EVENT

ティに凝縮しました。地元をベースに活動するバ
ンドから全国で活躍するアーティストまで、多彩な

「これからDTMをやってみた
い」
というまだ始めていない
方や初 心 者の方へ DAW・
DTMについて紹介します。
時間／14:00〜14:45
場所／KRAPS HALL
協力／クリプトン・フューチャー・
メディア株式会社

出演者

IDOL

mole 、カウンターアクション

zo-sun park

IDOL DIVERSITY

「ダイバーシティ= 多様性」
が意味するように、
アイドルの多様性は日々複
雑に進化しています。現在のアイドルカルチャーを一度に体感できるライ
ブイベント。

COMiNUM
MIGMA SHELTER

RAY

KAQRIYOTERROR

●購入：会場にて
29
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イベント［Music Weekend］
Event

KING XMHU presents LOST WORLD 2019
10/12 SAT 17:00 - 翌5:00

会場

Zepp Sapporo/KING XMHU

2019年札幌最大の都市型ライブイベント

料金 P29

Live Schedule
会場

Zepp
Sapporo

KING
XMHU

COLONY

KRAPS
HALL

mole

カウンター
アクション

イベント

UNION
FIELD

ESP
HALL

UNION DAYS

RED

GOLD
PLATINUM

VIP

VIP

BLACK
12:00
13:00
START
12:30

14:00

DTM・DAW

END
16:00

セミナー

15:00
16:00
17:00

START
15:00

18:00

END
20:30

19:00

21:00

END
16:30

START
16:30

交流会
交流会

START
15:00

START
15:00

END
21:00

END
21:00

START
17:00
END
25:00

北海道
音楽
サミット

23:00

-連携事業-

10/12 SAT 13 SUN 19 SAT 20 SUN
、

END
21:30

END
21:00

22:00

UNION DAYS

START
13:00

START
12:00

20:00

、

SPIRITUAL
LOUNGE

SILVER

札幌のナイトエンタメ
の最前線で活動する
ミュージッククラブ
「 KING XMHU 」が札
幌のクラブシーンの
活性化とナイトエンタ
メの充 実を目的に、
NoMapsの特別連携
事業として開催する
札幌最大の都市型ク
ラブイベントです。
最新鋭の音響・照明
システムと、国内外の
アーティストが参加す
る、世界標準かつ、最
新のエンターテインメ
ント。夜の札幌に新し
い「発見」
と
「楽しさ」
を提案します。

、

BESSIE
HALL

EVENT

EVENT

-特別連携事業-

NoMaps MUSIC PARTY & LOST WORLD 2019

会場

UNION FIELD/ESP HALL

2013年のオープン以来、NoジャンルNoジェネレーションで
様々なライブを行ってきているUNION FIELD主催ライブ

料金 P29

UNION DAYSは"今の札幌"をテーマに沢山のアーティストのライブを見れる4 日間！今年は［ミュージックカンファレン
ス］
や普段より長く楽しめる
［60min LIVE］
も追加開催！好きなアーティストの応援もしながら、未開拓ジャンルや音
楽にふれて、新しいお気に入りも見つけてください！

24:00
25:00

START
20:00

START
20:00

END
29:00

END
29:00

26:00
27:00
28:00
29:00
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イベント［Music Weekend］

イベント［ OTHERS ］

Event

第3回全道高等学校 軽音楽新人大会

10/13 SUN 14:50 - 19:15

会場

Zepp Sapporo

全道の高校生バンドの最高峰に挑め！
道内の高等学校で軽音楽活動に取り組むバンドのグラン
プリを決める1年に1度の大会です。地区大会予選を勝ち
抜いた総勢20チームの道内の高校生バンドが、
オリジナル
部門とコピー部門に分かれてグランプリを目指しパフォー
マンスを競い合います。各校の軽音楽系活動の活性化を
図り、新しい音楽文化の醸成と発展、
さらには次世代の
アーティストが誕生する可能性や、
そのチャンスを生み出
す土壌を根付かせていきます。
時間／14:50-19:15
●コピー部門
15:10-16:20
●オリジナル部門 16:30-17:50
●結果発表
18:30-19:15

EVENT

主催／北海道高等学校軽音楽連盟
共催／北海道高等学校文化連盟軽音楽専門部
No Maps実行委員会
後援／北海道教育委員会、札幌市
主管／北海道高等学校軽音楽連盟
協力／北海道高等学校軽音楽連盟石狩地区
協賛／アルキタ

地区大会予選 参加支部

石狩 / 道南 / 後志 / 空知 / 道北 / 上川 /
十勝 / 釧路・根室 / 室蘭・苫小牧
部門

●オリジナル部門

料金無料

TANUKI the Showtime
10/16 WED 10/20 SUN
〜

会場

狸小路商店街5丁目

狸小路商店街がエンタメ空間に
海外観光客から、飲食や買い物を楽しむ地元の人まで訪れる
狸小路商店街が、NoMapsのプロデュースするイベント会場に。
「個性あふれる商業地区の創造」
を目的に、音楽やアートなど
多様なエンタテイメントが楽しめるイベント・交流エリアを創出
します。
▶詳細は後日WEBサイトにて発表!
場所／狸小路商店街エリア

謎解きゲーム
「札幌地下都市 壊滅危機からの脱出」

Supported by 札幌市交通局

10/19 SAT 10/20 SUN
〜

会場

札幌市営地下鉄構内・周辺地域

札幌市営地下鉄を舞台にした
大規模謎解きゲーム
札幌の交通を支える市営地下鉄を会場に、謎解き
ゲームを開催します。謎を解いていく中で、
日常では
絶対入れない場所にたどり着くことも？札幌市交通
局の完全バックアップにより、極めて稀な謎解きゲー
ムが実現しました。
時間／各日13:00-20:00（予定）
料金／3,000円
（ドニチカキップ購入費込み）
場所／札幌市営地下鉄構内・周辺地域
主催／No Maps実行委員会
制作／トムソーヤ合同会社
協力／札幌市交通局

EVENT

北海道高等学校軽音楽連盟

〜NoMaps,High School Music Grand Prix〜

Event

参加バンドメンバーが作詞・作曲した曲の演奏を競います。
オリジナル部門グランプリ受賞者は、次年度に開催される

プロローグ

全国高等学校軽音楽コンテスト
（主催：全国高等学校軽

2xxx年 世界は人類滅亡の危機に陥った

音楽連盟）
の北海道代表として出場できます。

●コピー部門
既存の楽曲またはそれらの曲をリアレンジ
（カバー）
した演
奏を競います。

ここ、地下都市Sapporo Cityでは
残された人々が復興を進めていた
しかし、先の見えない復興活動に人々の心は疲れ、
争いが増え、地下都市は壊滅しようとしていた
そんなある日、一人の老人が話し始めた
「この地下交通網のどこかに、
人々の心に希望を与える歌が眠っているのだ」
そう言って差し出したのは地図と歌のありかを示す手がかり

02
①

19
②

04
③

13
①

13
①

11
④

13
③

謎を解き、歌を見つけ出して
Sapporo City壊滅の危機から脱出せよ！
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しんじつ

？
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イベント［ OTHERS ］

イベント［ FILM ］

Event

Event

厚別区誕生30周年記念

VRドームムービーセレクション&プラネタリウムライブ 2019
、

会場

札幌市青少年科学館

没入感あふれる
刺激的な体験をお届け！

回

札幌国際短編映画祭

（SAPPORO SHORT FEST 2019）

VRドーム

日本を代表する
ショートフィルムコンペティション。

2,000

※前売チケットが完売の場合、
当日券の販売はありません。
※未就学児不可、
中学生以下要保護者同伴(中学生以下も有料)
取り扱い先／チケットぴあ Pコード160-189
札幌市青少年科学館窓口、
セブンイレブン など

EVENT

活躍のチャンスを掴むため世界各地の映
像作家から作品が集まります。
14 年目とな
る今年は、
過去最多の作品が応募されま
した。
入選作品は映画館で上映される他、
国際審査員によってグランプリ他各賞を
受賞することで、
世界で作家として活躍す
るチャンスを掴むことが出来ます。

¥

(前売・当日ともに同料金、大人・子供一律)

プラネタリウムのようなドーム型スクリーンに向けた映像作
品を
「ドーム映像」
や
「フルドームフィルム」
等と呼び、
国際的
に確立した映像分野となっていますが未だ国内での上映
機会は貴重です。
今回は馬場ふさこ氏による
「残像花」
、
梅
田 宏 明 氏による「 I n t e n s i o n a l P a r t i c l e D o m e
Installation」
など、
複数の短編作品を上映します。

ライブ出演アーティスト
19 SAT

laufen

ボーカル・Cukaと、
サウンドプロデューサー・克による
音楽プロジェクト。
ジャンルの壁を超えて作り出される楽曲は様々な表情
を見せ、Cukaの故郷である世界遺産知床の雄大な自
然や、四季を感じさせる歌も大きな特徴であり、近年は
より普遍的なメロディや北海道ならではのサウンドを意
識した音楽を作り上げる。Cukaはライター、克はフォト
グラファーとしての顔も持ち、SNSでの発信力を活かし
て自身の音楽と共に北海道の魅力を伝える活動を展
開している。

札幌プラザ2・5

20 SUN

木箱

札幌在住のSAyA(Vocal.Synthesizer)と西村サトシ
(Programｍing.Guitar)によるエレクトロニカユニット。

2004 年結成。温かみを感じさせる有機的なトラックに
SAyAの透明度の高い声が合わさり独自の世界観を放

つ。西村はサウンドエンジニアとしてサカナクションの
1st.2ndアルバムを手掛けるなど広く活動する。
インタラ
クティブ作品などアートとの融合を図るなど空間演出に
も力を入れたライブを開催。今年 5月には初の海外ツ
アーとして台湾とタイにて公演を行った。

オープニングイベント

10/16 WED 18:30-20:30

コンペティション・プログラム上映他

10/17 THU 10/20 SUN

授賞式（アワードセレモニー）

10/20 SUN

受賞作品／特別上映

11/2 SAT 11/4 MON

〜

〜

プログラム上映スケジュールは、
映画祭WEBサイト・プログラムガイドをご確認ください

今年は世界104の国と地域から3,661本がエントリー

世界マーケット
第14回
札幌国際短編 作品・作者の
活躍を後押し
映画祭 開催

入選作品
進出

コンペティション
エントリー

事務局で約60本に絞る

札幌国際
短編映画祭

チケット

高校生以下無料
1プログラム券
前売

高校生・中学生は生徒手帳を提示、
小学生は自己申告してください。

上映プログラムからお好きな
プログラムを1つ鑑賞できます。

¥1,000

3プログラム券

当日

¥1,500

上映プログラムからお好きな
プログラムを3つ鑑賞できます。

¥2,500

当日

¥3,500

国際審査員によるアワード授与

●チケットぴあ／Pコード：467-830
●ローソンチケット／Lコード：11393

※22:00以降に始まるプログラム、一部性的・暴力的描写が
含まれるプログラムは対象外です

前売
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会場

「札幌国際短編映画祭」
は、
札幌で開催されるショートフィルム
のコンペティション。
世界中の作家の応募作品から優れた作品
を選出し、
映画祭で上映します。
笑い、
涙、
喜び、
怒り、
愛、
人生など、
様々なドラマが凝縮されてい
るショートフィルムの魅力をぜひ体感してください。

時間／開場18:30 開演19:00
場所／札幌市青少年科学館 1階プラネタリウム
（札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20）
主催／札幌市厚別区、札幌市青少年科学館
共催／No Maps実行委員会
協力／国際科学映像祭、株式会社オリハルコンテクノロジーズ
お問合せ先／札幌市青少年科学館 天文係直通 TEL 011-892-5004

チケット

〜

世界の多様な価値観とドラマに触れる5日間

2017 年の初開催以降毎年チ

ケット売切れ続出の大好評イベ
ント。今年は札幌市青少年科学
館が位置する厚別区の誕生 30
周年を祝う記念公演です。
プラネ
タリウムを会場として没入感あふ
れる刺激的な体験をお届け！フ
ルドーム映像作品のオムニバス
上映や、札幌・北海道のアーティ
スト達による音楽ライブ、
さらに
厚別区30年の歴史を振り返る落
語も登場！ここでしか体験できな
い、
特別な夜をお楽しみください。

10/16 WED 10/20 SUN

VIP回数券
前売

¥8,000

VIP回数券

（マイシート・リザーブ券付き）
前売

上映プログラムからお好きなプログラムを
20回鑑賞できる回数券です。
※入場時に複数名利用できます
※切り離し無効

EVENT

10/19 SAT 10/20 SUN 19:00 -

第

14

1日中、自分の決めた座席に
連続して座れます。

¥9,500（限定20セット）
オールナイトプログラムを

オールナイトパス すべて鑑賞できます。
当日

¥3,500

※上記VIP回数券3枚でオールナイトパスと交換できます
※通常のプログラム券3枚で入場が可能です

※パス・チケットの価格は全て消費税込みの料金です。
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上映スケジュール詳細は映画祭WEBサイト・プログラムガイドをご確認ください

International 海外プログラム
I-A
PICK UP!

【コメディ＆ドラマ】6 作品
ザ・ナレーター｜ジュリア・トラフィモワ｜ドラマ｜アメリカ｜0:10:38

引っ込み思案のあなたの為に代弁者が横にいる会社！？シュールなコメディー作
品。
ほか、
フランスの名優ジェラルド･ドパルデュー、竹中直人出演のフランスと日本
を繋ぐ友情作品や、
カナダ・ケベック制作、女性監督のロマンチック作品と救急隊
の試練にドキドキするフランスのドラマなど。

I-B
PICK UP!

【映画好きもびっくり】6 作品
スライス・オブ・ライフ｜ディノ・ジュリアス、他｜ドラマ｜クロアチア｜0:20:00

『ブレードランナー』
のオマージュ。
全編、
特撮で撮影されたクロアチアのSF作品。
ほか、SF作品の金字塔『2001年宇宙の旅』
のボーマン船長が巨匠キューブリックにインタ
ビューするドキュメンタリー／アニメーション作品など、
映画好きは必見！

I-C

【ワールド・ストーリーズ】6 作品

PICK UP! トランジットで死ぬことへの恐怖｜イアン・パーネル｜ドキュメンタリー｜ドイツ｜0:28:50

世界最長になった全長 57 キロに及ぶスイスのゴッタルド鉄道トンネルの避難シミュレー
ションをテーマにしたドキュメンタリー。
ほか、
ハリウッドTV業界の重鎮によるハートフル・ド
ラマやオンライン・ゲームのハッキングをテーマにしたドキュメンタリー／ビデオアートなど。

I-D
PICK UP!

【ラブ＆アート】6 作品
バックグラウンド｜トニ・ベスタード｜ドラマ｜スペイン｜0:14:47

映画人に捧げる、
ノン・ダイアログ・ハートウォーミング作品。
ほか、全米の映画祭で高い評価のエクスペリメンタル・アート作品や大型クルージング船の
人々の様子を淡々と描くドキュメンタリー、
雪山でプロポーズ！コメディー作品など。

I-E
EVENT

PICK UP!

【人生色々】6 作品
ミ(ス)シング・ドック｜ヴェルジャノスキ・アントニオ｜コメディー｜マケドニア｜0:14:50

スペルミスが許せない元大学教授が見つけた迷子犬の張り紙から始まるハートフル・コメ
ディー作品はマケドニア制作。
ほか、
レンタルワゴンの内側から1ショットで撮った3つのス
トーリーのコメディーや、
ロシアのハートウォーミングな親子の物語など。

N-A
PICK UP!

［プログラムA］5作品
ホモソーシャルダンス｜東海林 毅｜ドラマ｜日本｜0:11:00

スクールカーストと男子グループのマドンナ。
ミソジニー（女性嫌悪）
と男性社会の持つホモ
ソーシャリティというテーマをコンテンポラリーダンスで表現する野心作。
ほか、終戦直後の
占守島を舞台にした日ロの交戦を描くアニメーション作品やハートウォーミング作品など。

N-B
PICK UP!

［プログラムB］5作品
湯沸かしサナ子、29歳｜東かほり｜ドラマ｜日本｜0:24:42

女性監督と主演女優が共同制作する不器用で内気な子が巻き起こす、
テクノでポップな銭湯
ムービー作品。
ほか、
「なつぞら」
プロデューサーの監督作品、
徳島県の小さな漁港が舞台の不
思議ほのぼのムービーや、
コンゴ、
世界一カオスなプロレスラーを追ったドキュメンタリーなど。

N-C
PICK UP!

［プログラムC］5作品
ルーツ｜渋谷 悠｜ドラマ｜日本｜29:34

外国人向けの日本語講師が、
ベトナム人とアメリカ人と一緒に人探しをすることになる。言
葉があまり通じない三人の珍道中。主演はインパルス堤下敦、恋人役として女優の川村ゆ
きえが出演。
ほか、女子高生のラブコメ、
北海道の大自然をドローンで捉えた作品など。

Family&Children 子どもと一緒プログラム
F &C
PICK UP!

［ファミリー＆チルドレンプログラム］アニメ11作品
キョウリュウくんとキツネちゃん｜アンドリュー・ゴールドスミス、他｜アニメーション｜オーストラリア｜0:07:30

大好きなキツネちゃんを助けるため、
キョウリュウくんは離れた場所から駆けつける。
カワイ
イ
「あみぐるみ」
たちの友情の物語。
ほか、
チェコスロバキアのシュールでカラフルな線画ア
ニメ、
インドの心温まる親子の交流、
キュートなネコが和ませるカワイイアニメーションなど。

アウトオブコンペティション・特別プログラム（約10プログラムを予定）
ジャパンパノラマ A / B【13作品】
国内最新作品を中心に13
作品を2 つのプログラムで
アニメーション、
紹介。MV 、

ドキュメンタリーなど。

I-F
PICK UP!

【多様な感性】6 作品
ホース／サルバトーレ・ガナッチ｜ヴェドラン・ルピック｜ミュージックビデオ｜フランス｜0:02:47

面白すぎると世界で話題のDJ：サルバトーレ・ガナッチのシュールなMV。
ほか、
中国・重慶
のSFチックな夜景に隠れたラッパー達のドキュメンタリーやイスラエルのファンタジーなコ
メディー作品とアカデミー賞を獲ったクリエイターの新作アニメーションなど。
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National 国内プログラム

SSF Docs【5作品】

【UPDATE DOCUMENTARY PROJECT】 ワールドドキュメンタリー特
Yahoo! JAPAN
集。
スイスのアルプスから、
オ
Yahoo! JAPAN クリエイターズプロ ランダ・ロッテルダムの柔道
グラムによる
「この世界を信じるため 家と日系デザイナーの親子、
プロジェクトの作品上映と 東京･中野の異色カップルま
の10分」、
トークセッション。
で、世界の今を紹介。

北海道セレクション【7作品】 ミステリーゾーン【7作品】

北海道出身監督または北
海道で制作された作品を
集めたプログラム。北海道
で活躍する監督達の最新
作を紹介。

酔っ払い【9作品】

ナンセンスギャグとちょっ
とエッチなコメディー作品
やシュールなMV など。大
人気のプログラムがまた
映画祭に帰ってきました！

世 にも不 思 議 な 物 語 。
ちょっと怖い、
ホラー作品
からSF 作品まで、一度観
ると忘れられません！

EVENT

コンペティション作品上映プログラム

ネイチャー【8作品】

「ネイチャー・カルチャー・
アドベンチャー」
を集めた
新プログラム。ポーランド
の未知の洞窟、
イランの大
自然から熊野古道まで。
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実験

国際審査員

Experiment

NoMaps Future Labとともに

北海道から未来をつくる。
「さぁ、実証実験・社会実装の聖地へ。」

NoMaps
札幌・北海道を実証実験・社会実装の聖地にすることを目指すワンストップ窓口です。
NoMapsが窓口となり産・官・民・学を縦横に調整する「未来のラボ」です。
札幌・北海道から未来をつくる、発信するための様々な実証実験・社会実装が進んでいます。

押井 守

VFXスーパーバイザー・監督

トライベッカ映画祭プログラマー

ハリウッドの長編映画を中心に多
数の作品でスーパーバイザーを務
める。近作ではHBOのテレビドラ
マシリーズ『ゲーム・オブ・スローン
ズ』
でもVFXのスーパーバイザーを
務めた。1997年には
『Twister』
で
英国アカデミー賞受賞。1998 年
には『 プライベートライアン』、
2000年には『パーフェクト・ストー
ム』
でも受賞している。

イギリスの大学卒業後、NYで俳優
のロバート・デ・ニーロと映画プロ
デューサー、ジェーン・ローゼン
タールが立ち上げたトライベッカ
映 画 祭に参 加 。自身も短 編とド
キュメンタリーの監督やプロデュー
スを行い、複数の映画祭で上映さ
れている。

ステファン・ファングマイヤー

1995年に日米英で同時公開され
た劇場版アニメ
『GHOST IN THE
SHELL / 攻殻機動隊』はハリウッ
ドの著名な監督達に多大な影響
を与えた。
また、長編実写作品の
『アヴァロン』
など意欲的に挑戦を
続けている。主な監督作品は他
に、
『機動警察パトレイバー』
『スカ
イ・クロラ The Sky Crawlers』
な
ど。

ベン・トンプソン

1つのプログラムで、5 〜 7 本のショートフィルムが見られま

EVENT

情報発信の新しい形を先行体験しよう
お客様の反応に合わせて、
グルメ、
イベント、防災など様々なリアルタイム情報を提供
する実証実験。富士通のMECプラットフォームを使って、
お客様とサービス事業者と
のマッチングをはかります。
（10/16-20までチ・カ・ホで利用可能です）

楽しむ!
「野獣」
（I-B）

「ねこのにっこうよく」
（F&C）

「うちの子どもが楽しめるかしら？」
という心配は無用です。

す。
コメディ、
ラブ、
ドラマなど、短い尺に小さな世界とメッ

子どもたちは大人が思っているよりも観て、感じて、考えてい

セージが詰め込まれた作品との出会いを楽しんで。

ます。
その日の親子のコミュニケーションのきっかけに。

おいしい
ビールを片手に、

朝まで映画に
どっぷり浸る

酔っ払いプログラム

オールナイトプログラム

「栓を抜くアレ」
（酔っ払い）
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10 /16（水）〜20（日）

子どもと一緒に、
世界のアニメーションを

楽しむ!

地域課題解決に挑戦！
「Riiiver Innovation Project」
シチズン時計株式会社とNoMapsが、IoTプラットフォーム
『Riiiver』
とスマートウオッ
チ
『CITIZEN Eco-Drive Riiiver』
で北海道の社会課題に挑戦。8月にアイディアソン、
9月にハッカソンを実施し、
その結果をビジネスカンファレンスで発表します。

“えふロカ”（仮）
のリアルタイム実証実験

札幌国際短編映画祭の楽しみ方
気になるジャンルの
コンペティション作品を

感動する未来・時間を創るハッカソン

ワイガヤしながら見たい。
コメディや、
ちょっと怖い、
ちょっと

夜 10 時から翌朝の5 時までのノンストッププログラム。
とに

エッチな大人のショートフィルムを厳選して上映します。
デー

かくたくさん観たい、
ショートフィルムを浴びるように楽しみ

トに、仕事終わりにどうぞ。

たい人におすすめです。

場所／札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）
実証実験者／富士通株式会社
協力／CROSS Business Producers株式会社
その他協力／デザインスタジオ・オザキ

北海道発、未来の交通
AI 便乗交通サービス SAVS 試乗会
AIによる最適配車を実体験しよう
公立はこだて未来大発ベンチャー「未来シェア」
が全国展開す
バスとタクシーの長所を併せ持った、AI
るSAVS。SAVS とは、
によるリアルタイム最適配車サービス。公共交通、観光、福祉施
設送迎、物流など、
あらゆる交通の最適化への試みです。
この
SAVSの体験試乗会を開催します。

10 /18（金）

時間／13:00-19:00
範囲／札幌市内中心部エリア
（NoMaps会場間の移動を想定）
料金／無料
人数／先着50組（100名）
（株）未来シェア
主催／No Maps実行委員会、
協力／まこと交通（株）、平岸ハイヤー
（株）、互信ホールディングス
（株）
＜利用方法等は、詳細が決まり次第WEBサイトで発表＞

Experiment

映画監督・演出家
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一次産業にイノベーションを！
「サクラマス陸上海水養殖試験 × AI × IoT」

ここでしか体 験できない
“えふロカ” ( 仮 ) のリアルタイム実 証 実 験

養殖をヒントに。
データ・ドリブンで社会課題解決
北海道立総合研究機構（道総研）
と株式会社カタクラフーズが行った
サクラマス陸上海水養殖に、
日本オラクル株式会社とさくらインター
ネット株式会社が技術協力。
カメラによる魚影や海水監視を低コスト
で実現するAI、必要となるインフラ技術などを提供し日本最北端の稚
内で実施しました。
NoMaps Future Labを窓口に共創が実現した実証実験事例として、
ビジネスカンファレンスで内容を発表します。

14

P

その他さまざまな計画が進行中

閉鎖空間を

LocalOpen へ

未来の移動手段「自動運転の未来をみよう
（仮）」
まちに、未来を、
インストール。
一般車両による自動運転車を日本で初めて政令指定都市の
中心部で走行させたNoMaps。多くの都市でも自動運転の試
験が活発となりました。
日々アップデートされ社会実装を目指
す自動走行。私たちは地域へ呼びかけ、連携して推進していき
ます。今年もアップデートした姿をお見せできるよう準備をして
います。

サービスへの
アクセスは
こちらから！
実験参加へは Android スマホへのアプ
リのインストールが必要となります。

都市が連携する
「まちに、街を、
インストール。」
が進化！
巻き込む力で都市をつなぐ都市連携プラットフォーム

お客様に合わせ、
グルメ、
イベント、
防災など様々なリアルタイム情報を提供する実証実験。
お客様とサービス事業者とのマッチングをはかります。
富士通のMECプラットフォームを使って、

NoMaps2018のビジネスカンファレンスではじまった、渋谷区

と札幌市の都市連携構想がさらにパワーアップ！街を動かすイ
ベント事業が中心となり、巻き込む力で他の都市とも連携。
や
がて大きな行政連携へと繋がっていきます。
カンファレンスでさ
らなる活発なアイデアも。

閉空間での通信環境提供

主に富士通の開発した MEC ソリューションにより通信環境を構築します。

●未来の乗り物マイクロモビリティのこれから
●スマートシティの体感コーナー
●身近な生活日用品のIoT化 ほか

詳しくはオフィシャルWEBサイトで発表予定

ターゲットにあわせた
リアルタイム情報の提供

ターゲット層の属性や位置に合わせて情報の提供を行います。
UI、UX、コンテンツを、現地パートナーと共に開発します。

Experiment

企 業のみなさまへ
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多様な主体が共通の思いのもと、
より良い社会の構築に向け、
それ
ぞれの技術やノウハウを持ち寄って共創し、速度を高めて取組を
形にしていくことを目的に
「NoMaps共創プラットフォーム」
を設置
しています。民間同士はもちろん、地域などをつなぐ共創によりス
ピード感のある社会実装を目指しませんか？
詳しくは、NoMaps WEBサイトをご覧ください。

収集した情報に基づく
デジタルマーケティング機能
各地元の既にデジタルネットワーク、サーバー等の
事業を担っているチームを巻き込む想定です。

実証実験者〉〉富士通株式会社

協力〉〉
CROSS Business Producers株式会社 その他協力〉〉デザインスタジオ・オザキ
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NoMaps2019 連携事業（５日間の会期中）
メイン会場以外でも、
多数の連携事業が開催されます。
その中からいくつかの事業をピックアップ！

9/11（水）

10/17（木）

【PartⅡ 14：30〜17：30】
北海道の魅力は、道産子が一番知っている？？？

〜北海道にビジネスパートナー見つけました。IPO（株式公開）果たしました！〜

〜クラウドファンディングでの資金調達と企業の成長モデル〜

地方の個性を生かしたビジネスモデルで起業する“老若男女”
のベンチャー起業家が増えていますが、創業＆成長資金の調
達手段は積極的に後押しされているのでしょうか？
今、新たに注目されている資金調達法のクラウドファンディン
グにスポットを当て、更に成長モデルを多様化させる新しいベ
ンチャーマーケットをご紹介します。
主催／日本証券業協会、第二種金融商品取引業協会
東京証券取引所、札幌証券取引所

５日間の会期以外にも、
NoMapsでは様々な連携事業を展開しています。
ここではその一部をピックアップ！

NoMaps釧路・根室

One Day ベンチャースクール
【PartⅠ 11：30〜13：45】
ベンチャー起業家にとって多様化する
“資金調達方法”と“ベンチャーマーケット”

NoMaps2019 連携事業（５日間の会期以外）

よく言われる、
「魅力満載の北海道‼」。道産子は北海道が持
つポテンシャルの高さをどこまで気づいているでしょうか？道外
から、地域の魅力を注視し、
コラボレーションを実現、企業を
成長させ、更には株式公開も達成した
（株）
ヴィッツの服部博
行社長に、起業〜株式公開体験談をお話しいただくとともに、
“証券取引所の上場審査って何？” というパネルディスカッショ
ンも企画予定。
主催／東京証券取引所、札幌証券取引所
共催／日本証券業協会（北海道地区協会）

場所／札幌証券取引所大会議室（札幌市中央区南1条西5 丁目14番地1） 特別協力／No Maps実行委員会

NoMaps初の地方開催が今年、釧路・根室で実現！
NoMapsは、北海道を舞台に、新しい価値を生み出す大きな枠組み。
クリエイティブな
発想や技術によって、
次の社会・未来を創ろうとする交流の場（コンベンション）
です。
その想いに共感し、今般、NoMaps本体協力のもと、
「NoMaps釧路・根室」
を開催しま
す。
豊かな自然を生かした酪農業をはじめ、全国有数の水産基地である釧路港・根室港
を有しているこの地域で、
「観光業 テクノロジー」
や
「水産業・農業 テクノロジー」
と
いったビジネスカンファレンスや、
「高校生ビジネスコンペティション」
を実施します。
時間／13：00〜
場所／釧路プリンスホテル
（釧路市幸町7 丁目1）
主催／大地みらい信用金庫、一般財団法人大地みらい基金、
北海道大学ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点
共催／No Maps実行委員会
主管／NoMaps釧路・根室実行委員会
協力／クリプトン･フューチャー･メディア株式会社

※PartⅠ、PartⅡ連続参加の方には軽食をご用意します。

第41回全情連大会「ANIA北海道・札幌大会」
10/17（木）〜10/18（金）

北海道アグリ・フードプロジェクト イベント＆カンファレンス2019
10/23（水）、10/24（木）

“食のバリューチェーン”に関わる全ての関係者が集うビッグイベント！

北海道をはじめ全国の情報産業の会員企業が一堂に会し、地域情報産業の発展や取引拡大に向けた情報交流を行うことにより、北
海道情報産業や地域の活性に資することを目的として開催します。
場所／札幌グランドホテル
（札幌市中央区北1条西４丁目）
主催／一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（略称：ANIA）、一般社団法人北海道情報システム産業協会（略称：HISA）
No Maps実行委員会、他
後援（予定）
／経済産業省、総務省、北海道経済産業局、北海道総合通信局、北海道、札幌市、

生産者の担い手不足や高齢化が深刻な農業と言われて久しいですが、政府に
よる積極的な農業政策や、無人トラクターなどのスマートアグリの開発、外国人
労働者の活躍に期待が膨らむ話題も出てくるなど、一次産業を取り巻く環境は
大きく変わろうとしています。
そんな農業や食分野の最新技術や新製品の情報が集まる機会として2017 年
から始まった、農業を起点とした“食のバリューチェーン”に関わる全ての関係
者が札幌に集う年に一度のビッグイベント。

時間／9:30〜16:00
場所／アクセスサッポロ
（札幌市・白石区）
主催／一般社団法人日本能率協会(JMA)
企画主体／北海道アグリ・フードプロジェクト実行委員会
公式WEBサイト／http://www.jma.or.jp/hafp/

くるま未来体験教室
10/19（土）

ぶつからない・自動で走るキットカーを組み立て、
プログラミングし
て走行させる体験をしていただきます。
自動車の先進安全技術（アラウンドビューモニター、
自動ブレーキ、
自動駐車、
一人乗り電気自動車）
の体験試乗も実施。
時間／午前の部 10:15 〜12:20
午後の部 14:00〜16:05
場所／札幌市エレクトロニクスセンター
（札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目）
24組48 名
対象／道内の小学２年生〜６年生及びその保護者、
（※保護者の同伴が必要になります）
主催／公益社団法人自動車技術会、
北海道発EV研究開発・利活用研究会、
一般財団法人さっぽろ産業振興財団、北海道
協力／札幌市
特別協力／No Maps実行委員会
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参加無料

ジュニア・プログラミング・ワールド2019
11/4（月・祝）

多様なプログラミング体験ができる道内最大規模のイベント！
2020年度から必修化が予定されているプログラミング教育。
プログラ
ミング的思考を育成する様々な体験が一堂に集結！子どもたちに、楽
しみながらプログラミングについて体感できる機会を提供します。保護
者向け、教員向けのプログラミング教育に関するセミナーも開催予定
です。
主催／一般財団法人さっぽろ産業振興財団
札幌コンベンションセンター
企画運営／ジュニア・プログラミング・ワールド実行委員会
特別協力／No Maps実行委員会、株式会社インフィニットループ、
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、株式会社サン広告社
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NoMaps Committee
No Maps 実行委員会

●名誉委員長
秋元克広／札幌市長

●事務局・運営会議
〈事務局長〉
（同）
廣瀬岳史／No Maps

●実行委員長
（株）代表取締役
伊藤博之／クリプトン・フューチャー・メディア

No Maps（同）代表

常松英史
北田静美／
（株）
ウエス
佐藤満敬／レコロン
丸本美樹／No Maps
（同）

小島紳次郎／
（株）
ウエス代表取締役社長

山岸奈津子／クライメイトPR

（株）
マーケティング・コミュニケーション・エルグ
山岸正美／

正井史子
〈編集〉
常松英史

●実行委員

本間貴士／No Maps
（同）

島口義弘／札幌市商店街振興組合連合会理事長

島田英二／北海道情報大学情報メディア学部准教授

〈WEBデザイナー〉
白井宏昭
〈賞状題字〉

牧浦弘英／
（株）
谷井、
札幌プラザ２・５代表取締役社長
〈Music担当〉

松井健太郎／
（株）
インフィニットループ代表取締役

小島健太郎／
（株）
ウエス

前田章博／ビットスター
（株）
代表取締役

村田雅宏／
（株）
ウエス

山本強／（国法）北海道大学産学・地域協働推進機構特任教授
川村秀憲／（国法）北海道大学大学院情報科学研究院教授

〈翻訳／字幕〉

〈Film担当〉
久保俊哉／
（有）
マーヴェリック・クリエイティブ・ワークス

深津修一／
（株）
プリズム代表取締役会長

倉本浩平／(有)マーヴェリック・クリエイティブ・ワークス

〈事務局スタッフ〉

●副委員長

代表取締役会長

●Film
〈運営委員〉

樋口雅山房／カリグラファー
〈記録写真〉
小牧寿里

〈Interactive担当〉

江口彰／NPO法人いきたす代表理事

服部亮太／クリプトン・フューチャー・メディア
（株）

菅原光宏／北海道経済連合会理事事務局長

平野絢子／クリプトン・フューチャー・メディア
（株）

〈トロフィー制作〉
工藤良平／ワビサビ

岡出直人／経済産業省北海道経済産業局地域経済部長
臼田昇／総務省北海道総合通信局情報通信部長

〈運営会議〉

〈ポスタービジュアル制作〉

倉本博史／北海道経済部長

小塚隆／経済産業省北海道経済産業局

倉橋寛之

村山英彦／札幌市経済観光局長

藤江稔／経済産業省北海道経済産業局

川尻竜一／デザ院
（株）

酒井裕司／
（一財）
さっぽろ産業振興財団専務理事

小林洋平／経済産業省北海道経済産業局

●監事
迫田敏高／（株）北海道二十一世紀総合研究所代表取締役社長

瓦本一大／札幌市

●運営・制作協力

阿部正明／札幌市

クリプトン・フューチャー・メディア
（株）

有城賢二／札幌市

上杉真／
（株）
道銀地域総合研究所代表取締役
●顧問
髙野潔／総務省北海道総合通信局長

〈メインビジュアル・アートディレクター〉
ヤマザキケイタロウ／
（株）
プリオンデ

安藤保彦／経済産業省北海道経済産業局長
大髙豪太／国土交通省北海道運輸局長
鈴木直道／北海道知事

真弓明彦／北海道経済連合会会長

若菜彩人／デザニンジャ

石井純二／
（株）
北洋銀行取締役会長

〈WEBデザイナー〉
佐々木功／
（株）
ノースグラフィック

山上恵一／
（株）
マーケティング・コミュニケーション・エルグ
〈NoMapsアンバサダー〉
河原あず／東京カルチャーカルチャー・コミュニティアクセラレーター、FC POP

新川新一／全日本空輸
（株）
執行役員北海道支社長

タムラカイ／グラフィックカタリスト、
FC POP

AIRDO執行役員営業本部長
関憲博／
（株）
広瀬兼三／
（株）
北海道新聞社代表取締役社長

プラスポイント
（株）
（株）
ワン・プロジェクト
（株）
ウイークエンド
（株）
ハンドクラップ
内海産業
（株）
北海道支店
（株）
ノーザンライツ
ハーモニクス

山崎賢太郎／日本航空
（株）
北海道地区支配人

JTB執行役員北海道広域代表
笹本潤一／
（株）

（株）
イベントサポート

（株）
ステージアンサンブル
〈NoMapsロゴデザイン〉

堰八義博／
（株）
北海道銀行代表取締役会長
国本学／北海道空港
（株）
代表取締役社長

（株）
東急エージェンシー

（株）
新宣組

岩田圭剛／札幌商工会議所会頭
柴田龍／
（一社）
札幌観光協会会長

（有）
マーヴェリック・クリエイティブ・ワークス

（有）
ステップス
〈コピー・コンセプト〉

名和豊春／
（国法）
北海道大学総長
中島秀之／（公法）札幌市立大学理事長・札幌市立大学学長

（株）
ウエス
（株）
マーケティング・コミュニケーション・エルグ

●クリエイティブ・スタッフ

インデックスコア
木藤允博／Mog Mog Kids
（株）
TREASURE IN STOMACH

078 実行委員会
キングムー
（株）
トリプルワン

白鳥健志／札幌駅前通まちづくり
（株）
代表取締役社長

ドラマチッククリエイション&エンターテイメント企画

（株）
代表取締役社長
島口義弘／札幌大通まちづくり

スカイ
（株）

（他、
敬称略・順不同 8 月31 日現在）

OFFICIAL
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未 来 という名 の 最 高 峰 が
僕 らの 挑 戦 を 待 ってい る

公 式 ガ イドブック
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