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平成２２年７月２１日（水） 県政記者クラブ配付資料

所 管 課 担当 担当者 電話番号

商工労働部情報産業課 情報産業担当 森 達哉
直通 058-272-8375

内線 3112

iPhone 、iPad 関連商品開発勉強会「i･Labo
ア イ ラ ボ

」の発足について

～GIFU・iPhone プロジェクト～

iPhone アプリケーション開発者をはじめ、iPhone、iPad に関係する異業種・異分野の方々が交流す

る情報交換会「モバイルカフェ」においては、モノづくり関係者の参画によって、iPhone や iPad 用の

ケースやスタンド、ノートなどの関連商品が誕生するという動きが生まれています。

こうした取り組みを更に促進し、GIFU・iPhone プロジェクトを通じたビジネスを、アプリケーション

開発分野からモノづくりの分野にも拡大するため、iPhone、iPad 関連商品開発勉強会「ｉ・Ｌａｂｏ」

（アイラボ）を設置することとなりましたので、お知らせします。

この勉強会では、建築設計やプロダクトデザインの分野では第一人者である情報科学芸術大学院大学

教授の入江経一氏を中心に、高い技術力を持つ県内モノづくり企業をはじめ、優れたデザイナーや研究

者が参加し、iPhone 、iPad 関連商品の企画、開発及び販売等に取り組みます。

「ｉ・Ｌａｂｏ」の参加者については、７月２２日（木）より案内・募集をはじめ、第１回目の会合

として、８月２５日（水）にオープニングセッションを開催する予定です。

１ 「ｉ・Ｌａｂｏ」の概要

（１）開催時期・場所

・毎月第４木曜日にソフトピアジャパン・ドリームコアにおいて開催

（毎週木曜日に同会場で開催しているモバイルカフェのうち、第４木曜日分を「i・Labo」とし

て実施）

（２）活動内容

・連携体制の強化（仲間づくり）とモノづくり分野の新商品開発、販売スキル向上

・明確なテーマ（企画、マーケティング等）のもとでの問題解決を目指す勉強会

・商品化に向けた、デザイン、総合的視点での戦略の検討

・ユーザ側の視点からのアイデア、要望を基にしたプロトタイプ製作

・モノづくり企業の制作物に対するデザイン検証

（３）参加者

・入江経一氏（情報科学芸術大学院大学教授・研究科長）

・ＩＡＭＡＳ（情報科学芸術大学院大学／県立国際情報科学芸術アカデミー）

・モバイルカフェ参加者

・株式会社ＧＯＣＣＯ．

・製造業企業、一般参加者

・県各試験研究機関

・情報産業課

インターネットでの情報提供

提供予定日 ７月２２日
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入江経一氏 略歴

○ 建築家、IAMAS（情報科学芸術大学院大学）教授・研究科長

○ 80 年代からコンピューターに親しみ、デジタルテクノロジー時代の建築の新たな可能性を模索す

る作品を発表。国際的にも高い評価を得て数々の賞を受賞。またアルスエレクトロニカ、ベネチア

ビエンナーレをはじめ、多くの海外展覧会や国際会議に招待参加している。

○ IAMAS では様々なプロジェクトを積極的に手がけ、学校やオフィスなどの空間のあり方（インフ

ォスクール・プロジェクト）、都市空間のあり方（まちをデザインするプロジェクト）を探求。

また、大垣の街なかで行われるアートイベント「岐阜おおがきビエンナーレ」においてディレク

ターを務め、全体の企画立案、デザインを担い、IAMAS のリソースによるまちの活性化に先頭に立

って挑戦している。

○ 岐阜ネットワーク大学コンソーシアムにも積極的にかかわり、ロゴのデザインを初め、講義の実

施などを支援している。

＜これまでの主な実績＞

［建築設計］

住宅から公共建築まで幅広く手がけ、国内での発表はもとより海外からも注目を集め多くの書籍

や雑誌などで紹介されている。また国内外で多くの建築展に参加。

受賞）アーキテクチャー・オブ・ザ・イヤー（1993 石内資料館、熊本）

グッドデザイン賞（ISハウス、東京）

東京建築士会特別賞（モノル集合住宅、東京）、

松井源吾賞（石内資料館、熊本）

ショウオブザイヤー（ラスコー、ロンドンキャサリンハムネット）

［プロダクトデザイン］

照明器具や設備機器など、多様なプロダクトデザインや商品企画を手がける。

例）・ＩＮＡＸの商品企画とデザインで多数のグッドデザイン賞受賞

（バスユニット（2009）、システムキッチン（2009）、モザイクタイル（2005）、
水栓シリーズ、洗面器シリーズ、便器等）

・大光電気商品企画、器具デザイン、カタログデザインなど

［街づくり］

地域の関係者と密に連携しながら、街の景観デザインや活性化のプロジェクトを手がけている。

特に大垣では「まちをデザインするプロジェクト」を実施して、町のデザイン、大垣舞台の実施

（元気ハツラツ市）、大垣学校などの企画を進行中。

例）大垣市駅前通りアーケード改装（2009）、フラッグデザイン（2009－2010）
［その他、企業協力］

例）関ヶ原製作所：シャインビル（建設中）の大ギャラリー展示企画

２ 「ｉ・Ｌａｂｏ」オープニングセッションについて

ＩＡＭＡＳ（情報科学芸術大学院大学）入江経一教授の「モノづくり分野におけるデザイン」に

関するトークのほか、意見交換を実施します。

※詳細な内容は、決定次第、改めてお知らせします。

［日 時］ 平成２２年８月２５日（水） １９：００～２１：００

［場 所］ ソフトピアジャパンドリームコア２Ｆメッセ（大垣市今宿６－５２－１６）

［参加方法］ 事前申込み（※当日、現地での申込みも受け付けます（会場に余裕がある場合））

（申込方法）

住所、氏名、連絡先（電話番号及びメールアドレス）を記載のうえ、メール又は FAX
にてお申し込みください。
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（問い合わせ・申込み先） 
ドリームコア・コレクティブ（http://mobilecore.net/）
住所：大垣市今宿 6-52-16 ソフトピアジャパン・ドリームコア１F
TEL＆FAX：0584-47-9510 
E-mail：info@mobilecore.net

［定 員］ ７０名程度

［参 加 料］ 無 料

［登 壇 者］ 入江経一 氏（情報科学芸術大学院大学教授、研究科長）

３ モバイルカフェでの交流から生まれた iPad、iPhone 関連商品について

高い技術力を持つ県内の製造業と、デザイン力、創造力を有するＩＡＭＡＳ
イ ア マ ス

（情報科学芸術大学院大

学／県立国際情報科学芸術アカデミー）関係者の交流を通じ、お互いの特色が融合したこだわりの商

品が生まれています。

○ ＰａｄＮｏｔｅ（パッドノート）

情報科学芸術大学院大学（ＩＡＭＡＳ）の現役学生２名が起業したベンチャー「株式会社

ＧＯＣＣＯ
ゴ ッ コ

．」が販売する、アプリ開発者向けのノート。

地元の印刷会社「株式会社まんだら舎」と打ち合わせ、試作を重ねた末に完成。ボタン類、質感な

ど、随所に同社の持つ高い印刷、加工技術が活かされています。

ネット販売のみで販売開始された第１弾(Ver1.0)は、インターネットなどで話題になり、またたく

間に完売するほどの人気となりました。

現在は、若干の修正を加えた第２弾(Ver1.1)が販売中ですが、大手小売店「東急ハンズ」全１８店

舗でも販売が開始されるなど、そのこだわりと完成度の高さが評価されています。

＜商品概要＞

・前面、上部のボタン類を加工、型抜きで表現

・中面では、アプリ開発に便利なガイドラインとグリッドを掲載

・全 64 ページ、もちろん普通のノートとしても使用可能

＜販売元＞ 株式会社ＧＯＣＣＯ．（代表取締役 木村亮介）

所在地：岐阜県大垣市今宿 6-51-16

ソフトピアジャパン・ドリームコア 103 号室

＜製造元＞ 株式会社まんだら舎（代表取締役 宮田一浩）

所在地：岐阜県瑞穂市田之上 867-1

ＴＥＬ：058-328-7122(代)

＜監 修＞ 赤松 正行 氏（岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー教授）

＜発売日＞ 平成２２年４月２３日

＜価 格＞ ７３５円（税込）

＜購入方法＞ 下記メールにて注文

＜問い合せ＞ 株式会社ＧＯＣＣＯ．

連絡先：メール info@goccojapan.com

ＵＲＬ：http://goccojapan.com/
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○ ＰａｄＢａｓｅ（パッドベース）

「池田工業株式会社」が製作、販売する iPad 専用の置き台。

同社は、本業である自動車をはじめとする各種部品の切削加工の技術を、他の分野の製品に応用で

きないか以前より模索してきており、試作を重ねた結果、アルミの持つ質感と高い切削加工技術が活

かされた製品として誕生しました。

こうした取り組みは、部品製造事業者が、現在の経済情勢の中、活路として自社の技術力を活かし

た「商品」を開発・販売する好事例といえます。

代表取締役社長 池田裕幸氏は、プロジェクトの一環で開催する異業種・異分野の情報交換会「モ

バイルカフェ」に何度も参加し、アイデアを錬ってきており、製品完成の際には、モバイルカフェの

司会者である赤松正行教授、和田純平氏（（株）電算システム）に記念として贈呈されています。

＜商品概要＞

・アルミ削り出し加工、梨地アルマイト表面処理による高い質感を実現

・パッドベースに削り込みを入れる事により iPad 内蔵スピーカの音を効率よく反射拡散

・横 180 ㎜×縦 80 ㎜×高 20 ㎜のサイズと 700 グラムの重量で、iPad 純正置き台（iPadDock）の安

定性向上

＜発売日＞ 平成２２年５月２８日

＜価 格＞ ４，８００円（税込）

＜購入方法＞ 下記電話番号へ直接電話またはホームページから注文

http://www.business1.jp/ikeda_ind/pc/contents18.html

＜問い合せ＞ 池田工業株式会社

所在地：愛知県刈谷市宝町 2-3-7

ＴＥＬ：0566-21-0140

ＵＲＬ：http://www.business1.jp/ikeda_ind/pc/index.html

○ 飛騨さしこｉＰｈｏｎｅケース

「飛騨さしこ本舗」が製作、販売する「飛騨さしこ」による iPhone 用ケース。

同社の経営管理者 二ツ谷敦氏は、プロジェクトで開催する iPhone アプリケーション開発関連講

座に参加し、iPhone に代表される最新デバイスと伝統工芸の融合を模索してきました。

その結果、デバイス用としては皮やシリコン製のケースが多い中敢えて、藍染めの布で、手刺しの

刺し子の柄を楽しむことのできる本商品が誕生しました。

＜概 要＞

・すべて手作りで、天然の藍染め生地を使い、デザインは麻の葉です

・使うほど色合いが落ち着き、それぞれオリジナルのケースになります

・ベルト通しがついたデザイン、名刺サイズのカード用ポケット付きデザインの２種類

・色は白、赤、染分の３種類

※現在「飛騨さしこ iPad ケース」も企画中。近日発売予定。

＜発売日＞ 平成２１年１１月１０日
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＜価 格＞ ２，６２５円（税込）

※別途特注デザイン品もあり、応相談

＜購入方法＞ 展示販売：飛騨さしこ本店（高山市片原町６０）

ひだっち獅子ギャラリー（高山市本町２－８０）

ドリームコア・コレクティブ（大垣市今宿６－５２－１６）

オンラインストア：http://sashiko.shop-pro.jp/

＜問い合せ＞ 飛騨さしこ本舗

所在地：岐阜県高山市片原町６０

ＴＥＬ： 0577-34-5345 ／ FAX 0577-34-59

メール：info@hidasashiko.com

ＵＲＬ：http://www.hidasashiko.com/index.html

［iPhone ケース］ ［iPad ケース］

○ ｉＰａｄスタンド（ポケット 300 レールセット）

「株式会社樋口製作所」が製作、販売するインテリア用の壁掛けスタンド。

同社は、自動車の重要保安部品を中心に、プレス加工、切削、溶接、樹脂成形など、クオリティの

高い製品を生産していますが、それにとどまらず、自社ブランドとして「Ｄｅｄｅ（ディーディー）」

を立ち上げています。

Ｄｅｄｅでは、アルミ加工技術を活かした商品だけでなく、スキンケア商品や食品（ラスク）など

の販売も展開し、人気となっています。

本商品は、モバイルカフェでお披露目され、プロジェクト関係者から様々な感想が寄せられました

ので、今後、さらに連携していく予定です。

＜商品概要＞

・iPad のスタンドとして、台所、部屋に便利な壁掛インテリア

・アルミ製、縦 24㎜×横 289 ㎜×奥行 52㎜

＜発売日＞ 平成２２年６月１日

＜価 格＞ ３，１５０円（税込）

＜購入方法＞ 下記ホームページから注文

http://item.rakuten.co.jp/dede/ek-011/

＜問い合せ＞ Dede（ディーディー）OnlineShop（株式会社樋口製作所内）

所在地：岐阜県各務原市岐阜県各務原市金属団地 44 番地

電 話：058-383-1141（代）（担当：川久保）

メール：master@dede.co.jp

ＵＲＬ：http://www.rakuten.co.jp/dede
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○ クラフトワイフｉＰａｄケース

iPad 専用のホルダーケースです。付属のストラップを付け替える事で、 胸部や背中に取り付け、

電子看板・広告に利用したり、ハンズフリーでiPad を操作する事もできます。

＜価 格＞ 応相談、納期：３～４週間程度

＜購入方法＞ 下記連絡先への直接注文（完全受注生産）

＜問い合せ＞ CraftwifesBuero

所在地：岐阜県大垣市今宿６－５２－１６

ソフトピアジャパン・ドリームコア208号室

ＴＥＬ：090-7698-2073

メール： craftwife@craftwife.com


