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つくば市記者会 御中
発信日：令和元年（2019年）8月5日（月）
発信元：つくば市経済部スタートアップ推進室

□取材依頼 □周知依頼

■募集告知 □その他

世界的なDIY・ものづくりの祭典「Maker Faire®」が
つくばで初開催決定！出展者募集開始！
令和２年（2020年）２月、DIY・ものづくりの祭典「Tsukuba Mini Maker Faire 2020」
がつくば市で開催されます。本イベントは、未来を「つくる場＝つくば」をキャッチフレーズ
に、つくばが一丸となり、「つくる」文化の確立や、新たな学術・研究の創出、スタートアッ
プ推進等を目的として催されます。８月４日（日）より出展者の第１次募集も開始しました。

Tsukuba Mini Maker Faire 2020
■日時 ：令和２年（2020年）２月15日（土）・16日（日）
■場所 ：つくばカピオ（茨城県つくば市竹園１-10-１）
■入場料：無料
■主催 ：Tsukuba Mini Maker Faire 実行委員会
■共催 ：株式会社オライリー・ジャパン、つくば市
公式イベントページのQRコード
■協力 ：筑波大学、up Tsukuba 他
※イベントチラシについては、各社メールボックスへ提供しています。
【出展者の第１次募集について】
出展者１次募集の詳細は、別添のTMMF実行委員会プレスリリース「つくば初のMaker
Faireを開催～「Tsukuba Mini Maker Faire 2020」出展者募集～」（３枚）をご参照くだ
さい。
■募集期限：令和元年（2019年）８月30日（金）
【イベント・出展者募集についての問合せ先】
Tsukuba Mini Maker Faire実行委員会
〒305-0031
茨城県つくば市吾妻1-10-1 グローバル・イノベーション推進機構(TGI)内
土井 裕人（TMMF運営委員長／筑波大学人文社会系助教)
E-mail : tmmf@tmmf.jp

発信日：2019 年 8 月 5 日

報道関係者各位
プレスリリース

発信元：TMMF 実行委員会

つくば初の Maker Faire を開催
～「Tsukuba Mini Maker Faire 2020」
出展者募集～

謹啓 盛夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
2020 年 2 月、DIY・ものづくりの祭典として世界的に知られる Maker Faire をつくばで初めて開催します。未来を「つくる場＝
つくば」をキャッチフレーズに「つくば」が一丸となり、「つくる」文化の確立や、新たな学術・研究の創出、スタートアップ推進を目的と
して開催するイベントです。
本イベントをテコにして、産官学民がタッグを組み、つくば市におけるイノベーションエコシステムの構築を狙います。つくばカピオを
全館借り切って開催し、アリーナでの展示とホールでのステージイベントを主に、幅広い層にお楽しみ頂けるイベントといたします。
本日より、出展者の１次募集を開始しましたので、ふるってご応募ください。
敬具
記
【概要】
名称：Tsukuba Mini Maker Faire 2020
日程：2020 年 2 月 15 日（土）・16 日（日）
会場：つくばカピオ（茨城県つくば市竹園 1-10-1）
入場料：無料
主催：TMMF 実行委員会
共催：株式会社オライリー・ジャパン、つくば市
協力：筑波大学、up Tsukuba 他
【協賛のお願い】
本イベントは草の根イベントです。実行に関わる費用は、有志からのご協賛
によって成り立っています。ご検討いただける方は sponsors@tmmf.jp までご連絡ください。企業・団体等による協賛、個
人による協賛、ともに大歓迎です。ご協力を賜れますよう、何卒よろしくお願いいたします。

■■本件に関するお問合せ■■

TMMF 実行委員会
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-10-1 つくばグローバル・イノベーション推進機構（TGI） 内

土井 裕人（TMMF 運営委員長／筑波大学人文社会系助教）
E-mail：tmmf@tmmf.jp

Tsukuba Mini Maker Faire 2020 出展者募集
出展者の第 1 次募集を 8 月 4 日(日)より開始します。
募集テーマ：
1. メイカースピリッツのある研究成果
2. SDGs 実現に向けての社会課題解決
3. STEAM 教育
4. 未来のモビリティ、人間拡張（超人スポーツ等）など、つくばらしい研究成果
5. その他（大規模展示、屋外展示など、通常の枠では難しい特殊な展示）
※これまでの Maker Faire のスタイルにとらわれない、斬新な提案を期待しております。
※複数テーマにまたがる応募も歓迎します。
※第 2 次募集は、10 月以降に開始予定です。第 2 次以降はノンジャンルで募集します。
※第 1 次では最大 50 スペース程度を募集（1 スペース 2m×2m として計算）
※出展料：個人による出展は無料です。頒布を伴う出展（Commercial Maker）は、出展料 5,500 円（税込）
がかかります。企業出展（企業名が出る場合）は、出展料 55,000 円（税込）となります。
※机・イス等のオプションは、別途費用がかかります。金額は未定です。

締切：2019 年 8 月 30 日(金) 23:59
申込ページ：http://bit.ly/TMMF2020-Entry

会場イメージ写真
※写真は Ogaki Mini Maker Faire 2018 の様子
（2018 年 12 月 1・2 日、岐阜県大垣市）
※会場の広さはおおよそ同じくらいです。

【Maker Faire とは】
Maker Faire は、全世界 200 カ所以上で開催される「DIY・ものづくりの祭典」で、DIY が好きな人が集まるイベントです。
日本では、Maker Faire Tokyo と Maker Faire Kyoto が開催されています。
Mini Maker Faire は、コミュニティが主体となって開催するイベントで、Tsukuba Mini Maker Faire はオライリー・ジャパ
ンとの共催により開催します。Mini とついていますが、Tsukuba については規模が「Mini」という意味ではありません。日本国
内では、Ogaki Mini Maker Faire と Yamaguchi Mini Maker Faire があり、いずれも盛況となっています。
【実行体制】
TMMF 実行委員会が主催となり、つくば市とオライリー・ジャパンが共催します。筑波大学はじめ筑波研究学園都市の研究
機関が協力します。一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構（TGI）が事務局を担当します。
TMMF 実行委員会は、本イベントを実行したいと思って集まった大学教員、研究者、民間人により構成されます。TMMF
実行委員会の下にプログラム委員会と運営委員会を置き、イベントの企画や運営実務を担います。
【TMMF 実行委員会】
実行委員長 五十嵐浩也 筑波大学芸術系教授／筑波大学執行役員
プログラム委員長 江渡浩一郎 産業技術総合研究所主任研究員
運営委員長 土井裕人 筑波大学人文社会系助教
山海嘉之 筑波大学システム情報系教授、サイバニクス研究センター研究統括、CYBERDYNE 社 CEO
落合陽一 筑波大学学長補佐、デジタルネイチャー推進戦略研究基盤代表、図書館情報メディア系准教授 他
土佐信道 明和電機
毛塚幹人 つくば市副市長
荒木健太郎 気象庁気象研究所研究官
芝原暁彦 地球科学可視化技術研究所株式会社 CEO／代表研究員
國土晋吾 TX アントレプレナーパートナーズ（TEP）代表理事
鶴岡マリア SYMAX（サイマックス）株式会社代表
森脇裕之 多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授
岩淵志学 岩淵技術商事株式会社代表取締役
岩田洋夫 筑波大学システム情報系教授
持丸正明 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター長
鎮西清行 産業技術総合研究所 健康工学研究部門 副研究部門長
高野義彦 物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点主任研究者
三中信宏 農研機構 生態系計測研究領域 上席研究員
梶田秀司 産業技術総合研究所知能システム研究部門上級主任研究員
木村行雄 産業技術総合研究所 TIA 推進センター連携推進ユニット総括主幹
堀下恭平 株式会社しびっくぱわー代表取締役社長／合同会社 for here 共同代表／筑波フューチャーファンディング理事
／グリーンバードつくばリーダー
中川磨 筑波大学国際産学連携本部事業化支援アドバイザー
郡司芽久 国立科学博物館動物研究部日本学術振興会特別研究員 PD
橋本俊幸 筑波大学 産学連携部長
杉田尚子 宇宙航空研究開発機構（JAXA）新事業促進部 事業推進課長
以上

