
驚きの技術がここに集結！

実施報告書

開催日時 平成28年10月27日（木）～28日(金）
27日/10:00-17:00 28日/10:00-16:00

会 場 燕三条地場産業振興センター（三条市須頃1-17）
メッセピア 多目的大ホール・エントランス、特設大テント、
三条商工会議所チェンバーズホール他

主 催

共 催

後 援

（公財）燕三条地場産業振興センター

燕市、三条市、燕商工会議所、三条商工会議所

経済産業省関東経済産業局、新潟県、 (公財)にいがた産業創造機構、日本金属洋食器工業組合、
新潟県作業工具協同組合、日本金属ハウスウェア工業組合、三条金物卸商協同組合、
協同組合つばめ物流センター、協同組合三条工業会、新潟日報社、(株)三條新聞社、
(株)越後ジャーナル社、ケンオ－・ドットコム、燕三条エフエム放送（株）、
(株)日本経済新聞社新潟支局、(株)日刊工業新聞社新潟支局、三条信用金庫、協栄信用組合、
(株)第四銀行、(株)北越銀行、(株)大光銀行、
(株)日本政策金融公庫 新潟支店三条支店長岡支店高田支店、新潟県信用保証協会、
(公社)砥粒加工学会、(一社)溶接学会、（一社）日本塑性加工学会

特別協力
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部
東京都、東京商工会議所



燕三条の技術・製品や他地域との連携をアピール
過去最高の来場者で、今後の発展が期待

開催概要

●名称 燕三条ものづくりメッセ2016

●会期

●会場

●主催

●出展団体

平成28年10月27日（木）～28日(金）

●共催

●後援

10月27日（木）10:00-17:00   28日(金）10:00-16:00

燕三条地場産業振興センター（三条市須頃1-17)
メッセピア多目的大ホール・エントランスホール、
特設大テント、三条商工会議所チェンバーズホール

（公財）燕三条地場産業振興センター
燕市、三条市、燕商工会議所、三条商工会議所

241社・団体（燕三条地域125, 新潟県内

(燕三条地域を除く)33, その他地域企業
62, 団体等21） (平成26年度 221社・団体）

●出展分野加工技術分野 123 民生品分野 37

機械装置分野 40 大学研究機関 16
ソリューション 25
経済産業省関東経済産業局、新潟県、 (公財)にいがた産業
創造機構、日本金属洋食器工業組合、新潟県作業工具協
同組合、日本金属ハウスウェア工業組合、三条金物卸商協
同組合、協同組合つばめ物流センター、協同組合三条工

業会、新潟日報社、(株 )三條新聞社、(株 )越後ジャーナル社、
ケンオ－・ドットコム、燕三条エフエム放送（株）、(株)日本経
済新聞社新潟支局、(株)日刊工業新聞社 新潟支局、三条
信用金庫、協栄信用組合、(株)第四銀行、(株)北越銀行、
(株)大光銀行、(株)日本政策金融公庫 新潟支店三条支店

長岡支店高田支店、新潟県信用保証協会、(公社)砥粒加工
学会、(一社)溶接学会、（一社）日本塑性加工学会

天気 2016
来場者数

2015来場者数 2015‐2016

比較

10月27日（木） 晴れ 5,059名 2,748名 （曇り時々雨） 184 ％

10月28日（金） 曇り後雨 3,592名 3,068 名（雨一時暴風雨） 117 ％

合 計 8,651名 5,816名 149   ％

2016年来場者

8,651名

●来場者の内訳（名刺住所による 3,779枚）

• 回を重ねるにつれ県内の地域外や県外の来場者が増加し、知名度が向上していることを実感した
• 九州、中国、四国地方など遠方からの来場者も見られ、今後は更に遠方の来場者の増加が期待される。

日本海側最大級のものづくり系展示会として、3回目となる本展示会では、各ブースで積極的な商談が行われた。
天候にも恵まれ、過去最高の来場者を記録した

天候にも恵まれ、昨年
度よりも大幅増となった。

来場者

●特別協力 独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部、
東京都、東京商工会議所

2016
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N=3,779



 
(株)BSN ｱｲﾈｯﾄ 長岡市 

CKD(株) 長岡市 

Colordrop Design 東京都 

CS-TECH 韓国 

(株)DW 静岡県 

EA ﾌｧｰﾏ(株) 東京都 

EIZO(株) 石川県 

ElC 保険ｴｰｼﾞｪﾝｼ (ー株) 新潟市 

(株)F.S.K 五泉市 

(株)F･S･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 長岡市 

FTC(株) 新潟市 

G.M.D.Coporation 福島県 

HOYA Technosurgical(株) 東京都 

(株)HS 新潟市 

JFE 協和容器(株) 新潟市 

JFE ｽﾁｰﾙ(株) 東京都 

JPC(株) 長岡市 

JR 東日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 阿賀野市 

JUKI 会津(株) 福島県 

JX ｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 東京都 

JX金属商事(株) 新潟市 

KOKO 加茂市 

K-PRODUCTS 山形県 

MC 山三ﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ(株) 東京都 

(株)MEF 長岡市 

micro mining 岐阜県 

(株)MST ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 長野県 

(株)NaITO 新潟市 

NCC(株) 長野県 

(株)nitolex 見附市 

NPC日本印刷(株) 東京都 

NST 新潟市 

(株)NTT ﾃﾞｰﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼ
ｽﾃﾑｽﾞ 

東京都 

Out Mount furniture 弥彦村 

PanPot(株) 東京都 

Petit-lys 長岡市 

ProntoNet 新潟市 

(株)ProntoNet 新潟市 

resorttrust 東京都 

SATO DESIGN OFFICE 東京都 

SK ﾊﾟｰﾂ 福島県 

SMC(株) 長岡市 

(株)Syse 長岡市 

(株)TAIRA 新潟市 

THK(株) 長岡市 

(株)TNP ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ 神奈川県 

(株)TOKYO.lab 東京都 

TONE VIETNAM CO.,LTD. ベトナム 

(株)TOSYS 長野県 

(株)TS ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 東京都 

(株)UEX 新潟市 

UNION TOOL 長岡市 

(株)WELCON 新潟市 

(株)WEST 新潟市 

YKK(株) 富山県 

YSEC(株) 新潟市 

ｱｰｸ日本(株) 新潟市 

(株)ｱｰﾙ･ｹｰ･ｲｰ 柏崎市 

(株)ｱｲ･ｴﾑ･ｴｰ 大阪府 

(株)ｱｲ･ｼｲ･ｴｽ 神奈川県 

(株)ｱｲｵｰ精密 岩手県 

(有)ｱｲ機 新潟市 

(株)愛光 埼玉県 

(株)相澤製作所 上越市 

愛知製鋼 (株) 愛知県 

(株)ｱｲﾃｨｰ･ﾌﾟﾗｽ･ﾜﾝ 十日町市 

ｱｲﾃｯｸｽ(株) 弥彦村 

(株)ｱｲﾍﾞｯｸ 群馬県 

(有)ｱｲﾒｯｸ 弥彦村 

(株)ｱｳﾘｽ 神奈川県 

(有)晃栄鋼業所 岡山県 

昱工業(株) 新潟市 

ｱｷﾚｽ(株) 東京都 

(株)ｱｸｱﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾏﾉ 新潟市 

(株)ｱｸﾃｨｵ 新潟市 

浅井産業(株) 東京都 

浅井ｼｮｰﾜ(株) 東京都 

旭ｶー ﾎﾞﾝ(株) 新潟市 

旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工業(株) 長岡市 

朝陽電機 長岡市 

(株)ｱｻﾋﾌ ﾚ゚ｼｼﾞｮﾝ 長岡市 

ｱｼｽﾄ V(株) 神奈川県 

(株)ｱｽﾃｰｼﾞ 新潟市 

(有)あぜがみｼｰﾙ印刷 群馬県 

安達紙器工業(株) 長岡市 

(有)ｱｯﾌﾟﾙｸﾞﾛｰヴ･ﾊｳｽ 東京都 

(株)ｱﾄﾞﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 長岡市 

(株)ｱﾄﾞﾊﾞﾈｸｽ 柏崎市 

(株)ｱﾆﾒｲﾄ 東京都 

(株)ｱﾍﾞｲﾙ 魚沼市 

(株)阿部製作所 魚沼市 

(株)阿部喬店 長岡市 

天野商事(株) 新潟市 

(株)新越ﾜｰｸｽ 東京都 

ｱﾘﾊﾞﾊﾞ(株) 東京都 

(株)ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 長野県 

(有)ｱﾙｺﾞﾆｸｽ 田上町 

(株)ｱﾙﾃｸｽ 新潟市 

(株)ｱﾙﾌｧｸﾘｴｲﾄ 埼玉県 

(株)ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ 長岡市 

(株)ｱﾝﾄﾞｳ紙器 長岡市 

ｲｰｱｰﾙｴｽ(株) 村上市 

(株)飯田 東京都 

ｲｰﾀﾞ(株) 新潟市 

(株)ｲｰﾄﾗｽﾄ 長岡市 

ｲｸﾞｽ(株) 東京都 

(株)池田精密 糸魚川市 

池田糖化工業(株) 広島県 

石川技研工業(株) 東京都 

(株)ｲｼｻﾞｶ 柏崎市 

(株)石澤製作所 山形県 

石田研磨 長岡市 

石塚(株) 東京都 

石塚化学産業(株) 見附市 

(株)石本建築事務所 東京都 

ｲｽｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 長岡市 

(株)ｲｽﾞﾐ技研 埼玉県 

(有)ｲｿｼﾏ 新潟市 

(株)ｲﾁｸﾞﾁ 京都府 

(有)市之坪製作所 神奈川県 

機械振興協会 技術研究所 東京都 

(株)伊藤製作所 山形県 

伊藤忠ﾌ ﾗ゚ｽﾁｯｸｽ (株) 東京都 

稲垣藥品興業(株) 新潟市 

井上工具(株) 埼玉県 

(株)茨城技研 十日町市 

今泉工業(株) 埼玉県 

ｲﾒｰｼﾞ工房 新潟市 

曰研ﾄｰﾀﾙｿｰｼﾝｸﾞ(株) 新潟市 

曰新製鋼(株) 新潟市 

曰東成工(株) 新潟市 

曰東ﾕﾒｯｸｽ(株) 埼玉県 

岩橋印刷(株) 東京都 

ｲﾜﾌﾁｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 長岡市 

(有)岩淵衡機製作所 茨城県 

(株)ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄ 見附市 

(株)ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 埼玉県 

(株)ｲﾝﾃｯｸ ｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾊﾟﾜｰ 新潟市 

ｳｴｶﾂ工業(株) 上越市 

(株)植木組 長岡市 

ｳｴﾀｯｸｽ(株) 上越市 

(株)ｳｴﾉ 長岡市 

上野興業(株) 新潟市 

宇治電化学工業(株) 大阪府 

ｳﾁﾔﾏｺｰﾎﾟﾚー ｼｮﾝ(株) 新潟市 

宇宙航空研究開発機構 東京都 

(株)ｳﾅﾑ 長岡市 

ｳﾙｼﾔﾏ金属工業(株) 新潟市 

ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ﾏｯﾊ(株) 阿賀野市 

ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ NV(株) 兵庫県 

ｴｲﾁﾂｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 新潟市 

ｴｲﾌﾞﾘｨﾃﾞﾆｿﾝ ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞｺ
ｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ&ﾌｧｽﾅｰ
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

東京都 

(株)ｴｰﾀﾞﾌﾞﾘｭ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 五泉市 

(有)江口金型設計製作所 加茂市 

(有)江口ﾐｼﾝ商会 長岡市 

(株)ｴｺﾉｻﾎﾟｰﾄ 東京都 

ｴｽｼﾞｰｴｽ(株) 愛知県 

ｴｽﾍﾟｯｸ(株) 埼玉県 

越後工業(株) 出雲崎町 

(有)ｴﾇｱﾝﾄﾞｴﾇ 新潟市 

ｴﾇｴｽ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ(株) 小千谷市 

(株)ｴﾇﾋﾟｰｴｽ東曰本 山形県 

ｴﾈｯｸｽ(株) 埼玉県 

(株)ｴﾌｴｲﾆｲｶﾞﾀ 出雲崎町 

ｴﾌﾃｯｸ(株) 新潟市 

(株)ｴﾎﾟｿﾞｰﾙ 東京都 

ｴﾙﾒｯｸ電子工業(株) 新潟市 

主な地域外からの来場者（50音順）
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(株)ｴﾚｯｸｽ新潟 新潟市 

(株)ｴﾝｸﾞ 群馬県 

ｵｵｲ金属(株) 京都府 

ｵｰｸｽ(株) 東京都 

ｵｰｸﾏ(株) 新潟市 

大阪工機(株) 長岡市 

(株)大谷商会 新潟市 

大谷商會 新潟市 

ｵｰﾂｶ鉄鋼販売(株) 群馬県 

(株)ｵｰﾄﾂ 長岡市 

(株)大菱計器製作所 長岡市 

(有)ｵｶﾞﾀ技研 新潟市 

岡谷鋼機(株) 新潟市 

(株)荻野製作所 群馬県 

ｵｷﾞﾊﾗ工業(株) 上越市 

ｵｸﾞﾗ宝石精機工業(株) 東京都 

(株)小千谷精工 東京都 

小野里建築 阿賀野市 

小野商事(株) 東京都 

合資会社 ｵﾘｴﾝﾀﾙ 群馬県 

ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ(株) 山形県 

(株)ｵﾘｽ 新潟市 

ｵﾘｯｸｽ(株) 新潟市 

(株)ｶ゙ ｲｱｰﾄ 新潟市 

開進工業(株) 新潟市 

(株) 加賀田組 新潟市 

(株)角田ﾌﾞﾗｼ製作所 東京都 

(株)ｶｻｲ 新潟市 

鹿島建物総合管理(株) 新潟市 

柏崎ﾕｰｴｽﾃｯｸ(株) 柏崎市 

柏原紙商事(株) 東京都 

(株)片桐鉄工所 新潟市 

和以美(株) 福島県 

(有)金谷眼鏡 福井県 

(株)ｶﾈｺ商会 長岡市 

鐘通(株) 長岡市 

(株)ｶﾑｽ 群馬県 

ｶﾒｲ(株) 新潟市 

唐川木材工業(株) 広島県 

(株)ｶ゙ ﾚﾘｱ 神奈川県 

川上製作所 弥彦村 

(株)川崎鐵工所 新発田市 

(株)川崎薬品商会 加茂市 

川西精密(株) 山形県 

関光汽船(株) 新潟支店 新潟市 

(株)ｶﾝｺｰ 長岡市 

(株)神田紙器製造所 新潟市 

(株)ｶﾝﾃｯｸ 東京都 

(株)ｶﾝﾄｰ 長岡市 

広東名菜 赤坂璃宮 東京都 

機械加工屋 NS工作 魚沼市 

(株)創風ｼｽﾃﾑ 刈羽村 

(株)ｷﾀﾆ 静岡県 

北日本電線(株) 宮城県 

北日本電線ｻｰﾋﾞｽ(株) 宮城県 

(株)北熱 富山県 

(株)北村製作所 新潟市 

ｷｬﾉﾝ ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑｽﾞ

(株) 
新潟市 

ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊ ﾝ゚(株) 新潟市 

共栄産業(株) 長岡市 

協栄産業(株) 新潟市 

共栄商会 弥彦村 

(株)共同ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 加茂市 

(株)協和 新潟市 

協和工業(株) 村上市 

共和ﾊｰﾓﾃｯｸ(株) 上越市 

旭日産業(株) 新潟市 

(株)ｷﾘｶﾝ洋行 東京都 

ｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾂ(株) 埼玉県 

(株)ｸｰﾈﾙﾜｰｸ 新潟市 

(有)日下ﾚｱﾒﾀﾙ研究所 東京都 

孔雀商会 兵庫県 

ｸﾆｲ･ｻｲﾝ 新潟市 

(株)國貞 東京都 

國田技研(株) 長岡市 

(株)ｸﾎﾞﾀ 大阪府 

倉敷機械(株) 長岡市 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 東京都 

ｸﾞﾘｰｿﾝ ｻｲｸﾆ(株) 新潟市 

(株)ｸﾘｴｿﾞﾝ 長岡市 

(株)栗田化学研究所 東京都 

ｸﾘﾅｯﾌﾟ(株) 福島県 

(株)車産技研 新発田市 

ｸﾚﾄｲｼ(株) 東京都 

(株)ｸﾞﾛｰ 長岡市 

黒川ﾌﾟﾚｽ工業(株) 山形県 

黒崎ｾﾝﾀﾚｽ 小千谷市 

(株)ｸﾜﾊﾞﾗ 長岡市 

群馬精機(株) 群馬県 

(株)ｹｲﾋﾝ 神奈川県 

ｹｰｴﾑ加工(株) 東京都 

ｹﾙﾋｬｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 新潟市 

小池金属(株) 新潟市 

(株)光栄産業 新潟市 

興研(株) 新潟市 

合資会社 福島木型製作所 長岡市 

(株)高速 長岡市 

神戸理化学工業(株) 埼玉県 

(株)晃和 栃木県 

(株)晃和 栃木県 

興和商事(株) 東京都 

(株)ｺｰﾄﾞｰ 群馬県 

(株)ｺｶﾞﾈｲ 長岡市 

古河ﾏｸﾞﾈｯﾄﾜｲﾔ(株) 新潟市 

小杉機工(株) 十日町市 

ｺｽﾓ機械(株) 新潟市 

後藤工業(株) 愛知県 

(株)粉研ﾊﾟｳﾃｯｸｽ 魚沼市 

(株)小西鍍金 長岡市 

(株)ｺﾊﾞｯｸｽ 群馬県 

(有)ｺﾊﾞﾔｼ 弥彦村 

小林企画 田上町 

小林研業 新潟市 

小林産業(株) 栃木県 

(有)小林超硬研磨 見附市 

(株)ｺﾞﾎﾞ 愛知県 

(株)ｺﾏｶ゙ ﾀ 新潟市 

(株)小松写真印刷 新潟市 

(有)五百旗頭加工所 埼玉県 

(株)小森安全機研究所 上越市 

小柳商事(株) 新潟市 

(株)ｺﾝｴｰ 長岡市 

金剛薬品(株) 新潟市 

近藤與助工業(株) 新潟市 

ｺﾝﾋﾞ(株) 埼玉県 

(株)ｺﾝﾖ 岩手県 

ｻｰﾓｽ (株) 東京都 

(株)ｻｲﾍﾞｯｸｺｰﾎﾟﾚー ｼｮﾝ 長野県 

(株)坂井商店 弥彦村 

(株)ｻｶｴ 新潟市 

(株)ｻｶｴ工業 栃木県 

栄通信工業(株) 見附市 

(株)坂謙 埼玉県 

(株)ｻｶﾀ製作所 長岡市 

阪村産業(株) 東京都 

坂本工業(株) 群馬県 

ｻｸｻﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 東京都 

(株)ｻｸﾗｲ 新潟市 

ｻｺｱﾛ (ー株) 見附市 

(株)佐々木商事 東京都 

ｻｻｹﾞ工業(株) 長岡市 

(株)佐藤産業 新潟市 

(株)佐藤商会 新潟市 

ｻﾄｰﾊﾟｰﾂ(株) 埼玉県 

(株)佐文工業所 新潟市 

ｻﾐﾆ(株) 静岡県 

ｻﾝｱﾛ (ー株) 新潟市 

山栄鉄工(株) 新潟市 

三行合成樹脂(株) 見附市 

(株)三協製作所 山形県 

三協立山(株) 富山県 

ｻﾝｷﾝ(株) 石川県 

ｻﾝｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ(株) 大阪府 

(株)三進製作所 胎内市 

三相電機(株) 宮城県 

(株)ｻﾝﾃｯｸ 見附市 

(株)ｻﾝ電子 東京都 

三傳商事(株) 秋田県 

ｻﾝﾄﾞﾋﾞｯｸ(株) 長岡市 

(株)ｻﾝﾏﾘｵﾝ 長岡市 

山洋電気(株) 長野県 

(株)三和工機 柏崎市 

(有)三和精工 長岡市 

(株)ｼｰｷｭｰﾌﾞ 新潟市 

(株)ｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 村上市 

(株)ｼｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ開発 大阪府 

(株)椎名製作所 山形県 

(株)ｼﾞｰﾈｯﾄ 新潟市 

(有)椎谷建具店 新潟市 

(株)ｼﾞｪｲｱﾝﾄﾞｼｰ 神奈川県 

主な地域外からの来場者（50音順）
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ｼﾞｪｲﾍﾞｯｸ(株) 新潟市 

(株)ｼﾞｪｽｸﾎﾘｳﾁ 新潟市 

重泉工作所 加茂市 

(株)ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 岩手県 

(株)ｼｽﾃﾑｽｸｴｱ 長岡市 

(株)七里商店 長岡市 

(株)ｼ-ﾄ  ゙ 埼玉県 

(株)ｼ-ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ開発 大阪府 

(有)品川通信計装ｻｰﾋﾞｽ 福島県 

品田産業(株) 新潟市 

信濃建物総合管理(株) 新潟市 

芝通ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(株) 新潟市 

(株)ｼﾏｷｭｳ 新潟市 

島津印刷(株) 新潟市 

(有)島津商会 長岡市 

(株)ｼﾓｼ 新潟市 

ｼｬﾝｲ･ﾂｰﾙ(有) 京都府 

(有)ｼﾞｮｲﾌﾙ 新潟市 

昭栄産業(株) 新潟市 

上越工業(株) 長岡市 

昭和電機産業 (株) 長野県 

(株)ｼｮー ｴｲ ｺｰﾎﾟﾚー ｼｮﾝ 東京都 

(株)ｼﾞｮー ﾒｲ 新潟市 

(株)ｼﾙﾌｧｰ 新潟市 

新曰鐵住金(株) 東京都 

(株)新開ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑｽﾞ 柏崎市 

ｼﾝｸｽ(株) 新潟市 

新ｺｽﾓｽ電機(株) 新潟市 

新事業企画 長岡市 

(株)ｼﾝﾀｰﾗﾝﾄﾞ 長岡市 

(株)ｼﾝﾃｯｸ 新潟市 

新日鐵住金(株) 新潟市 

新日鐵住金ｽﾃﾝﾚｽ(株) 新潟市 

神町電子(株) 山形県 

ｽｶﾞﾂﾈ工業(株) 東京都 

(株)ｽｷﾞﾉﾏｼﾝ 富山県 

(株)須佐製作所 田上町 

ｽｽﾞｷﾊｲﾃｯｸ(株) 山形県 

ｽｽﾞﾓﾄ(株) 新潟市 

(株)ｽﾊﾞｯｸ 東京都 

住友商事東北(株) 宮城県 

住友電気工業(株) 東京都 

制御機材(株) 長岡市 

(株)誠晃舎 新潟市 

(株)ｾｲｼﾝ 新潟市 

精電舍電子工業(株) 東京都 

ｾｰﾙｽｺﾋﾟー LABO 新潟市 

(株)ｾｷﾈ 上越市 

(株)ｾｷﾉﾜｰｸｽ 見附市 

ｾﾞﾌﾞﾗ (株) 東京都 

(株)ｾﾘｱｺｰﾎ ﾚ゚ｰｼｮﾝ 東京都 

(株)ｾﾞﾝ 岩手県 

(株)千趣会 大阪府 

(株)先端力学ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研
究所 

埼玉県 

ｾﾞﾝﾄﾞﾗ(株) 東京都 

双業電子工業(株) 福島県 

奏風ｼｽﾃﾑｽﾞ(株) 新潟市 

相和ﾌﾟﾚｽ工業(株) 柏崎市 

ｿﾆｰｴﾅｼﾞｰ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ(株) 福島県 

染谷意匠 千葉県 

(株)第一印刷所 新潟市 

第一化学工業(株) 東京都 

第一ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ印刷(株) 石川県 

(株)第一ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 愛知県 

第一電設工業(株) 新潟市 

(株)第一測範製作所 小千谷市 

大栄金属工業(株) 新潟市 

(株)大栄溶接工業 魚沼市 

ﾀﾞｲｴｰﾌ ﾛ゚ﾋﾞｽ(株) 新潟市 

(株)大王製作所 埼玉県 

(株)太幸 東京都 

ﾀﾞｲｺﾞｺｰｷﾞｮｰ(株) 新潟市 

ﾀｲｼﾞ(株) 神奈川県 

ﾀﾞｲｼﾞｪｯﾄ工業(株) 群馬県 

太子食品工業(株) 青森県 

大同DM ｿﾘｭｰｼｮﾝ(株) 東京都 

大同ｺﾞﾑ(株) 香川県 

ﾀﾞｲﾄﾞｰ(株) 新潟市 

ﾀﾞｲﾆﾁ工業 (株) 新潟市 

大日本印刷 (株) 埼玉県 

大宝化学工業(株) 埼玉県 

ﾀﾞｲﾔｺﾞﾑ(株) 群馬県 

ﾀﾞｲﾔ冷ｹｰｽ(株) 東京都 

(株)ﾀﾞｲﾔ服飾 見附市 

(株)太陽工機 長岡市 

大洋商事(株) 新潟市 

太陽設計(株) 新潟市 

(株)ﾀﾞｲﾚｸﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 新潟市 

(株)高岡ｹｰｼﾞ工業 富山県 

(株)高儀 見附市 

高津伝動精機(株) 長岡市 

(株)髙野製作所 田上町 

(株)ﾀｶﾊｼｷｶｲ 小千谷市 

ﾀｶﾊｼｽﾁｰﾙ(株) 茨城県 

高橋電機(株) 長岡市 

(株)ﾀｶ八ｼ 長岡市 

高松機械工業(株) 石川県 

(株)ﾀｶﾖｼ 新潟市 

ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ゙ (株) 長岡市 

(株)ﾀｷｵﾝ電子 京都府 

ﾀｷｹﾞﾝ製造(株) 新潟市 

ﾀｸﾐ商事(株) 群馬県 

竹井機器工業(株) 新潟市 

田代精工(株) 新潟市 

(株)佐鳴 神奈川県 

辰巳屋興業 (株) 愛知県 

(株)田中組 新潟市 

(株)田中精密板金 新潟市 

(有)田中鉄工所 新潟市 

ﾀﾏﾑﾗﾃﾞﾘｶ(株) 群馬県 

(株) 田村商店 長岡市 

田村ﾛｰﾌﾟ 新潟市 

(株)ﾀﾝｼﾞｪﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ 新潟市 

(株)力ﾜﾀｷｺｰﾎﾟﾚー ｼｮﾝ 東京都 

中央精機(株) 愛知県 

(株)中央理化 三重県 

(株)中外製作所 長野県 

中日電熱(株) 東京都 

土牛産業(株) 兵庫県 

(株)ﾂﾙﾏｷ工業 加茂市 

(株)ﾃｨｰ･ﾋﾟｰ･ｴｽ 東京都 

(株)ﾃｨｴﾙｼｰ 長岡市 

帝国通信工業(株) 神奈川県 

(株)ﾃｰｴﾇｹｰ 新潟市 

(株)ﾃｸﾉｸﾗﾌﾄ 新潟市 

(株)ﾃｸﾉｽｺｰﾌﾟ 新潟市 

ﾃﾞｺﾗ(株) 新潟市 

(株)ﾃﾂﾞｶ 新潟市 

(株)鉄鋼新聞社 新潟市 

ﾃﾗﾉ精工(株) 長岡市 

(株)ﾃﾞﾝｹﾝ 大分県 

電友研磨機ｴ 埼玉県 

ﾄﾞｱｰｽﾞ(株) 長岡市 

東亜(株) 東京都 

東亜工業(株) 阿賀野市 

東海ｷｬｽﾀｰ(株) 東京都 

(株)東京島津 長岡市 

東京下田工業(株) 長岡市 

東京貿易ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 長岡市 

東京貿易ﾃｸﾉｼｽﾃﾑ(株) 愛知県 

東京理化器械(株) 埼玉県 

東経連ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 宮城県 

(株)東西 長岡市 

東芝機械(株) 静岡県 

東芝ﾎｰﾑﾃｸﾉ (株) 加茂市 

東新産業(株) 新潟市 

東ｿｰ (株) 東京都 

東部運送(株) 新潟市 

東邦ﾊﾟｯｸ(株) 岐阜県 

(株)東北ｴﾇｲｰｴﾚｸﾄﾛ 山形県 

東北電力(株) 長岡市 

東北特殊鋼 (株) 宮城県 

東洋技研(株) 長岡市 

東洋器材科学(株) 埼玉県 

東洋ｽﾁｰﾙ･ｵｰﾀﾞ (ー株) 新潟市 

(株)東陽理化学研究所 弥彦村 

(株)ﾄｰﾃｯｸ 長岡市 

ﾄｰﾖｰｺｰｹﾝ(株) 東京都 

(株)ﾄｰﾖｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都 

富樫総合設備(株) 岩手県 

(株)栃木屋 長野県 

ﾄｯｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (株) 東京都 

凸版印刷(株) 新潟市 

(株)扉 新潟市 

(株)冨山 新潟市 

(有)豊岡製作所 東京都 

豊栄 岐阜県 

ﾄﾖﾀ自動車東日本(株) 宮城県 

豊田通商(株) 新潟市 

豊通鉄鋼販売(株) 新潟市 

主な地域外からの来場者（50音順）
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(株)ﾄﾖｯｸｽ 富山県 

ﾄﾗｽｺ中山(株) 東京都 

(株)ﾄﾗｽﾄ 小千谷市 

ﾅｳｴｽ精工(株) 長岡市 

(株)中尾ｱﾙﾐ製作所 茨城県 

(株)長岡金型 長岡市 

長岡石油(株) 長岡市 

長澤精機(株) 田上町 

永塚工業(株) 大阪府 

中西産業(株) 東京都 

(有) 長沼製作所 新潟市 

(株)長峰製作所 香川県 

中村ﾀｰﾝﾃｯｸ(株) 弥彦村 

(有)中喜製作所 長岡市 

(株)南雲製作所 上越市 

ﾅﾋﾞﾀｽ(株) 東京都 

鍋林(株) 新潟市 

ﾅﾐｯｸｽ(株) 新潟市 

ﾅﾑﾗ 柏崎市 

(株)成栄 福島県 

(株)新潟ｴﾇﾃｰｴﾇ 新潟市 

新潟角千木材(株) 新潟市 

(株)新潟ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 新潟市 

新潟北酸(株) 新潟市 

新潟原動機(株) 新潟市 

新潟工販 (株) 新潟市 

新潟ｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ建商(株) 新潟市 

新潟精工(株) 新潟市 

新潟洗機工業(株) 長岡市 

新潟通信機 (株) 新潟市 

新潟特殊企業(株) 阿賀野市 

ﾆｲｶﾞﾀ特機(株) 新潟市 

(株)新潟ﾊﾟｯｸ販売 長岡市 

(株)新潟日立 長岡市 

新潟藤ｴ機(株) 新潟市 

(株)新潟ﾌﾟﾙｰﾀｽ 新潟市 

(株)新潟ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 十日町市 

(株)新潟三越伊勢丹 新潟市 

新潟三吉工業(株) 魚沼市 

新潟ﾒﾀﾘｺﾝ工業(株) 新潟市 

新潟森紙業(株) 阿賀野市 

(有)新津興器 田上町 

新和工業(株) 岐阜県 

(株)ﾆｸﾆ白鷹 山形県 

(株)ﾆｺﾝｲﾝｽﾃｯｸ 新潟市 

西川工具(株) 長岡市 

(有)西鉄工所 長岡市 

西山鋼業(株) 福島県 

日栄ｲﾝﾃｯｸ(株) 田上町 

(株)日伝 新潟市 

(株)ﾆｯｶﾝ 長岡市 

日軽金ｱｸﾄ(株) 東京都 

(株)ﾆｯｹﾝ 新潟市 

(株)日研ｼｪﾙﾓｰﾙﾄ゙  小千谷市 

日工(株) 静岡県 

(株)日昌製作所 茨城県 

日進工具(株) 長野県 

日新製鋼(株) 新潟市 

日鉄住金工材(株) 上越市 

日東ｺﾒｯｸｽ(株) 埼玉県 

日特ｺｲﾃﾞ(株) 見附市 

(株)日暮里設計 東京都 

日本海計測特機(株) 新潟市 

日本経済新聞社 東京都 

日本ｹﾐｺﾝ (株) 東京都 

日本ｹﾐｺﾝ(株) 長岡市 

日本精線(株) 東京都 

日本ｱｲ･ｴｽ･ｹｲ(株) 群馬県 

日本圧着端子製造(株) 神奈川県 

日本ｴﾝｷﾞｽ(株) 山形県 

日本ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ(株) 東京都 

日本研紙(株) 東京都 

日本省力機械(株) 群馬県 

日本ｽｳｪｰｼﾞﾛｯｸ FST(株) 神奈川県 

日本ｽﾘｰﾋﾞｰ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
(株) 

新潟市 

日本精機(株) 長岡市 

日本成型工業(株) 長岡市 

日本鐵板(株) 新潟市 

日本特殊陶業(株) 群馬県 

日本特殊塗料(株) 東京都 

日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ(株) 新潟県 

日本ﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ(株) 群馬県 

(株)日本ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｻﾎﾟｰﾄ 新潟市 

日本ﾌｧｲﾔｰﾌﾟﾛﾃｸﾄ(株) 東京都 

日本ﾌﾛｰｻｰﾌﾞ(株) 柏崎市 

日本防蝕工業(株) 新潟市 

日本ﾎｰﾄﾝ(株) 愛知県 

日本磨料工業(株) 東京都 

日本冶金工業(株) 新潟市 

日本ﾘｺｽ(株) 広島県 

日本ﾜｲﾔｰｸﾗﾌﾄ協会 ｸﾞﾗﾝ
ﾃﾞｨー ﾙ 

長岡市 

(株)ﾆｭｰﾏｼﾝ 東京都 

ﾆｭｰﾛﾝｸﾞ精機(株) 魚沼市 

(株)ﾈｵｽ 東京都 

ﾈｵﾌﾟﾚﾃｯｸｽ(株) 群馬県 

根津鋼材(株) 福島県 

野村證券(株) 新潟支店 新潟市 

(株)ﾉﾘﾀｹｺｰﾃｯﾄﾞｱﾌﾞﾚー ｼﾌﾞ 栃木県 

(株)ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾｯｼｮﾝ 東京都 

ﾊﾟｰﾙﾗｲﾄ工業(株) 新潟市 

ﾊﾟｲｵﾆｸｽ(株) 長岡市 

鋼研国際日本(株) 東京都 

(有)白山ｹｰｽ工業 新潟市 

橋本ﾃｸﾆｶ 福島県 

(株)ﾊｾｶﾞﾜ 魚沼市 

(有)長谷川工業 新潟市 

(株)ﾊｯｸ 新潟市 

白光(株) 東京都 

服部金型 新潟市 

(株)ﾊﾄﾘ 新潟市 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ SUNX(株) 埼玉県 

(株)羽生田製作所 田上町 

(株)ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨ ｺｱ 新潟市 

(株)ﾊﾔｶﾜｶﾝﾊ ﾆ゚ｰ 愛知県 

早川鉄工所 長岡市 

(株)林ﾒｯｷ工業所 長岡市 

(株)原ｾﾝﾄﾗﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 岐阜県 

原田工業(株) 長岡市 

原山化成工業(株) 見附市 

(株)番場工業所 長岡市 

(株)ﾋﾟｰｱｰﾙｼｰ 新潟市 

ﾋｰﾄﾛｯｸ工業(株) 新潟市 

(株)ﾋﾞｰﾜｰｽｽﾀｲﾙ 新潟市 

(株)日園 新潟市 

東日本ｵﾘｵﾝ(株) 新潟市 

(株) 壽 埼玉県 

(株)壽 埼玉県 

日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) 新潟市 

(株)日立ﾆｺﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ 加茂市 

(株)ﾋﾞｯｸﾞ  秋田県 

ﾋﾏｻ金物(株) 兵庫県 

日佑電子(株) 新潟市 

(株)広井工機 長岡市 

(有)廣木精機製作所 茨城県 

(株)廣瀨 新潟市 

(株)品銀鉄工所 柏崎市 

ﾋﾟﾝ ｺﾞﾙﾌｼ゙ ｬﾊﾟﾝ(株) 東京都 

(株) ﾌｰｹﾞﾂ 小千谷市 

ﾌｪﾃﾞｯｸｽ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 千葉県 

(株)ﾌｫｰﾑﾃｯｸ 埼玉県 

(株)ﾌｶｻﾜ 長岡市 

福栄鋼材(株) 新潟市 

(株)ﾌｸｴ精機 柏崎市 

(株)福島金属商事(株) 新潟市 

(株)福田組 新潟市 

富源商事(株) 見附市 

藤川伝導機(株) 群馬県 

(株)ﾌｼﾞ機工 小千谷市 

富士重工業(株) 群馬県 

富士製砥(株) 長野県 

富士ｾﾞﾛｯｸｽ新潟(株) 新潟市 

富士ｾﾞﾛｯｸｽﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝ
ｸﾞ(株) 

柏崎市 

(有)藤田鉄工所 長岡市 

富士通ﾌﾛﾝﾃｯｸ(株) 東京都 

富士電気工業(株) 柏崎市 

(株)富士ﾄﾚｰﾗｰ製作所 弥彦村 

藤巻鋼材(株) 愛知県 

藤村ﾋｭｰﾑ管(株) 柏崎市 

藤原産業(株) 兵庫県 

(株)布施ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 柏崎市 

双葉電子工業(株) 宮城県 

(株)ﾌﾁｵｶ 見附市 

(株)淵本鋼機 長岡市 

船久保製作所 田上町 

(有)ﾌﾞﾗｲﾄ 阿賀野市 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業(株) 愛知県 

(株)ﾌﾘｰﾍﾞｱｺｰﾎﾟﾚー ｼｮﾝ 東京都 

(株)ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 柏崎市 

主な地域外からの来場者（50音順）
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(株)ﾌﾚｰﾑ 新潟市 

(株)ﾌﾚｯｸｽ 新潟市 

ﾌﾚｯｼｭはな正(株) 新潟市 

(株)ﾌﾟﾚﾃｯｸ･ｴﾇ 長岡市 

(株)ﾌﾟﾛ･ｸﾗﾌﾄ 上越市 

ﾌﾛｰﾊﾞﾙ(株) 新潟市 

(株)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾞﾛ 新潟市 

ﾌﾟﾛｽﾊﾟ (ー株) 柏崎市 

(株)ﾌﾛﾝﾃｱ 長岡市 

(株)米峰 柏崎市 

(株)ﾍﾟｶ゙ ｻｽ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｴｸｽ
ﾌﾟﾚｽ 

群馬県 

(株)ﾍﾞｽﾄ 東京都 

(株)ﾍﾞﾈｯｾ 山形県 

(株)ﾍﾙﾂ 長岡市 

(有)ﾍﾞﾙﾃｯｸ 長岡市 

ﾎﾞｰｾｲ ｷｬﾌﾟﾃｨﾌﾞ(株) 群馬県 

(株)ﾎｰﾌﾟｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 埼玉県 

北越消雪機械工業(株) 新潟市 

(株)北都 新潟市 

北陸ｱﾙﾐﾆｳﾑ(株) 富山県 

(株)ﾎｸﾘｸ精工 新潟市 

(有)北陸砥石 見附市 

(株)北陸油研 長岡市 

(株)北海道TSUTAYA 北海道 

(株)ﾎﾘｼﾝ 弥彦村 

(株)ﾎﾜｲﾄﾌｰｽﾞ 香川県 

鴻海精密工業 台湾 

(株)本間製作所 新潟市 

ﾎﾝﾏ特殊金網(株) 新潟市 

(株)ﾏｰｽﾄｰｹﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 東京都 

(株)ﾏｴｷ 埼玉県 

前澤化成工業(株) 東京都 

(株)正和 長岡市 

(株)ﾏｼﾝｾｯｸ 長岡市 

(株)ﾏｾﾞﾗｰ 新潟市 

(株)ﾏﾂｵ技研 小千谷市 

(株)松沢商会 新潟市 

(株)ﾏﾂﾀﾞ 富山県 

(株)松田鍛工所 新発田市 

松本機械工業(株) 福島県 

松山技研(株) 長野県 

(株)丸栄機械製作所 長岡市 

丸昭機械(株) 大阪府 

(株)丸新ｴﾈﾙｷﾞ  ー 新潟市 

(株)ﾏﾙﾅｶ 群馬県 

(株)ﾏﾙﾆｼ 群馬県 

丸和熱処理(株) 山形県 

(株)ﾐｶｻ 見附市 

(株)三沢電線 埼玉県 

(株)水倉組 新潟市 

水島鉄工(株) 阿賀野市 

三晃技研工業(株) 新潟市 

三井物産ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(株) 東京都 

三井物産ﾒﾀﾙｽﾞ(株) 富山県 

(株)光佐 群馬県 

三菱鉛筆(株) 神奈川県 

三菱電機(株) 新潟市 

三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ(株) 長岡市 

(株)三ﾂ矢 埼玉県 

光和商事(株) 柏崎市 

ﾐﾂﾜ電機(株) 新潟市 

ﾐﾅﾐ販売(株) 長岡市 

美濃工業栃木(株) 栃木県 

宮川ﾛｰﾗー (株) 新潟市 

宮坂ｺﾞﾑ(株) 長野県 

(有)宮路工業 弥彦村 

宮本警報機(株) 十日町市 

三芳合金工業(株) 埼玉県 

村上化学(株) 東京都 

(株)ﾒｲｺ- 山梨県 

(株)明治機械製作所 東京都 

(株)明電光 新潟市 

明和工業(株) 新潟市 

(株)ﾒｶﾄﾛﾃﾞｻﾞｲﾝ 新潟市 

ﾒﾀﾙﾘﾝｸ(株) 新潟市 

(株)ﾒﾀﾙﾜﾝ 新潟市 

(株)ﾒﾙｺｴｱﾃｯｸ 岐阜県 

(有)毛利製作所 長岡市 

(株)最上川環境技術研究
所 

山形県 

(株)望月総合研究所 東京都 

(株)ﾓﾋﾞﾃｯｸ 愛知県 

森一産業(株) 大阪府 

(株)森製作所 柏崎市 

(有)ﾓﾘﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｽ 田上町 

(株)八木熊 福井県 

(株)八光電機 長野県 

(有) 矢代工業所 刈羽村 

(株)安秀工業 茨城県 

柳瀬(株) 兵庫県 

(株)山市 長岡市 

山一化学工業(株) 東京都 

山形ｴｽｼｰｴｽ(株) 山形県 

(株)山形ﾏｲｽﾀｰ 山形県 

(株)山岸工業 長野県 

(株)山口製作所 小千谷市 

山治鋼機(株) 新潟市 

山科精器(株) 滋賀県 

(株)山ｾ 群馬県 

(株)山善 長岡市 

(株)山装 神奈川県 

(株)山田写真製版所 新潟市 

山田醸造(株) 新潟市 

山田精工(株) 魚沼市 

(有)山田製作所 十日町市 

ﾔﾏﾃﾂ商事(株) 新潟市 

大和化成工業(株) 埼玉県 

ﾔﾏﾊ発動機(株) 静岡県 

(株)山本鍍金試験器 東京都 

(株)ﾔﾏﾔｽ 新潟市 

ﾕｱｻ商事(株) 新潟市 

ﾕｱｻﾃｸﾉ(株) 東京都 

遊季工房 新潟市 

有希化学(株) 新潟市 

(株)ﾕﾆｰｸﾒﾃﾞｨｶﾙ 東京都 

ﾕﾆｵﾝﾂｰﾙ(株) 見附市 

(株)ﾕﾆｿﾞﾝ 東京都 

(株)ﾕﾆﾏｯﾄ ﾘﾀｲｱﾒﾝﾄ･ｺﾐｭﾆ

ﾃｨ 
新潟市 

(株)ﾕﾆﾒｯｸ 愛知県 

(株)ﾕﾆﾒｯｸ 岐阜県 

夢着工房 東京都 

(株)ﾖｼｶﾜ 弥彦村 

吉川化工(株) 新潟市 

吉越戦略研究所 刈羽村 

(有)吉田製作所 見附市 

吉徳農機(株) 新潟市 

吉原印刷(株) 長岡市 

(株)吉村工業所 神奈川県 

(株)よしや 新潟市 

米山ｼｭﾚｯﾀﾞｰｻｰﾋﾞｽ 上越市 

(有)万栄産業 魚沼市 

ﾗｲﾄｽﾀｯﾌ 新潟市 

楽市(株) 湯沢町 

理化工業(株) 長野県 

(株)ﾘｹﾝ 埼玉県 

(株)ﾘｹﾝ 柏崎市 

(株)理研計器奈良製作所 奈良県 

理研精機 (株) 小千谷市 

理研製鋼(株) 長岡市 

理研電線(株) 新潟市 

理研ﾍﾞﾝﾁｬｰｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝﾃ

ｸﾉﾛｼﾞ-(株) 
東京都 

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 新潟市 

ﾘｽﾞﾑ協伸(株) 東京都 

(株) ﾘｯﾁｪﾙ 富山県 

ﾘﾆｱｸﾗﾌﾄ(株) 新潟市 

(株)ﾘﾋﾞｺ  ー 埼玉県 

(株) 流通広告社 新潟市 

菱機工業(株) 新潟市 

(株)菱進 福島県 

(株)菱電社 新潟市 

菱和電機(株) 長岡市 

(株)ﾚﾋﾞｭｰ 加茂市 

(株)ﾚﾝﾀﾙｼｽﾃﾑ新潟 新潟市 

(株)ﾛｲﾔﾙ 大阪府 

ﾛー ﾑ(株) 群馬県 

(株)ﾛｹｰｼｮﾝｽﾞ 東京都 

(株)ﾛﾌﾞﾃｯｸｽﾌｧｽﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 東京都 

(株)ﾜｰﾅﾃｯｸ 群馬県 

(株)ﾜｵ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 新潟市 

ﾜｺﾝ(株) 和歌山県 

(有)渡辺合金鋳造所 長岡市 

(株)渡邊製作所 加茂市 

ﾜﾅﾐ(株) 東京都 

ﾜﾝｱｼﾞｱ(株) 加茂市 
  

  

  

 

主な地域外からの来場者（50音順）
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他にも地域内外企業、県内外自治体・支
援機関などから、多数ご来場頂きました。
ありがとうございました
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会場案内図

・AREA01：特設大テント（70m×20m、過去最大）に受付を設け、来場者が全会場を回れる様に設定
・AREA02：三条商工会議所チェンバーズホール。全ての来場者が通る様にルートを設置
・AREA03：移動ルート沿いに大型機器や火気を使用する小間を配置
・AREA04：機械装置類、ソリューションなど電力を必要とする小間を配置
・AREA05：移動ルート沿いに小間を配置し、全ての来場者が通行する様に設定



①

出展団体

【出展241社・団体 271ブース】 (平成27年度 221社・団体 241ブース）

・毎年前年度を1割上回る出展団体数とブース数となり、日本海側最大級を実感
・小規模事業者も含め、一押し技術や趣向を凝らした小間設営が増加
・東京都や長岡市など地域外の共同出展が来場者増を後押し

小間番号 企業・団体名 分野 出展概要・業務内容 住所
01-001 燕市 ソリューション他 パンフレット、参考資料　など 燕市吉田西太田
01-001 燕市医療機器研究会 加工技術分野 医療機器試作品等 燕市吉田西太田

01-002 分水商工会 加工技術分野 おいらんのかんざし作成 燕市上諏訪
01-003 三条金物卸商協同組合 民生品分野 スマホを使った製品安全のご紹介 三条市須頃
01-004 協同組合三条工業会 ソリューション他 パネルやポスターによる組合活動の紹介 三条市須頃

01-005 戸塚金属工業 (株) 加工技術分野 航空機用精密板金部品　自社開発製品ドコデモ☆クック 燕市小関
01-006 シンワ測定 (株 ) 加工技術分野 金属箔を導体とした薄型の面状ヒーター 燕市小池
01-007 白井産業 (株) 民生品分野 鋸･刃物製造並びに金属加工品 三条市八万町

01-008 川瀬鐵工(株 ) 加工技術分野 金属加工製品 三条市北潟
01-009 (株)カエリヤマ 加工技術分野 ギヤ・スプロケット・カム・プーリ等の切削品、およびパネル展示 三条市福岡
01-010 (株)エヌデーイナダ 加工技術分野 マグネシウム製品、漆調仕上げ製品 三条市下保内

01-011 (株)オリエンタル ソリューション他 iOS / Androidスマートフォンアプリ製品 三条市高屋敷
01-012 (株) 有本製作所 加工技術分野 素材の持つ可能性を最大限に活かす“ものづくり”をしています。 三条市荻堀
01-013 (有)イワセ 民生品分野 スパークリングエステBATH 燕市吉田法花堂

01-014 (有)ゴトウ熔接 加工技術分野 金属製板巻きパイプ 燕市粟生津
01-015 (株)カネコ工業 加工技術分野 真空金型・真空トレー・圧空トレー・その他梱包資材等 三条市猪子場新田
01-016 (有) 山崎抜型 加工技術分野 真空成型抜型 ,特殊抜型，紙器抜型　他 燕市吉田東栄町

01-017 (株) 後藤鉄工所 加工技術分野 小径シャフト加工（複合加工、研削、ギヤ、鏡面） 三条市島潟
01-018 (有)シティア 加工技術分野 内装用ローラ/ワイヤークラフト素材虹色ワイヤーグラーデション 三条市田島
01-019 (株)兼古製作所 民生品分野 作業工具 (各種ドライバー､ドライバービット ) 三条市塚野目

01-020 (有)柄沢ヤスリ 民生品分野 特殊ヤスリ「誉シリーズ」・爪ヤスリ・踵ヤスリ 燕市燕
01-021 (株)ツノダ 民生品分野 作業工具 燕市吉田下中野
01-022 相場産業(株 ) 民生品分野 作業工具、工具モチーフ商品 三条市金子新田

01-023 (株)山崎研磨工業 加工技術分野 研磨加工サンプル、自社製品 燕市大曲
01-024 (株)二村 加工技術分野 プレス板金タッピング熔接組み立て等 燕市小関
01-025 (株)古澤金型 加工技術分野 成型製品　切削加工品 燕市東太田
01-026 (有)坂井工業 加工技術分野 プレス加工品、開発商品、その他 三条市直江町
01-027 (株)新武 加工技術分野 プレス成形サンプル 燕市杉名
01-028 富所バフ 加工技術分野 バフ製造、研磨剤など研磨に関するもの全般 燕市 秋葉町
01-029 (株)サンエー精工 加工技術分野 プレス加工品サンプル 燕市佐渡山
01-030 (有)本間産業 加工技術分野 自社設備の大型炭化水素洗浄機の映像 燕市蔵関
01-031 (有)広一化学工業 加工技術分野 電解研磨処理品･サンドブラスト処理製品･バレル研磨品 燕市小関
01-032 (株)今井技巧 加工技術分野 各種金属鏡面磨きサンプル、精密肉盛溶接サンプル 燕市吉田下中野
01-033 栄電機 (株) 加工技術分野 銅、真鍮、アルミを中心とした電極部品とトラックローラーの展示 西蒲原郡弥彦村
01-034 丸田工業(株 ) 加工技術分野 鉄、ステンレスを用いた、折り曲げ、ロール加工、溶接品サンプル 燕市杣木
01-035 (株)阿部工業 加工技術分野 各種金属材料を用いた精密板金及びプレス加工品 燕市横田
01-036 新潟精密鋳造 (株) ソリューション他 風鈴などの工芸品、鋳物ホーロー鍋 燕市砂子塚
01-038 (株)橋本金属 加工技術分野 小型絞り製品　サンプル 燕市吉田法花堂
01-040 笠原プレス工業 (株) 民生品分野 マグカップ､ヘラ､計量スプーン､トング､トレー等ステンレス品 西蒲原郡弥彦村
01-041 (株)テーエム 加工技術分野 黒染め品小物30点前後 三条市金子新田

01-042 (株)柳生田製作所 加工技術分野 建築金物、トラック部品、その他金属製品 南蒲原郡田上町
01-043 (株)VIVA ソリューション他 缶バッジ、Tシャツ、ステッカー、お守り、キーホルダー等 三条市桜木町
01-044 トップ工業 (株 ) 民生品分野 モンキレンチ・ラチェットレンチ・先端工具など作業工具類 三条市塚野目

01-045 (株) 東邦社 民生品分野 彫刻刀や精密工具などの創造工具類。 三条市北新保
01-046 (株)坂源 民生品分野 生花用ハサミ　園芸用ハサミ　盆栽用ハサミ 三条市金子新田
01-047 (株)富田刃物 民生品分野 園芸用品、キッチンツール 燕市小関

01-048 加茂商工会議所 産学研究期間 マイクロ水力発電装置の展示 加茂市
01-049 (株)内山熔接工業 加工技術分野 各種溶接加工等ｽﾃﾝﾚｽ製品 新潟市西蒲区
01-050 (株)皆川製作所 民生品分野 組立品 加茂市

01-051 ナシモト工業 (株) 加工技術分野 ろう付け刃物　・精密機械刃物 三条市金子新田乙
01-052 (株)三条特殊鋳工所 民生品分野 極薄鋳鉄製鍋、鋳鉄機械部品 三条市福島新田
01-053 (株)川崎製作所 加工技術分野 冷間鍛造から機械加工までの一貫生産 三条市下保内

01-054 浅野金属工業 (株) 加工技術分野 ステンレス鋳物カスタムオーダー品 三条市月岡
01-055 板垣金属(株 ) 加工技術分野 精密板金品・微細孔レーザ加工品・レーザ発色加工品 三条市一ツ屋敷新田
01-056 ツルタボルト (株) 加工技術分野 ねじの世界へようこそ！「ねじ」でストラップ製造体験 新潟市南区

01-057 (株)渡辺工作所 加工技術分野 プレス製品、パネル他 三条市上保内
01-058 (有)猪熊製作所 加工技術分野 プレス加工品、精密ワイヤー加工品 三条市栗林
01-059 (株)エムテートリマツ 加工技術分野 お客様のニーズに合わせたステンレス加工製品 燕市物流センター

01-060 (株)ツボフジ 民生品分野 木製品、木製家具 三条市尾崎
01-061 (株)ハセテック 加工技術分野 ロウ付け溶接品・パイプ加工品・切削加工品 燕市八王寺
01-062 （株）新潟成型 加工技術分野 プラスチック射出成形品 燕市分水向陽

01-063 (有)船山理研工業所 加工技術分野 金属・鋼・アクリル等、機械加工による研磨 燕市大関
01-064 切り文字屋オッケイ ソリューション他 展示会装飾、展示方法提案、各種印刷物 燕市新堀
01-065 (株)カドクラ 加工技術分野 金属加工部品 燕市富永

01-066 (有)徳吉工業 加工技術分野 バレル研磨加工サンプル，3Dプリント品研磨加工サンプル 燕市杣木
01-067 (株)コンヨ 機械装置分野 エアコンプレッサ、エアツール 三条市福島新田
01-068 (株) 藤田製作所 加工技術分野 プレス・板金部品(塗装・シルク印刷 )＋組立 加茂市

01-069 (有)ヤナギダ 加工技術分野 真空ロー付け品、SUS420J2の大靭性の焼入れ品の展示 燕市吉田下中野



②

出展団体

小間番号 企業・団体名 分野 出展概要・業務内容 住所
01-070 (株)中野科学 加工技術分野 電解研磨、電解複合研磨、酸化発色など各種金属表面処理 燕市小池

01-071 磨き屋シンジケート 加工技術分野 金属研磨サンプル 燕市東太田
01-072 フジイコーポレーション(株) 加工技術分野 ダイレスプレス技術部品、ハイパー複合加工品 燕市大曲
01-073 東商技研工業(株) 加工技術分野 バレル研磨サンプル・バレル研磨応用技術他 燕市新興野

01-074 (株)吉本金属 加工技術分野 ステンレス加工品 燕市四ツ屋
01-075 (有)関根鉄工所 加工技術分野 チタン　アルミ　ステン 三条市四日町

01-076 (株)アサノフォームテック 民生品分野 発泡素材の加工品（けずり加工品等） 燕市中島

01-077 アイチテクノメタルフカウミ(株) 加工技術分野 高強度ステンレス鋼板A USシリーズ、クラッド鋼 燕市吉田下中野
01-078 (株)キントラ 加工技術分野 シール・ラベル、ポリエチレン袋等包装資材 燕市杉名

01-079 後藤金属工業(株) 加工技術分野 ステンレス加工品（絞り､溶接､その他） 燕市大関
01-080 (株)小林製作所 加工技術分野 鉄板やステンレス板のプレス加工品・板金加工品・組立品 加茂市
01-081 三基物産(株) 加工技術分野 スプレー塗装による　塗装仕上げ見本品 南蒲原郡田上町

01-082 (株)トミタ 加工技術分野 ステンレス・チタンの板金・バフ研磨製品 燕市大曲
01-083 (株)ハシモト 加工技術分野 油圧プレスでの温間深絞り加工品。レーザー加工品。 西蒲原郡弥彦村

01-084 山本ねじ工販(株) 加工技術分野 ＮＣ旋盤六ッ爪チャックによる薄肉加工品 燕市小関

01-085 坂井精工(株) 加工技術分野 パイプ加工品、シャープナー、ごみステーションなど 燕市吉田下中野
01-086 (株)吉井金型製作所 加工技術分野 温間加工成形品・車輌排気系部品 燕市小池

01-087 (株)淵本鋼機三条営業所 機械装置分野 プロフェッショナル技術をフォローする超高精度ツール 三条市今井
01-088 (有)ハインズワーク 加工技術分野 金属表面処理効率化ツール 三条市岩淵
01-089 燕金型協和会 加工技術分野 パネル、製品 燕市小関

02-001 新潟精機(株) 機械装置分野 ピンゲージ　リングゲージ　電子水準器 三条市塚野目
02-002 (株)大滝鉄工所 機械装置分野 レーザーカラー発色のサンプル 燕市東太田

02-003 (株)エビス 民生品分野 水平器・気泡管 燕市佐渡山

02-004 北陸ガス(株) 民生品分野 家庭用燃料電池エネファーム 三条市北中
02-005 (株)ケネックス 機械装置分野 弊社生産品実例（計数器・温熱器など） 柏崎市

02-006 新井田鉄工所 機械装置分野 制御装置の見本 三条市新堀
02-007 ヨシダ感光機材(株) 機械装置分野 角形・楕円形用　熱転写装置、電解マーキング装置実演 三条市桜木町
02-008 (株) アヅマテクノス 機械装置分野 画像測定機、硬さ試験機、工業用洗浄システム 新潟市中央区

02-009 (株)田中衡機工業所 機械装置分野 計量器（はかり） 三条市福島新田
02-010 (株)梨本商店 機械装置分野 金型温調機、配管洗浄機、  多孔質セラミックポーラス体 三条市西本成寺
03-001 シマト工業(株) 民生品分野 全天候型自転車（新潟県三条市先駆的分野進出支援事業） 三条市柳川新田

03-002 (株)外山製作所 加工技術分野 カ−ゴトレ−ラ−及びコペン用CFRPボンネット 三条市吉野屋
03-003 北越工業(株) 機械装置分野 エンジン、モータコンプレッサ、発電機、高所作業車 燕市笹曲

04-001 テクニカル技術情報センター 加工技術分野 キセル、プレス加工品、プラ成形品、精密板金、建築部品など 燕市灰方

04-002 (株) 朝倉家具 民生品分野 桐たんす職人が作った 桐小物家具 新潟市南区
04-003 大湊文吉商店 民生品分野 屏風、パーテーション、傘立、PCスタンド、木製品など 加茂市

04-004 (株)小林精密 加工技術分野 飲料向け、サニタリーバルブ。ステンレスの切削・溶接・研磨。 加茂市
04-005 ホンマ・コーポレーション(株) 民生品分野 ゴルフカート用マーシャルナビ　　プリザーブドフラワー 三条市石上
04-006 協同エンジニアリング(株) 機械装置分野 線材向け加工機械のご提案 大阪市

04-007 (株)トクニ工業 機械装置分野 ガラス瓶専用破砕機 燕市新興野
04-008 (株) 加藤研削工業 加工技術分野 不等ピッチメタルソー再研削及び切削工具・機械刃物の再研磨 新潟市東区

04-009 (株)カトメ 加工技術分野 ロストワックス精密鋳造品 新潟市秋葉区

04-010 マルイ鍍金工業(株) 加工技術分野 電解研磨やバリトリ製品のサンプル・パネル等の展示 千葉県
04-011 カブトプラテク(株) 加工技術分野 各種プラスチック機械加工品 茨城県

04-012 (株) 五十嵐ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾌﾟﾚｽ 加工技術分野 精密板金加工製品 新潟市西蒲区
04-013 (株)ツバメックス 加工技術分野 プレス加工品、プラスチック成型品、他 新潟市西蒲区
04-014 新潟ウレタン(株) 民生品分野 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ・発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ等の加工品 新潟市南区

04-015 (株)古澤製作所 民生品分野 各種ニッパ型爪切り器　和くるみ割器　ギンナン割器 三条市新光町
04-016 カネコ総業(株) 民生品分野 園芸用品、土農具、木材加工品 三条市大面

04-017 石崎剣山製作所 民生品分野 いけばなスピーカー　剣山 三条市下保内

04-018 (株)丸富五十嵐製作所 加工技術分野 熱間型打鍛造品、機械加工品 新潟市南区
04-019 (株)ＳＢＣ 機械装置分野 リニアレール、転造ボールねじ、リニアブッシュ、サポートユニッ 大阪府

04-020 (株) 満日製作所 加工技術分野 NC旋盤、M/C、研削盤等で製作した金属加工部品 新潟市秋葉区
04-021 北陸工業(株) 加工技術分野 鍛造品と機械加工部品 三条市吉野屋
04-022 アップコン(株) ソリューション他 ウレタンを使った床沈下修正 及び 床振動抑制工事の工法 神奈川県

04-023 浅井産業(株) 加工技術分野 非鉄金属にも可能な特殊PV D　耐磨耗性に優れた高硬度被膜 東京都港区
04-024 IS OQARジャパン(株) ソリューション他 ISO規格2015年版改訂説明会、規格解釈セミナーの情報提供 三条市須頃

04-025 (有)ファインデータ ソリューション他 3次元CAD/CAMソフトMastercam,付属ソフト 三条市大島

04-026 東亜製砥工業(株) 加工技術分野 研削砥石 東京都
04-027 (株)研削研磨 機械装置分野 極潤滑油、切削液、研削液 東京都

04-029 東洋研磨材工業(株) 機械装置分野 鏡面ショットマシン「S MAP」 東京都港区三田
04-030 アルファ・インターナショナル・テクノロジー(株) 民生品分野 液体・粉体の性質を変える機能シェーカーの試作品・パネル 東京都
04-031 (株)浜野製作所 加工技術分野 精密板金加工品・プレス加工品 東京都

04-032 飯田電子設計(株) 加工技術分野 熱中症対策・電機を使わない、40℃で外れるブレスレット 東京都
04-033 トックベアリング(株) 加工技術分野 樹脂ベアリング・ロータリーダンパー等ユニークな機構部品 東京都

04-034 (株)有我工業所 加工技術分野 金属３Dプリンター造形物および塗装品 東京都板橋区

04-035 (株)ヒキフネ 加工技術分野 装飾めっき、機能めっき 東京都
04-036 東京都・東京商工会議所 産学研究期間 東京都ブースで産業支援施策などの紹介を行います 東京都

04-038 (株)三和技研 加工技術分野 NC旋盤・MCによる加工品サンプル，脱落防止用大径ナット等 東京都
04-039 (有)三井刻印 機械装置分野 金属刻印　微細エンドミル　小径工具 東京都



③

出展団体

小間番号 企業・団体名 分野 出展概要・業務内容 住所

04-040 柏都電機工業 (株) 加工技術分野 アルマイト加飾を施したアルミ加工部品 東京都

04-041 (株)和広 機械装置分野 生ごみを処理する高速発酵処理機 東京都

04-042 (株)東京発条製作所 加工技術分野 強力バネ・スパイラルスクリュ −・異形線バネ 東京都

04-043 (株)ミヨシ 加工技術分野 アルミ金型を用いた成形品 東京都

04-044 大和合金(株) 加工技術分野 銅合金素材 埼玉県

04-046 長岡スプリング(株) 加工技術分野 スプリング各種、リング 長岡市

04-047 東日本オリオン(株) 機械装置分野 各種産業機械用チラー、ジェットヒータ等 新潟市西区

04-048 轟産業(株 ) 機械装置分野 研磨ロボット　生産改善ソフト・バーコードリーダー　キムワイプ 新潟市中央区

04-049 長谷川刃物(株) 民生品分野 ハサミ、爪切りなどの刃物製品 岐阜県

04-050 (株)イトー 民生品分野 ライナーロックソー、京象嵌爪切り、京七宝爪切り 兵庫県

04-051 オーセンテック(株) 機械装置分野 酸化被膜除去マシン・R面取り装置 神奈川県

04-052 近藤産業(株) 機械装置分野 太陽熱利用給湯システム　ツインパワー給湯器 長岡市

04-053 スギコ産業(株) 加工技術分野 金属絞り加工品　他 長岡市

04-053 杉山工業(株) 加工技術分野 金属絞り加工品　他 長岡市

04-054 (株)鈴民精密工業所 加工技術分野 精密加工部品・カッター・熱処理部品・鍛造部品 長岡市

04-055 (株)エステーリンク 加工技術分野 バリ取り機、３Ｄクランピング定盤 燕市笈ケ島

04-056 (株)バーテック 加工技術分野 バリ取り用各種工業用ブラシ 大阪市

04-057 (株)野水機械製作所 機械装置分野 小型円筒研磨機、研磨機、集塵機パネル 三条市西大崎

04-058 日本精密機械工作(株) 加工技術分野 精密マイクログラインダー・微細バリ取り用先端工具 東京都

04-059 三共理化学(株) 加工技術分野 研磨布紙･不織布製品､ブラスト関連 東京都

04-060 (株)ユーコー・コーポレーション 加工技術分野 フレックスホーン、ミニチュアブラシ、ナムパワーブラシ 東京都

04-061 (株)イチグチ 加工技術分野 研磨材 東京都

04-062 (株)エクスツルードホーン 機械装置分野 流体研磨加工、サーマルデバーリング加工、電解加工 埼玉県

04-063 (株)三條機械製作所 機械装置分野 産業機械、鍛工品、金型、ロータリーダイ、他 三条市猪子場新田

04-064 (株)ジャステム 機械装置分野 実績装置の動画、パネル、パンフレット 長岡市

04-065 (株)フロロコート 新潟事業部 加工技術分野 フッ素樹脂コーティング加工例 長岡市

04-066 (株)ホクエツ 民生品分野 「消臭・除菌水セラ」とその周辺機器。及びパワースポーター。 燕市物流センター

04-067 (株)佐野鉄工スプリング製作所 加工技術分野 線ばね、板ばね、スパイラル、スクリューなど 新潟市北区

04-068 (株)横浜ネプロス 加工技術分野 化学研磨、バリ取り、研磨液販売、受託加工 横浜市

04-069 (株)フチオカ 加工技術分野 研削砥石関連製品 見附市

04-070 (株)ジーベックテクノロジー 加工技術分野 バリ取り･研磨自動化用XEBECブラシと裏バリカッター&パス 東京都

04-071 (株)プライオリティ 機械装置分野 磁気研磨機プリテイック（バリ取り仕上げ装置） 東京都

04-072 (株)光陽社 民生品分野 研磨材料関連製品 東京都

04-073 澁谷工業(株) 加工技術分野 YAGレーザ溶接装置（ハンドトーチ＋固定光学系） 東京都

04-074 岩機ダイカスト工業(株) 加工技術分野 ダイカスト及びＭＩＭ製品 宮城県

4-075～07 (株)アルモ 加工技術分野 車両用艤装部品、医療機器、酒器 長岡市

4-075～07 (有)大塚木型製作所 加工技術分野 普段目にする機会が少ない”木型”をご覧ください 長岡市

4-075～07 (株)小林 機械装置分野 図面1枚でどんな製品でもスピーディーに高品質でお届けします 長岡市

4-075～07 (株) 田原鉄工所 加工技術分野 SS製缶・板金製品,SUSバランスタンク 長岡市

4-075～07 (株) 長岡歯車製作所 加工技術分野 高精度歯車/高機能歯車 長岡市

4-075～07長岡ものづくりネットワーク 加工技術分野 長岡市内企業を紹介するガイドブック、パネル、動画等 長岡市

4-075～07 (株) プレテック・エヌ 加工技術分野 切削加工品 長岡市

4-075～07 (株) 北越電研 機械装置分野 組込開発者向け汎用通信端末「マルチワーカ」、他 長岡市

04-079 （株）タナカペインティング 加工技術分野 パネル・塗り見本・遮熱デモ機 群馬県

04-080 タツタ電線(株) 機械装置分野 バレルめっき用リード線(GTリード)、その他ケーブル 東京都

04-081 (有)小林製作所 加工技術分野 精密溶接品　溶接 +切削品 新潟市西蒲区

04-082 (株)コロナ 民生品分野 ナチュラルクラスター技術を用いた商品を展示しております。 三条市東新保

04-083 新潟ダイヤモンド電子(株 ) 民生品分野 電装基板、基板ユニット各種、設備等 燕市吉田鴻巣

04-084
公益社団法人砥粒加工学会　バリ取り加

工・研磨布紙加工技術専門委員会 /バリ 産学研究期間 専門委員会紹介パネル パンフレット/バリ取り大学紹介 滋賀県

04-085 ＢＥＳＴ−ＪＡＰＡＮ研究会 産学研究期間 当研究会の活動について、パネルと資料で説明します。 横浜市

04-086 ヤマハファインテック(株 ) 機械装置分野 加工サンプル、加工動画モニター、ツールホルダ等 静岡県

04-087 (株)ダイエイバレル 加工技術分野 バレル加工品のサンプル等を展示しております 埼玉県

04-088 大和化成工業 (株) 加工技術分野 研磨砥石 埼玉県

04-089 (株)富士機工 機械装置分野 NC位置決め装置・油圧プレス・パンチプレス 東京都

04-090 テクノコート (株) 機械装置分野 金型、機械部品等の予防保全、精密肉盛補修装置 静岡県

04-091 (株)ＮＣＣ 加工技術分野 イオンプレーティング処理加工品、疑似七宝樹脂装飾加工品 福井県

04-092 (株)アイ・シイ・エス 加工技術分野 各種熱処理品、コーティング部品 新潟市北区

04-093 JFE精密(株) 加工技術分野 PVDコーティング 新潟市東区

04-094 エヌガイア(株) ソリューション他 業務サービスプレゼンパネル・パンフレット 新潟市東区

04-095 パナソニックエコソリューションズ創研(株) ソリューション他 研修案内パネル、研修ガイドブック 燕市大川津

04-096 日本ベアリング(株) 機械装置分野 スライドガイド・アクチュエータ・スピンドル 小千谷市

04-097 (株)フジミインコーポレーテッド 加工技術分野 金属・樹脂・セラミックスなど様々な素材の鏡面加工サンプル 岐阜県

04-098 ジーベック国際特許事務所 ソリューション他 知財関連サービスの紹介 東京都

04-098 (株)　発明通信社 ソリューション他 HYPAT-i2/意匠カスタムDB/知的財産調査サービス 東京都

04-099 KST(株) ソリューション他 硬質無電解ニッケル 茨城県

04-100 ノリタケ伊勢電子(株) ソリューション他 VFDモジュール・静電容量タッチスイッチ・FA向け電光掲示板 東京都

04-101 (株)インテリジェントシステム ソリューション他 工場の「見える化」を実現する生産管理システム 新潟市中央区

04-102 (株)三光社 機械装置分野 画像処理装置、レーザーマーカ、サーボモータ、PLC、センサー 見附市今町

04-103
TBP工業会（高畠ビジネス・
プロモーション工業会）

機械装置分野 TBP工業会パネル及各社製品 (小物)とカタログ 山形県



④

出展団体

小間番号 企業・団体名 分野 出展概要・業務内容 住所
04-104 ＪＯＩＮＴ　ＰＡＲＴＹ 機械装置分野 超砥粒工具、食用油ろ過機、有機ＥＬ照明器具、機械部品 山形市

04-105 第一電設工業(株) 機械装置分野 シンフォニアテクノロジー製振動機・パーツフィーダ 新潟市江南区

04-106 オートフォームジャパン(株) ソリューション他 プレス成形におけるソリューションの説明・デモンストレーション 東京都

04-107 芝通アドバンス(株) ソリューション他 ワコム社製電気ＣＡＤ　【ＥＣＡＤ】 新潟市中央区
04-108 ツインバード工業(株) 民生品分野 家庭用電機機器、各種製品技術の展示 県燕市吉田西太田

04-109 (株)セイラ 加工技術分野 切削加工部品 埼玉県

04-110 (株)アイケー ソリューション他 半製品まできちんと管理できる生産管理システム 燕市小池
04-111 (株 )システムエース ソリューション他 販売管理システム『Ace21』等 三条市須頃
04-112 サイバネットシステム(株) ソリューション他 CAEツール(ANSYS)、3Dモデリングツール　他 東京都

04-113 (株 )クレド ソリューション他 工事原価保守管理システム　進捗管理機能搭載 群馬県

04-114 (株 )群協製作所 加工技術分野 フィルター洗浄リサイクル･継手･機械加工品 群馬県
04-115 (株 )コニック 加工技術分野 タレットパンチプレス用金型 岡山県
04-116 (株 )創和 機械装置分野 U Vインクジェットプリンター、レーザー加工機、切削加工機 長岡市

04-117 (株 )テクノソリューションズ ソリューション他 クラウド型 3D CAD、 3Dプリンター、3Dスキャナー 新潟市中央区

04-118 高山理化精機(株) ソリューション他 ものづくりにおける最新の技術、製品を展示いたします。 長岡市
05-001 みこし 民生品分野 担げる段ボール製お神輿、飾れるミニミニ神輿 三条市西潟

05-002 公益社団法人日本技術士会北陸本部 産学研究期間 技術士試験制度説明用のパネル、パンフレット 新潟市中央区

05-003 （一財）日用金属製品検査センター 産学研究期間 パネル展示 燕市物流センター

05-004 新潟国際情報大学 産学研究期間 パネル(人間工学の活用事例) 新潟市西区
05-005 魚沼市ものづくり振興協議会 産学研究期間 協議会ＰＲ、パンフレット等 魚沼市

05-006 新潟工科大学 産学研究期間 産学連携の展示 柏崎市

05-007 (有)竹内快速鋸 民生品分野 新型雨どい、包丁研ぎ器など 三条市直江町
05-008 にいがたナノ基盤技術実践会 産学研究期間 ナノ基盤技術ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・パネル等 長岡市
05-009 独立行政法人　中小企業基盤整備機構関東本部 産学研究期間 各種中小企業施策の紹介 東京都

05-010 (株)武田金型製作所 加工技術分野 金型工程サンプル、名刺入れ 燕市東太田

05-011 (株 )タケダ ソリューション他 デザインステーショナリー・メジャー・雑貨 燕市小関
05-012 (株 )フジノス 民生品分野 ステンレス製鍋・金属加工製品 燕市吉田下中野
05-013 長岡工業高等専門学校 産学研究期間 地域協働教育JSCOOPの紹介 長岡市

05-014 NPO法人長岡産業活性化協会NAZE 産学研究期間 NAZE会員ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、長岡ものづくり技術パンフレット 長岡市

05-015 新潟大学 産学研究期間 マイクロジェットエンジン開発,生物模倣技術による新材料創出他 新潟市西区
05-016 国立大学法人長岡技術科学大学 産学研究期間 金属キレート原料を用いたアルミニウム/セラミックス接合材 長岡市
05-017 燕商工会議所 産学研究期間 地域のものづくり企業の情報発信による活性化を目指します 燕市東太田

05-018 （一社）新潟県発明協会（新

潟県知財総合支援窓口）
産学研究期間 知的財産権制度､知財総合支援窓口事業、窓口事業の紹介 新潟市中央区

05-019 新潟県工業技術総合研究所 産学研究期間 弊所の研究事例や昨年度導入した試験研究設備の紹介 新潟市中央区

分類 2016 (2015)

加工技術分野（機械加工、精密板金など） 122 117

民生品分野（作業工具、ハウスウエアなど） 37 25

機械装置分野（工作機械、溶接機など） 39 34

産学研究機関（大学、高専、支援機関など） 18 17

ソリューション他（開発設計、知的財産など） 25 28

合計 241 221

分類 2016 (2015)

燕三条地域(近隣市町村含む、団体除く） 123 121

新潟県内（燕三条地域を除く） 34 31

東京都内企業(東京都ブース） 14
東京都内企業（東京都ブース以外） 13 15

その他地域企業（東京都内を除く） 34 37

  団体（大学、支援機関）等 23 17

合計 241 221

※団体（大学、支援機関）等には、燕三条地域
の商工会議所など支援機関が8団体含まれます。



登録受付

AREA01 特設テント

AREA03 屋外

開会式

出展者交流会AREA05 エントランス

展示会場の様子

・風が強かったものの晴天に恵まれ、大型テントの前で盛大にテープカットが行われた
・どのエリアでも2日間を通して多くの来場者で賑わっていた。ただし通路によって人通りの差があり、今後の課題となった。
・地域内来場者だけでなく、スーツを着た地域外からも来場者も多く見られた。

AREA04 多目的大ホール

AREA02 チェンバーズホール



【特別講演】 10月27日（木）
会場： リサーチコア7Fマルチメディアホール
時間：15:30-16:50
演題：「ロボット産業の現状と動向」－製造業の国際競争力とロボット－
講師：三菱電機株式会社 FAシステム事業本部 主席技監 小平 紀生 氏
概要： 燕三条地域におけるものづくり現場の課題として、熟練工の引退やコストダウンへの

対応などがあり、ロボット技術の活用が改めて期待されている。知見を深め地域企業
への導入に繋げるために、本講演では産業用ロボットの第一人者である小平様にお話
いただいた。

聴講者：70名

【「ものづくり革新会議」発足記念シンポジウム】 10月28日（金）

－燕三条のものづくりの将来を考える－
会場：リサーチコア7Fマルチメディアホール

時間：13:00-16:00
概要：近年、量産品を中心に、中国や東南アジアへのシフトが進んでいる。従ってこれら国々

とのコスト競争を避け勝ち残るために、ものづくりのイノベーショ ンを起こす必要がある。
そこで産学が連携して調査研究や情報発信を行う、「ものづくり革新会議」を立ち上げ
た。ここでは、ものづくりの基本要素である「設計・デザイン」、「材料技術」と「加工技術」
の3分科会が連携して研究会活動を進めます。そして平成30年度を目標に地域として
取り組む新しい技術分野を絞り込み、大型の技術開発プロジェクトへと繋げることとす
る。本シンポジウムではその概要を説明し、参加企業を募集した。

1.【ものづくり白書から見る中小企業における技術開発のありかた】
経済産業省製造産業局ものづくり政策審議官室榊原風慧氏

2.【ものづくり革新会議概要の説明】
ものづくり革新会議事務局

－各分科会指導者による概要と活動予定の説明－
3.加工技術分科会

関西大学名誉教授北嶋弘一氏
4. 設計・デザイン分科会

新潟大学地域創生推進機構教授尾田雅文氏
5. 材料分科会

長岡技術科学大学理事・副学長鎌土重晴氏
聴講者：72名

【出展者プレゼンテーション】

セミナー・講演会
• どの講演も熱心な聴講者で溢れていた。
• 出展者プレゼンテーションでは、出口付近のため場所が分かり難く聴講者の差が大きかった。位置の再考を検討する

開催日 10月27日、28日
会場 展示会場内特設ホール

開始 終了 発表企業 タイトル 聴講者
11:00 11:15 轟産業(株)　新潟支店 (株)ウェルキャット：バーコードは現場で当たり前！生産管理や在庫管理で原価低減に寄与いたします！』 16

11:15 11:30 轟産業(株)　新潟支店 日本生工技研㈱：ビデオを使って、簡単に作業改善！動画マニュアル作成！ 12

11:30 11:45 サイバネットシステム(株) 治具作成に効果的！3DダイレクトモデラーSpaceClaimのご紹介 8

13:00 13:15 (株)三條機械製作所 　「三條機械の保有技術は貴社のお役に立てます」 25

13:15 13:30 (株)有本製作所 サーボプレス機を使用した、ステンレス、アルミ、チタン加工の紹介 29

13:30 13:45 後藤金属工業(株) モノの作り方、どう決めてますか？～加工法の特徴を知って最適な選択を～ 19

13:50 14:05 ＪＦＥ精密㈱ JFE精密㈱のPVDコーテイングとその適用例 40

14:05 14:20 (株)丸富五十嵐製作所 鍛造化で拡がる可能性 18
14:20 14:35 飯田電子設計(株) 群馬大学と共同開発した「熱中症対策・４０℃で外れるブレスレット」 5

10:30 10:45 (株)ジーベックテクノロジー 工作物に合わせたツールパスを当社が作成！XEBEC裏バリカッター&パス新発売！ 26

10:45 11:00 BEST－JAPAN研究会 「バリなきこと」で加工した部品のエッジで指を切ったーその対策は？ 24

11:00 11:15 エヌガイア(株) 海外ビジネス展開の課題と弊社のサポート 8

11:20 11:35 芝通アドバンス(株) (株)ワコム：電気設計専用CADシステムの決定版「ECAD DCX」 8

11:35 11:50 新潟大学工学部　山内 健　教授 生物模倣技術による新材料の創出 15

11:50 12:05 新潟大学熱工学研究室 産官学連携によるマイクロジェットエンジン研究開発 21

27日

28日



【実施概要】
日 時：１０月２７日（木）10:30～12:00＜商談会参加企業によるプレゼンテーション＞

１０月２８日（金）10:00～16:00＜個別商談会＞

会 場：燕三条地場産業振興センター リサーチコア６階 研修室

参加者数：発注側企業（東京からの参加企業） ：２９社（４６名）

受注側企業（出展企業） ：６８社

プレゼンテーション参加企業数 ： ７社（商談会参加企業から）

商談数：１７９件

商談会

燕三条＆ＴＯＫＹＯ商談会「しごと発掘市in燕三条ものづくりメッセ2016」

【開催経緯】

東京都では、日本各地と連携して、双方の強みを活かし、双方に高い効果が見込まれる産業振興施策
を「ALL JAPAN & TOKYOプロジェクト」として実施している。本商談会は「ALL JAPAN & TOKYOプロジェクト」

の一環として、東京都と東京商工会議所が、新潟県、燕市、三条市及び公益財団法人燕三条地場産業
振興センターと連携し、双方の中小企業のビジネスチャンスの拡大と産業の活性化につなげていく目的
で実施したもの。

• 初めての試みであったが、多くの出展者から参加頂き、全体で179件の商談が行われ、一定の成果が得られた。
• 東京都、東京商工会議所と連携し、フォローを進めていく

情報提供：東京商工会議所



Q1.出展実績についてお答えください （回収数 221社、回収率 91.7%）

Q2.目的は達成できましたか

Q3.来場者は如何でしたか

出展者アンケート結果 （終了直後 及び1ヶ月後）

• 実績、成果は昨年度を上回り、概ね好評だったようだが、駐車場対応、通路の設定に対しての意見が複数見られた
• 意見を真摯に受け止め、改善策を検討し、成果に関する調査も今後も継続する。

来場者増により総数は概ね各総数は増えたが一社あたりの件数は横ばいか微減となった。結果を重く受け止め次回の対策を進める

昨年度と比較して目的達成度、来場者数の感触は高かった。 これは昨年度に比べ天候に恵まれたためと考えられる。
ただアンケートによれば、昨年よりも人通りが少なかったとの意見もあり、むらのない人通りを実現する。

燕三条ものづくりメッセ

貴社ブース訪問企業 23 ,277 社 105.3 社 20,740 社 110.3 社 19,373 社 107.5 社

名刺交換 10 ,250 枚 46.4 枚 7,542 枚 40.1 枚 7,725 枚 41.8 枚

成約（ほぼ成約含む）件数 97 件 0 .44 件 89 件 0.47 件 60 件 0.33 件

引合・見積依頼 667 件 3.0 件 507 件 2.7 件 402 件 2.2 件

相談等件数 1,172 件 5.3 件 1,318 件 7.0 件 1,129 件 6.2 件

後日企業訪問等を約束など 442 件 2.0 件 445 件 2.4 件 386 件 2.1 件

2016
総数（延べ数） 一社平均

2015 2014

総数（延べ数） 一社平均 総数（延べ数） 一社平均

180

22
9 4 4 1

78

35
24 27

48

9

48

15
29

20

87

22

88

37 34
25

33

4
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4～10 11～

社
数

各社の件数

成約（ほぼ成約含む）件数

引合・見積依頼

相談等件数

後日企業訪問等を約束など

多いに達

成出来た

9%

十分達成

出来た

22%

ふつう

52%

余り達成

出来な

かった

11%

達成出来

なかった

6%

2016
参考：2015

期待より

多かった

49%
期待通り

41%

期待より

少なかっ

た

10%

参考：成約件数の分布

終了直後のアンケート結果（回答数 221社 回収率 91.7%)

2016 参考：2015



Q4.商談件数はどうでしたか

Q5.ブースレイアウトについて

 昨年よりテスト加工依頼が多くあった
 徐々に商談が増えてきていますので、燕三条ものづくりメッセが認知されてきていると感じました。

 同時に、燕三条に来れば多くの業種があることが認知されて来ているのだと思います。前回までよりも内容が濃かった（具体的な案件）。
 商談を目的にしていませんでしたが、反響は大いにありました。

 東京商工会議所からの場内指名が良かった。またマッチング先も的確で驚きました。

 来場者の反応は良かった。見積依頼は今後に期待。

 高額商品につき展示会の場にて商談がまとまるものではありません。確度の高い見込客を発掘することが出展の目的です。その点で、当展示会は
大いに成果が得られた。

 "昨年が共同出展だったということもあるが（今年は自社小間で2小間）、カタログが足りなくなるほど多くの来場者があり驚いた。その数に比例をして
具体的な商談も複数あり、とても実りのある展示会となった。

 「全くなかった」と言えるくらい少なかった。
 来場者数の割に具体的なご相談案件が少なかったです（昨年の出展と比べて）。特に地元商社の来場が減った

 展示スペースを広く、また、重量物が搬入できる展示スペースを作ってほしい
 企業名のプレートがブース正面からしか見えずわかりにくい、探し難い通路からも通路を歩きながらも見える工夫が欲しい。

 入口近辺のエリアは人が多く、奥に進むにつれて少ない印象を受けました。エリア間の通路が少しわかりにくかったです。
 来年以降、単独での出展を考えた場合は業種ごとにまとめて欲しい。（今回は東京都ブースでの出展）

 テントの中央通りは両端の通路に比べて通る人が圧倒的に少なかった。中央通りも両端と同じくらいお客さんが通るように工夫をして欲しい。

 特設テントは来場者の巡回割合が多く、とても良かった。
 特設テントの奥の方はチェンバーズホールにすぐに流れる人が多く、来場してもらえなかったという不満を耳にしました。

 ブース前の通路が狭く、混雑すると塞がってしまう時があった。
 商工会議所のブ−スだったので、来場者の流れを心配したが、順路がしっかりしていて、何ら問題はなかった。広々していてむしろ良かった。
 適度に業種がちらばる感じで、ほとんど全ての人に用事がない切削加工屋としては非常に助かりました。

 04エリア(メッセ多目的大ホール)にも商談コーナーが欲しい
 西入口を開放して誘導すれば、エリア４の西側ブース全体に人が流れたのではと感じています。

 全体に通路が狭すぎでは？
 終了と同時での撤去は判るものの即電灯ダウン等、現場の状況を把握する必要があったのではないか。事故が起きてからでは遅すぎる

 例年よりも小間の位置が悪かった。

 良い小間位置にしていただき感謝しております、来年もよろしくお願いいたします。

終了直後の出展者アンケート結果

• 実績、成果は昨年度を上回り、概ね好評だったようだが、天候対策、会場レイアウトおよび駐車場対応に対しての意見が複数見られた
• 意見を真摯に受け止めて次回に向けて改善策を検討する。 また成果に関する調査も今後も継続し、満足度の高い展示会にしていく。

昨年度と比較して業種ごとにまとめて欲しいとの意見が増えている。
通路によって人通りにむらが生じており、人通りが上手く均一になるような工夫を検討する
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多かった
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予想程度

57%

予想より

少なかっ

た

20%

昨年度よりも来場者が増えたためか、予想よりも多かったとする出展者が多かった。
ただし少なかった、全く無かったと答える出展者もあり、より確度が高い誘客宣伝活動を行う必要がある。
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Q6.展示会までの事務局の準備について

Q7.展示会中の事務局の運営について

 出展者説明会に出席したが、初めての出展だったので内容がよく理解できなかった。もう少し、初めての企業もあると思うので細かく説明して欲しかっ
た。

 システムパネルのオプショ ン備品の設置が遅かった
 全体的に連絡をもう少し早くいただけると気持ちに余裕が持てたと思います。

 素晴らしかったです。出展に際しては他団体では望めない程の手厚いサポートでした。ありがとうございました。

 初めての出展ということで、担当者から丁寧に説明いただき準備を着々と進めることができました。
 展示会の宣伝を熱心にされていた様子が印象的でした。

 弁当屋が締め切りを過ぎているにもかかわらず、お弁当の追加を快く引き受けてくれて良かった。来年はカレーライスをメニューに復活させて欲しい。

 問合せに対しては迅速に対応いただきました。
 当日にもかかわらず、マジックテープの補充をして頂き助かった。

 机くらいは無料で貸してほしい
 片付けの時は、スタッフにパネルにかかったフックや会議テーブル等そのままでよい（ブース内に放置で良い）と言ってもらえて助かった。

 設営中にスタッフに声をかけづらく、脚立などをどこでお借りしたら良いかわからなかった。

 最終日の01ブースの片付け中に照明が消えるのが早すぎでは？4時30分過ぎ頃はまだ片付け中の企業も多かった。
 設営日の駐車場を一般客用と搬入車用でスペース分けてほしい。什器運搬中に一般客の車両に轢かれそうになった。

 アナウンスが何度か詰まっていた。遊びではないのだから事前に原稿や題目に目を通すだけでなく、声に出すなどして準備するべきである。
 日報やアンケートなどの提出先がわからず困りました。

 前日準備の際に事務局の方が見当たらず、探すのに時間がかかった。各エリアに必ず配置して欲しい。

出展者アンケート

事務局対応は概ね良い評価を頂いたが、撤去時の照明など課題も見つかった。今後はこれを踏まえ、満足度の高い展示会とする。
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Q8.本展示会ガイドブック（４８頁）について

 分野をもっと細かくして欲しい

 表紙の男性の写真がイマイチだった。もう少し洗練された感じや、製造系のイメージで作った方がいいのではないか？男性の写真では、どんな
展示会か分からない。

 すべての企業の概要、説明が載っているところがすばらしいと思います。
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Q10.次回の出展は如何ですか

 来年はもう一踏ん張りして小規模の製造業にお声がけいただき、燕三条の「町工場出展者」を集めてほしい。
 会期を３日間にして、来場者の時間的な分散方法を検討してほしい

 もっと県外からの来場者を増やしてほしい
 例年通りでマンネリ化してきたように思いました。来年は新しい構想を入れて頂けますようお願い致します。"
 県央地区の展示だけでなく東京、山形、埼玉、長野と広域交流会へと進化してよかったと思われる。

 食事を提供してくれるようなブースがあれば助かる。
 床の材質が金属質の部分があり、足元がとても冷たかった。特設テントエリアの寒さ対策をお願いしたい。

 昨年に比べ駐車場の問題は良かったと思いますが来年は、それ以上を期待します。
 ブースから飛び出ていた番号の札が番号でなく、企業名だと歩きながら目当ての企業を探すのも見やすいのではと思った。

 テント入口付近のブースで風が通って非常に寒くてつらかったです。（かなり着込んでいましたが。）

 回を重ねるごとに来場者も仕事の目つきで来られる方が増え、本展示会も地域に根付いてきたなと感じます。
 ここまでの来場者数になると、業種別にブースが区分けされている方が目的地への動線を作りやすい気がします。

 通路がもう少し広いとお客様が歩きやすいかと感じました。
 目的意識をもって来られる来場者が多く、相談も具体的な内容となり地元開催は多いに反響があったと思います。

 入場受付をもっとスムーズにして頂きたい。

 10/28(金)は、非常に寒かった。寒いと来場者がゆっくりブースを回れないので、長くメッセに留まってもらうための対策を講じてほしい。
 初日の午後１時～３時の時間帯では、来場者が多すぎて、技術的な説明や、相談のできる状況ではなかった。

 最初のころと比べて、じっくり商談できる来場者が少なくなったように感じます。理由として考えられるのは、小間数が増えたために、速足で見て回る
方が多く、よく見ないで通り過ぎてしまう人が多く見受けられました。

 もう少し「ものづくり」に適した業種や企業を誘致し、じっくり商談できるブース配分や工夫が必要と思います。"
 来場者のネームプレートを業種毎に色分けして欲しい。例えば製造は青、IT情報は水色、建設は茶色、サービスは赤等に分けていて、チラシを配布
すべき来場者を区別できた。

 巡回コースが複雑すぎる。通路が狭いため人が立ち止ると通れない。反対側のブースは迷惑。
 今年の来場者は多く、商談にもつながり、非常に実りのある展示会となりました。本当にありがとうございました。感謝しております。

 出展社用の無線LANを用意してほしい。出来れば無料、もしくは低料金。¥500/日くらい。
 初の試みとして東京商工会議所所属企業との商談会が設定されており、プレゼンおよび商談会に参加させて頂いたが、今後に繋がる面談が出来
た。このような機会を来年も設定頂けると参加へのモチベーションが上がります。

Q11. 全体の感想

次回出展については、3/4は出展を前提に検討しており、6％も経費負担が同じなら出展としていて、 概ね良い感触を頂いたと考えている

寒さ対策、駐車場や会場内の段差などについて、改良をしたものの今年度も厳しい御意見を頂いた。
来年度は今後はこれらを踏まえより満足度の高い展示会とする。
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Q12. 出展1ヶ月後の商談状況 について
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Q13. 1ヶ月後商談成立の内訳
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終了1ヶ月後アンケート結果（回答数 157社 回収率 65 .1%)
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●来場者 アンケート

Q1.お仕事の業種をお聞かせ下さい

Q3.この展示会を何で知りましたか Q4.ご来場の主な目的は何ですか

Q5.ご来場の目的達成度は如何でしたか Q6.目的が達成出来なかった理由

 終了時間をもう少し遅くしてほしかつた
 もっとデモンストレーショ ンして欲しいです。

 参加企業が多くて大変有意義でした。
 もう少し金型の技術が紹介してほしい。

 ブリザードフラワーの鮮やかさが、印象的でした。

 知らなかった地元企業を知る事が出来るので、続けていって欲しい
 県外の企業も出展していて良かったです

 順路があり、見落とさずに全て見ることができ、良かった。
 順路ガ分かりにくい

 駐車場不足

 燕地区の技術力の高さ。ポテンシャルを感じました。

 高校や大学、専門学校の方たちにも是非とも見てほしいので、土日を含
む日程もご検討をお願いします

 地場産業の企業数の多さに感心しました。

 様々な企業の内容が分かり、貴重な経験が得られました。
 広く沢山の出展が魅力的だが地図が分かりにくい

 企業開拓に役に立った。
 燕三条の技術力を改めて知れた

 大変興味深い内容でした

 談話スペースのような場があると話ができてよいと思う。
 企業が増えて今後に期待します

 最新の技術が見られて満足。新潟に素晴らしい会社が沢山あって驚い
た。

 燕三条の技術力をもっと紹介して欲しい。

 燕三条の匠をもっと拝見したかった

 これ程大規模に開催しているとは思わなかった。素晴らしい事ですが、事
前の宣伝をもう少し広範囲に行えば尚良かったのでは。

Q7.全体的な感想をお聞かせ下さい

来場者アンケート （アンケート数 530人 来場者の9.4％）

• 出展者からの案内が最も多く出展者のPRが重要であることを再認識
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Q2.業務内容お聞かせ下さい



県内大学などによる展示会見学ツアー

・新潟大学地域創生推進機構COC＋推進センター により、県内複数大学からの展示会見学ツアーを企画頂いた。
・将来の就職を考えるに当たりかなり参考になったようである。
・ただし受け入れ側としての準備が十分ではなく、やや消化不良であった所も見られ、今後の課題となった

県内大学による見学： 「志事」発見messe見学tour

主催： ：新潟大学地域創生推進機構COC＋推進センター
参加大学： 新潟大学 16 名

事業創造大学院大学 14 名
長岡造形大学 11 名
新潟工科大学 5 名
新潟経営大学 15 名 合計 61名

アンケート結果 (一部抜粋)
○参加しての感想はいかがでしたか?

○会場での発見はありましたか？

○意見
・貴重な体験と共に将来の職業に関して知識も深めることができま
した。
・是非来年も（参加する予定ですが・・）継続してほしいと思います。
・インターンの受付など大変良い出会いがありました。

・思ったより楽しかった。多くの学生から、ご参加いただければと思
います。
・企業についてもっと具体的に説明して頂きたかったです。

新潟県立県央工業高等学校の見学

主 催： （公財）燕三条地場産業振興センター

見学者： 機械加工科 2年生 30名（10月27日）

・業界研究の参考になった

・企業研究の参考になった

・仕事研究の参考になった



■日刊工業新聞 (2016年8月4日)

■日本刃物工業新聞
(2016年6月30日)

■三條新聞(2016年10月26日)

■越後ジャーナル( 2016年10月26日)

【各紙の開催告知】

パブリシティ

■三條新聞（2016年9月1日）



■越後ジャーナル（2016年10月28日）

■三條新聞（2016年10月28日）

■新潟日報 （2016年10月28日)

【各紙の開催記事】

パブリシティ



■三條新聞 (2016年10月31日)

■越後ジャーナル (2016年10月29日)

■新潟日報( 2016年10月29日)

【各紙の記事】

パブリシティ



新聞
1日本刃物工業新聞 2016/6/30 1段相当
2 三條新聞 2016/9/1 4段相当
3 越後ジャーナル 2016/10/26 4段相当
4 三條新聞 2016/10/26 2ページ
5 三條新聞 2016/10/28 1.3ページ
6 越後ジャーナル 2016/10/28 1ページ
7 新潟日報 2016/10/28 1段相当
8 越後ジャーナル 2016/10/29 1ページ
9新潟日報 2016/10/29 0.5段相当
10 三條新聞 2016/10/31 4段相当

ラ ジオ 放送時間

1 FM‐NIIGATA FIGUEROA 2016/10/27 4分
2 FM‐NIIGATA FMインフォメーション 2016/10/28   5分

Web
1 ケンオードットコム 2016/10/27 他

パブリシティ
【Web での記事】

■ケンオードットコム 2016/10/27他
http://www.kenoh.com



【PR・製作物】

壁面看板 位 置：燕三条地場産業振興センター
リサーチコア5Fと6Fの間の壁面

仕 様：幅15,000mm×高さ2,500mm
掲示日：2016/7/29～10/30

ポスター
仕様：A1 コート紙
部数：400枚
配布 2016/8/25～

リーフレット仕様：Ａ3版コート紙 2つ折り
表面カラー／裏面１色印刷

部数：45,000枚
配布 2016/8/25～

ガイドブック

会場マップ

仕様：Ａ４版コート紙
全62ページ

部数：7,000部
配布：2016/10/1～

仕様：Ａ3版コート紙
全面カラー

部数：3,000部
配布 2016 10/27～



【製作物② 広報・PR ①】

【新聞広告】

■日刊工業新聞 (2016年10月25日)

■日本経済新聞
(2016年10月20日)

■三條新聞( 2016年10月20日)

■新潟日報
(2016年10月19日)

■越後ジャーナル (2016年10月19日)

1新潟日報 2016/10/19 全5段
2日本経済新聞新潟版 2016/10/20 全5段
3日刊工業新聞 2016/10/25 1面（記事込）
4越後ジャーナル 2016/10/19 106×79mm
5三條新聞 2016/10/20 2段1/3  

■東京都ブースガイドブック
（東京都・東京商工会議所 作成 全19ページ）



【広報・PR ②】

ラジオ
放送局 放送日 内容

1 FM‐NIIGATA 2016/10/15～10/28 20秒CM 30本（朝夕：通勤時間帯）
2 FM‐NIIGATA 2016/10/21 60秒コメント PowerPlay 14:50‐
3 FM‐NIIGATA 2016/10/25 60秒コメント SOUND SPLASH 16：31‐
4 FM‐NIIGATA 2016/10/26 60秒コメント Power Play 12:55‐
5 FM‐NIIGATA 2016/10/27 4分生放送 FIGUEROA 14：34‐
6 FM‐NIIGATA 2016/10/28 5分生放送 FMインフォメーション 9:55‐

WEB

1. 公式ホームページ
燕三条ものづくりメッセ2016

http://tsm.tsjiba.or.jp/

2. 公式FACEBOOKページ
燕三条ものづくりメッセ
https://www.facebook.com/tsmesse

3.IPROS製造業での記事・広告
2016/10/3～10/28 

※『イプロス製造業』：月間150万人が利用する
日本最大級の「製造技術データベースサイト」
http://www.ipros.jp/

4.日経BPｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾀﾞｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞﾒｰﾙ
2016/10/19に 3000通一斉メール配信

※『日経BPｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞﾒｰﾙ』：日経BPの読者などﾋﾞｼﾞﾈ
ｽﾏﾝ900万人のデータベース内より送信先を選別。

関東圏の製造業に絞ってメール配信（3000通）



【広報・PR ②】

5.PRwireによる記事掲載

◆ポータルサイト

2016/10/19～順次配信
※Prwire：共同通信グループの

プレスリリース配信サービス
51件

NO サイト名 URL 日付 運営元 想定UU/日

1 共同通信PRワイヤー http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201610185426/ 2016/10/19
共同通信ピー･アール･ワ
イヤー

35,523

2 47NEWS http://www.47news.jp/topics/prwire/2016/10/282131.html 2016/10/19 全国新聞ネット 197,540
3 AFP BB News http://www.afpbb.com/articles/‐/3104926 2016/10/19 クリエイティヴ・リンク 548,578
4 AGARA紀伊民報 http://www.agara.co.jp/prw/?m=0&i=201610185426 2016/10/19 紀伊民報 13,200

5 BizBuz http://bizbuz.mantan‐web.jp/article/20161018/20161018prw00m020030000c.html 2016/10/19 MANTAN 1,104

6 CNET Japan http://japan.cnet.com/release/30163473/ 2016/10/19 朝日インタラクティブ 549,483
7 dot. https://dot.asahi.com/business/pressrelease/2016101900131.html 2016/10/19 朝日新聞出版 264,306
8 E START http://start.jword.jp/topics/link/705716/travel 2016/10/19 Jword 146,309

9 goo ビジネスEX http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/953005/ 2016/10/19 エヌ・ティ・ティレゾナント 6,630

10 Impress Watch Headline http://www.watch.impress.co.jp/headline/docs/kyodonews/domestic/1025641.html 2016/10/19 インプレス 97,538

11 J‐CASTニュース http://www.j‐cast.com/other/a05_prwire/2016/10/19281189.html 2016/10/19 ジェ イ・キャスト 1,016,888
12 Jタウンネット http://j‐town.net/tokyo/other/a01_prwire/2016/10/19233954.html 2016/10/19 ジェ イ・キャスト 121,413

13 RBB  TODAY http://www.rbbtoday.com/release/kyodonews_kokunai/20161019/170477.html 2016/10/19 イード 252,180

14 Response http://response.jp/release/kyodonews_kokunai/20161019/29360.html 2016/10/19 イード 621,818

15 SankeiBiz http://www.sankeibiz.jp/business/news/161019/prl1610191311083‐n1.htm 2016/10/19 産経デジタル 226,320

16 SANSPO.COM http://www.sanspo.com/geino/news/20161019/prl16101913110073‐n1.html 2016/10/19 産経デジタル 904,509

17 SEOツールズ http://www.seotools.jp/news/id_prw_201610185426.html 2016/10/19 ブラストホールディングス 14,280
18 StartHome http://home.kingsoft.jp/news/pr/prwire/201610185426.html 2016/10/19 キングソフト 380,247
19 Video News Release Channel http://www.vnr‐ch.com/releases/detail/47844 2016/10/19 角川アスキー総合研究所 1,000

20 ZAKZAK http://www.zakzak.co.jp/economy/pressrelease/news/20161019/prl1610191311073‐n1.htm 2016/10/19 産経デジタル 795,604

21 ZDNet Japan http://japan.zdnet.com/release/30163473/ 2016/10/19 朝日インタラクティブ 189,447
22 インターネットコム http://internetcom.jp/release/1950875.html 2016/10/19 インターネットコム 65,287
23 エキサイトニュース http://www.excite.co.jp/News/release/Kyodo_prw_201610185426.html 2016/10/19 エキサイト 1,541,189

24 ジョ ルダンニュース! http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PW201610185426 2016/10/19 ジョ ルダン 23,657

25 ダイエットクラブNEWS http://dietclub.jp/news/release/kyodonews_kokunai/20161019/23681.html 2016/10/19 イード 68,462
26 デーリー東北新聞 http://feature.daily‐tohoku.co.jp/prw/prw.php?info=01&rid=201610185426 2016/10/19 デーリー東北新聞社 6,960
27 みやビズ https://miyabiz.com/special/prwire/detail.php?id=201610185426 2016/10/19 宮崎日日新聞社 2,520
28 伊豆新聞 http://izu‐np.co.jp/business/news/20161018prw00m020030000c.html 2016/10/19 伊豆新聞本社 6,563
29 沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/articles/‐/67260 2016/10/19 沖縄タイムス社 108,847
30 下野新聞SOON http://www.shimotsuke.co.jp/prwire/2016/10/19/201610185426 2016/10/19 下野新聞社 35,619
31 河北新報 http://www.kahoku.co.jp/prwire/201610185426.html 2016/10/19 河北新報社 127,080
32 楽天woman http://woman.infoseek.co.jp/news/trend/kyodopr201610185426/ 2016/10/19 楽天 204,200

33 宮崎日日新聞 http://www.the‐miyanichi.co.jp/special/prwire/detail.php?id=201610185426 2016/10/19 宮崎日日新聞社 14,160

34 京都新聞 http://www.kyoto‐np.co.jp/press/20161019/article/201610185426 2016/10/19 京都新聞社 140,852
35 共同通信デジタル http://corp.kyodo‐d.jp/service/solution/prwire/?rid=201610185426 2016/10/19 共同通信デジタル 1,000
36 共同通信社 http://www.kyodo.co.jp/pr/2016‐10 ‐19_1570059/ 2016/10/19 共同通信社 22,348
37 高知新聞 http://www.kochinews.co.jp/article/56563/ 2016/10/19 高知新聞社 18,361
38 山形新聞 http://yamagata‐np.jp/prw/index_pr.php?id=201610185426 2016/10/19 山形新聞社 38,019
39 四国新聞 http://www.shikoku‐np.co.jp/prwire/detail.aspx?id=201610185426 2016/10/19 四国新聞社 26,109

40 上毛新聞 http://www.jomo‐news.co.jp/ns/prw/detail.html?sc=20161019/201610185426.inc 2016/10/19 上毛新聞社 22,800

41 宅ふぁいる便 http://c.f ilesend.to/ct/kyodonews/body.php?nid=201610185426 2016/10/19 オージス総研 5,557

42 朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/Ckprw201610185426.html 2016/10/19 朝日新聞社 3,270,392

43 東京バーゲンマニア http://bg‐mania.jp/other/prwire/2016/10/19171242.html 2016/10/19 ジェ イ・キャスト 37,944

44 徳島新聞 http://www.topics.or.jp/press/news/2016/10/PRwire201610185426.html 2016/10/19 徳島新聞社 19,824

45 福井新聞 http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/medialeg/index.php?page=article&storyid=15230&storytopic=39 2016/10/19 福井新聞社 45,650

46 福島民友 http://www.minyu‐net.com/prwire/PR201610185426.php 2016/10/19 福島民友新聞社 27,600

47 毎日新聞 http://mainichi.jp/select/biz/pressrelease/archive/2016/10/19/kdpr201610185426.html 2016/10/19 毎日新聞社 1,764,634

48 Infoseekニュース http://news.infoseek.co.jp/article/kyodopr201610185426/ 2016/10/19 楽天 1,771,034
49 Infoseekニュース http://news.infoseek.co.jp/article/kyodopr201610185426/?p=2 2016/10/19 楽天 1,771,034
50 遊都総研 http://yutosoken.com/wp/2016/10/20/tsjiba/ 2016/10/20 遊都総研 1,152
51 奈良新聞 http://www.nara‐np.co.jp/prw201610185426.html 2016/10/19 奈良新聞社 5,760

広告及び記事などによる換算額：14,194千円



会場 燕三条地場産業振興センター メッセピア 多目的大ホール 他

主 催

公益財団法人 燕三条地場産業振興センター

2017

平成29年10月26日（木）～27日(金）

燕三条地場産業振興センター 産業振興部

〒955‐0092 新潟県三条市須頃1‐17
TEL. 0256‐35‐7811／FAX. 0256‐32‐0447／
E‐mail tsm@ts jiba.or.jp
URL       http://tsm.tsjiba.or.jp/

燕市、三条市、燕商工会議所、三条商工会議所

共 催

事務局

次回開催のご案内

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部

東京都、東京商工会議所

特別協力


