NEWS RELEASE

新産業創出への地域連合「マイランド向上計画」第 1 弾

「GIFU スマートフォンウィーク in 仙台」開催
2011 年 12 月 5 日
Fandroid EAST JAPAN（仙台市、理事長 石井力重）は、岐阜の Mobilecore（岐阜県大垣市）
、みやぎ
モバイルビジネス研究会（仙台市、会長 原亮）との共催により、2011 年 12 月 9~11 日の 3 日間にわた
り、
「GIFU スマートフォンウィーク in 仙台」
（以下、「本イベント」）を開催し、スマートフォン向けア
プリケーション（以下、「アプリ」）に関する各種講座を仙台にて実施します。
本イベントでは、仙台を国内有数のアプリ開発拠点として成長させるため、岐阜県で展開されている
講座群を仙台へ招き、仙台で取り組まれてきた独自イベントと連携させることで、他地域での取り組み
を積極的に取り入れるともに、場づくり、人づくりに資する地域間ネットワークを作ります。
また、本イベントは、地方同士の連携により、新たな産業の創出、地域価値の向上により地方が主役
となることを目指す「マイランド向上計画」の第 1 弾として開催します。延べ 250 名の参加を見込み、
エンジニアのみならず、デザイン、サウンド、ものづくりなど、関連技術や産業分野との交流を生み出
すことで、地域での仕事づくりのきっかけをつかみ、アプリ開発を軸とした新たなクリエイティブ産業
の創出を目指します。
記
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「GIFU スマートフォンウィーク in 仙台」概要

(1)期 日
2011 年 12 月 9 日(金)~11 日(日)
(2)会 場 ※セミナー、講座ごとに会場が異なります。
・TRUNK | CREATIVE OFFICE SHARING (仙台市若林区卸町 2-15-2 卸町会館 5F)
・せんだいメディアテーク 5F パフォーマンススタジオ(仙台市青葉区春日町 2-1)
・卸町会館 4F 第一会議室 (仙台市若林区卸町 2-15-2)
(3)主 催
Fandroid EAST JAPAN、Mobilecore(岐阜県、IAMAS、(財)ソフトピアジャパン、(株)電算システム)、
みやぎモバイルビジネス研究会
(4)後 援
宮城県、仙台市、日本 Android の会東北支部、仙台 IT ビジネス研究会、 東北デベロッパーズコミュ
ニティ、仙台システムデザイン研究会
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実施講座
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※ 各講座の詳細は http://fandroid-ej.org/news/gifu-sp-week/ をご参照ください。
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開催の狙い

12 月 9 日(金)
名称

内容

会場

Fandroid EAST JAPAN

アプリ企画を考えるアイデアワークシ

TRUNK ¦ CREATIVE

オープンアワー

ョップ。お題に基づいて、アプリのアイ

OFFICE SHARING

時間
15:00~
17:00

デアを発想する
スマートフォンアプリ

アプリ開発に伴うサウンド素材(ジング TRUNK ¦ CREATIVE

サウンド講座(導入編)

ル、効果音など)制作の実技講座

交流スペース

自由に仕事、交流が図れるワーキングス TRUNK ¦ CREATIVE

「フリーオフィスラボ」

ペース。スマートフォン関連の情報や地

OFFICE SHARING

OFFICE SHARING

19:00~
21:00
15:00~
21:00

域の取り組みを自由に情報交換

12 月 10 日(土)
名称

内容

会場

時間

セミナー「スマホアプリ

仙台市、宮城県、岐阜県などで展開され せんだいメディアテ

10:00~

クリエーター創出プロジ

るアプリクリエーターの創出に関する

12:00

ェクト」

プロジェクトの事例紹介など

スマートフォンアプリ UI

スマートフォンアプリにおける UI デザ TRUNK ¦ CREATIVE

10:00~

デザイン講座

インの概論及び実技講座

OFFICE SHARING

18:00

音声認識ロボット「ドロ

電子工作によるデバイス製作と

卸町会館

10:00~

ンくん」製作ワークショ

Android アプリによるデバイス制御の

ップ

実技講座

交流スペース

自由に仕事、交流が図れるワーキングス TRUNK ¦ CREATIVE

10:00~

「フリーオフィスラボ」

ペース。スマートフォン関連の情報 や OFFICE SHARING

17:00

ーク

17:00

地域の取り組みを自由に情報交換

12 月 11 日(日)
名称

内容

会場

時間

スマートフォンアプリ

アプリ開発に伴うサウンド素材(ジング せんだいメディアテ

10:00~

サウンド講座(基礎編)

ル、効果音など)制作の実技講座

12:30

i.Labo in Sendai

IAMAS 入江教授の講演のほか、
仙台の伝 せんだいメディアテ

14:00~

統工芸「仙台箪笥」の魅力の紹介、プロ ーク

16:00

モーションに関するディスカッション
など
①継続的な事例・ノウハウの交換

ーク
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仙台の取り組みを岐阜および各地からの参加者が体験するほか、Mobilecore が大垣を中心に展開して
いる各種取り組みを仙台で実施することで、場づくり、人づくりに関するノウハウや事例を、継続的に
交換するための基礎を築く。
②地域間連携によるネットワーク構築
仙台および各地でアプリ開発推進に携わる団体をパートナーとするほか、仙台市、宮城県、岐阜県な
ど、各自治体のアプリ開発ビジネス創出に向けた取り組み事例の発表なども行い、各地域、団体間に新
たな人的および情報ネットワークを提供し、各々が展開する活動および事業の活性化をはかる。
③情報産業とクリエイティブ産業の融合
ICT 技術を核とした情報産業と、デザイン・ものづくりに代表されるクリエイティブ産業の事業者ら
が交流をはかれるイベントを展開することで、新たな事業創出の機会をつくる。
④復興へ向けたアピール
仙台での各種事業や活動を見聞および体験することで、中部地方のキーパーソンらに、仙台宮城の復
興の状況および各種産業の魅力を強くアピールする。

４ 「マイランド向上計画」について
「マイランド向上計画」とは、地方、地域が繋がり、それぞれが持つ得意分野、先進事例、人材など
が交流、融合することで、自らが暮らす「地方、地域」こそが主役であるという想いを深めるとともに、
新たな産業の創出や地域価値の向上を図っていこうという計画です。
本計画は、仙台、岐阜などのクリエーター、エンジニアたちの実際の交流と、Facebook 上での交流か
ら自然発生的に生まれたものであり、Fandroid EAST JAPAN では、活動のコンセプトでもある「つながり」
を作るべく、今後も仲間となる地域を増やし、様々な活動との連携を拡大していく予定です。

Fandroid EAST JAPAN について
東日本大震災を機に設立された団体。仙台の IT 企業や勉強会、個人が集まり Android 開発でこの地に
産業を興すために設立。従来の組織を超えた“つながり”を目指し、デザイナー

ハッカー

ハスラー

のコラボのみならず東北中の才能、実績、共通知を集結させ、Android 開発の集積地にすることと、東
北のクリエイターに仕事を増やすことを目的に活動中。活動目標として「3 年間で、 技術者 3 倍増(輩出
目標:100 名)、アプリ 100 本のリリース」を掲げています。

【本件に関するお問い合わせ先】
Fandroid EAST JAPAN 事務局

イベント担当：原

Mail hara@mimos.jp

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 2-8-18 仙台中央ビル 8F dmp 内
TEL:022-214-2772 / FAX:022-214-6536

http://fandroid-ej.org/

