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NEWS RELEASE 

 
 

 
株式会社オライリー・ジャパン 

2015 年 7 月 17 日 

 
コンピューター技術者向けの専門書などを発⾏する出版社の株式会社オライリー・ジャパン（本社︓東京都新宿区）は、

2015 年 8 月 1 日（土）、2 日（日）の 2 日間、東京・お台場の東京ビッグサイトで開催する「Maker Faire Tokyo 2015」
の注目のプログラムを発表しました。 

音楽に合わせて 136 本のコークゼロがメントスの⼒で噴き出る「メントス×コーク⼤噴⽔ショー」では、YouTube で
人気の EepyBird が初来日。驚きのステージを繰り広げます。 

また、会場内に設けられた「MAKERSPACE」では、さまざまな体験型ワークショップを予定。「プロペラとゴムで飛び
もの自由工作」や、Maker Faire のキャラクター「メイキー(Makey)くん」の目がピカピカ光るバッチやうちわを作れる
ワークショップなど、楽しみながら何かを作る体験ができる企画を複数ご用意しています。 

昨年好評だった KIDS スペースでは、スライムを触ると不思議な⾳が鳴るシンセサイザー（8 月 1 日のみ）や、新聞紙
を使ったモンスターづくりなど、子供から大人まで楽しめるユニークで楽しい企画がラインナップ。プレゼンテーション
では、Maker Faire ファウンダーの Dale Douhathy が来日し、世界各地のメーカームーブメントの最先端をご紹介しま
す。また、近年の注目を集めるハードウェアスタートアップについて、実際に経験をした方々が登壇するプレゼンテーシ
ョンも予定。屋上展示場ではデイリーポータル Z とコラボレーションで、技術⼒の低い人限定ロボコン「ヘボコン」の水
上バージョン「水ヘボコン」を開催します。また屋外では数年ぶりにサウンドイベント「DIY MUSIC SUMMER PARTY」
（8 月 1 日のみ）も実施の予定です。 
 電子工作、ロボット、宇宙、乗り物、科学、クラフト、⾳楽…、ありとあらゆる DIY の形が東京ビッグサイトに集まり
ます。この夏は、世界最大級の DIY のお祭り、Maker Faire で楽しい思い出を作りませんか︖ 

※すべての注目の企画は右 URL でご案内しています。 http://makezine.jp/event/mft2015/feature/  

■お問い合わせ先  株式会社オライリー・ジャパン 担当︓⿅野（pr＠makejapan.org） 
〒160-0002 東京都新宿区坂町 26-27 インテリジェントプラザビル 1F 
TEL: 03-3356-5227 FAX: 03-3356-5261 

飛びものづくりに光るうちわづくり、ハンダづけ体験…参加型企画が盛りだくさん 

「Maker Faire Tokyo 2015」注目のプログラム発表 
日本初上陸のメントス×コークショー、⽔ヘボコン…家族で楽しめるイベント満載︕ 

■実施概要 
・名 称︓Maker Faire Tokyo 2015（略称︓MFT2015） 
・日 時︓2015 年 8 月 1 日（土）12:00〜19:00、2 日（日）10:00〜18:00 
・会 場︓東京国際展示場（通称︓東京ビックサイト）東京都江東区有明 3-11-1 ⻄ 4 ホール、屋上展示場 
・⼊場料︓前売︓大人 1,000 円、18 歳以下 500 円／当日︓大人 1,500 円、18 歳以下 700 円 

（チケットはローソンチケット・イープラスで好評発売中︕） 
・出展者数︓約 350 組 
・主 催︓ 株式会社オライリー・ジャパン 
・URL  ︓http://makezine.jp/event/mft2015（出展者、協賛募集情報を含む最新情報を随時ご案内しています） 
・ソーシャルメディア : Twitter @make_jp #mft2015 ／ facebook https://www.facebook.com/MakeJapan 
                       Instagram make_jp 
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■Make Tokyo Meeting（MTM）/Maker Faire Tokyo（MFT）来場者推移 
MTM 01 （2008 年 4 月）  30 組（出展者） /  600 名（⼊場者） 
MTM 02 （2008 年 11 月）  60 組（出展者） / 1,200 名（⼊場者） 
MTM 03 （2009 年 ５月）  90 組（出展者） / 2,400 名（⼊場者） 
MTM 04 （2009 年 11 月） 140 組（出展者） / 4,000 名（⼊場者） 
MTM 05 （2010 年 ５月） 200 組（出展者） / 7,200 名（⼊場者） 
MTM 06 （2010 年 11 月） 210 組（出展者） / 8,000 名（⼊場者） 
MTM 07 （2011 年 11 月） 260 組（出展者） /12,000 名（⼊場者） 
MFT2012（2012 年 12 月） 240 組（出展者） / 9,100 名（⼊場者） 
MFT2013（2013 年 11 月） 250 組（出展者） / 9,200 名（⼊場者） 
MFT2014（2014 年 11 月） 300 組（出展者） / 13,000 名（⼊場者） 
 
 

■取材につきまして 
・事前取材のアレンジにつきまして 

Maker ムーブメントを支える人々、オライリー・ジャパン関係者の取材をアレンジ致します。 

pr＠makejapan.org までお問い合わせください。 
 
・事前取材会の開催につきまして 
 イベント当日は相当な混雑が予想されるため、イベント前日（7/31（⾦）18:00-19:30 予定）に注目の出展内容の一部
を、メディアの方にゆっくりご取材いただける時間を設けます。 

本プレスリリースに掲載の出展者をはじめとする、注目の出展者によるデモンストレーション、プレゼンテーションを
予定しています。会期中の会場は大変な混雑が予想されますので、ぜひこの機会に取材並びに記事化をご検討ください。 

（事前取材会につきましては席数に限りがございますので予めご了承ください） 
 

・当日の取材につきまして 
Maker Faire Tokyo 2015 の当日取材を希望されるメディアの方は、事前に以下の URL よりお申込みください。 
 

【事前取材会・当日取材お申込み URL】 

http://makezine.jp/event/mft2015/pressrelease/ 
 
事前取材会・当日取材いずれも、お申込メール受領後、折り返しメールにて取材可否ならびに取材詳細についてご連絡

いたします。 
 
※イベントの取材につきまして 
・撮影の際には、それぞれの出展者の許諾を得てからとしてください。 
・プライバシーにご配慮いただき、出展者、来場者が気持ちよくイベントに参加できるようにご協⼒をお願いいたします。 
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■メントス×コークとは■ 
あたたかい炭酸水にメントスを⼊れると、メントスの表面のでこぼ

こが反応の引き⾦となり、炭酸水のすべての二酸化炭素が一気に逃

げ出します。メントスコークショーではこの原理を利用し、驚くほ

ど⾼く、大量のコーラを⾳楽に合わせて噴出させます。 

参考資料 Maker Faire Tokyo 今年の注目企画︕︕ 

メントス×コーク⼤噴⽔ショー 〜The EepyBird Coke Zero & Mentos Spectacular 
一回に使用するコークゼロは 136 本︕YouTube で人気の “メ

ントス×コーク・ガイ” 、EepyBird が初来日︕ 

世界の Maker Faire を沸かせるショーを披露します。科学に対

する深い愛情とエンターテイナー魂が生み出した圧巻のショ

ーをご覧ください。  

8 月 1 日 15:00 ／ 8 月 2 日 13:00、16:00 (各 30 分) 

eepybird.com 

EepyBird   ／ Stephen Voltz（スティーブン・ヴォルツ）＆ Fritz Grobe（フリッツ・グローブ） 

アメリカ・メイン州にある EepyBird 研究所で、日常的な物事を忘れられない体験へと変える方法を日夜探求している。

ふたりのビデオはこれまでに 1 億 5,000 万回以上再生されている。著書に『Amazing Science ─ 驚きのエンターテイン

メントサイエンス工作 25』（オライリー・ジャパン）。 

 

注目のプレゼンテーション／PRESENTATION 
「実際のハードウェアスタートアップ」 8 月 2 日 11:30-12:50 
登壇者（50 音順）︓⽯渡 昌太（機楽株式会社 代表取締役）、⼤塚 雅和
（maaash.jp）、⼩林 茂（モデレータ、情報科学芸術⼤学院⼤学［IAMAS］
教授）、白鳥 啓（株式会社 Matilde 代表） 
バブル的なIoTへの期待を背景に、ハードウェアスタートアップが注目され、
次々と新しい支援プログラムが登場しています。一方で、ソフトウェアと比
べてハードウェアならではの難しさやリスクというのは依然としてあります。
このセッションでは、新規事業としてハードウェアに取り組んで製品として
世の中に送り出すところまでを経験した方々に自身の学びを共有していただ 
き、今後の展望や課題についてディスカッションします。 
 

「Dale Dougherty キーノートセッション（仮）」 
8 月 1 日 13:30-14:20  

[PROFILE] デール・ダハティ。雑誌 「Make」のファウンダー兼発⾏人であり、「Maker 

Faire」の共同創設者。ティム・オライリーと共にコンピュータ技術書を中心に書籍を

出版する O’Reilly Media, Inc. を創設。2005 年に雑誌「Make」 を、2006 年に「Maker 

Faire」をスタート。2013 年には Maker Media を設⽴する。世界における Maker ム

ーブメントの牽引役の一人。
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MAKERSPACE／MAKERFIELD／KIDS スペース 

今年の Maker Faire Tokyo は参加できる企画がたくさん︕さまざまなワークショ

ップで実際にものを作ったり、自由に工作ができる「MAKERSPACE」とドローン

や乗り物などのデモンストレーション・操作体験ができる「MAKERFIELD」が会

場⼊り口近くに登場︕昨年好評だった KIDS スペースでも、手軽に楽しめる工作体

験をはじめとした、いろいろな企画が目白押しです。(参加は先着順で受付。定員

になり次第締切となります) 
 
プロペラとゴムで飛びもの自由工作 Powered by 多摩美ハッカースペース 

プロペラとゴムで「飛びもの」を作ります。ベースとなる「スカイスクリュー」は、慎重な
調整が不要で誰でも飛ばせる、飛⾏機とヘリコプターと凧とイカが一緒になったような（︖）
キット。このキットをハックして、飛⾏性能を競うもよし、飛び方の面白さを競うもよし、
さまざまな素材を使って自分だけの飛びものを作ります。（参加費︓300 円） 
 
AgIC 回路マーカーで光る Makey うちわを作ろう Powered by AgIC  
「紙とペンで描く電子回路」で話題の AgIC 回路マーカーを使った電子工作。今回は Maker 
Faire のマスコット Makey（メイキー）くんの目を光らせます。ピカピカ光る Makey うち
わを持って歩けば、会場で目⽴つ事間違いなし。手先の器用な子、集まれ︕ 
（対象︓⼩学生以上 ※⼩さいお子様は保護者の方と一緒にご参加下さい） 
（参加費︓300 円） 
 
ハンダづけ体験コーナー Powered by Macnica 
はじめてのハンダづけ体験をしてみませんか︖ Makey（メイキー）くんの目がピカピカ光
る LED バッチを簡単なハンダづけをして作ります。夏休みの思い出に、ぜひお子様とご一
緒に、家族でご参加ください︕また、別途マクニカが開発した Bluetooth モジュール
「Koshian」を接続すると、iPhone から Makey くんの LED をコントロールできるようにな
ります。（参加費︓300 円・Koshian の購⼊には別途費用が必要です） 

※写真はイメージです 

Outdoor／⽔モノ・音楽で夏を満喫しよう︕ 

⽔ヘボコン 

2014 年に引き続き、ヘボコンのミニ版「技術⼒の低い人限定ロボコン Mini（通称︓ミニ
ヘボコン）」と、水上バトル「技術⼒の低い人限定 水上ロボコン（通称︓水ヘボコン）」の
開催が決定︕ 水ヘボコンは、この夏に向けて考案したばかりの新ルール︕ プールにロ
ボット船を浮かべ、コイン運びで相手より先にゴールを目指します。こちらも 1 対 1 の対
決で、8 体のミニトーナメントを⾏います。 

 
DIY MUSIC SUMMER PARTY（8 月 1 日 16:45〜19:00） 

Make: Tokyo Meeting 時代から根強い人気の「DIY MUSIC」が Maker Faire Tokyo に帰
ってきました︕みたことがない手づくりの楽器、びっくりするようなパフォーマンス、自
然の⼒をつかった⾳楽…。Maker Faire ならではのステージをお届けします。灼熱の太陽
の下でのライブパフォーマンスをどうぞお楽しみください。（出演予定︓宇⽥道信、千住フ
ライングオーケストラ、ヌケメバンド、The Breadboard Band、TELESCOPE） 

※プログラムは予告なく変更・キャンセルになる場合があります。 


