
町工場見本市運営事務局（産経新聞社事業本部内）
〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2
TEL：03-3273-6041　FAX：03-3241ｰ4999
E-mail：machikouba@sankei.co.jp

来場登録所の混雑を避けるため、事務局ではWebでの事前来場登録を推奨しております。
皆様のご協力をお願い申し上げます。

お
問
い
合
わ
せ

2022年11月29日現在

会場  東京国際フォーラム ホールE1
主催   葛飾区・東京商工会議所葛飾支部
https://machikouba.jp/
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 秋元産機㈱（機械・機器）
 ㈱浅川製作所（金属加工）
 大滝成形工業㈱（金属加工）
 ㈱大塚製作所（皮革）
 ㈱オリタニ（金属加工）
 ㈲海鴻社（紙・印刷）
 カインズ㈱／㈱カナック企画（その他）
 ㈲葛飾ラテックス工業所（紙・印刷）
 河政工業㈱（機械・機器）
 北星鉛筆㈱（その他）
 ㈱クローネ（機械・機器）
 ㈲ケイ・ピー・ディ（その他）
 ㈲小堀加工所（紙・印刷）
 サンエービルドシステム㈱（その他）
 三協物産㈱（ゴム）
 三研工業㈱（金属加工）
 三和紙工㈱（紙・印刷）
 ㈱シールド（紙・印刷）
 ㈱清水硝子（ガラス）
 ㈲秋栄製作所（機械・機器）
 ㈱杉野ゴム化学工業所（ゴム）
 スターポイント同（金属加工）
 ㈲精工パッキング（その他）
 ㈱セベル・ピコ（金属加工）
 ㈱泰誠（その他）
 ㈲高井軽金（その他）
 ㈲髙田紙器製作所（紙・印刷）
 ㈱タグチゴム（ゴム）
 ㈲坪川製箱所（紙・印刷）
 東京技研工業㈱／同 A-eye／㈲ロジシェル（機械・機器）
 東京金属工業㈱（金属加工）
 ㈱ナウケミカル（めっき）
 ㈲長沢ベルト工業（皮革）
 ㈱ナチュラルアビリティ（その他）
 ㈱西川精機製作所（金属加工）
 ㈱日伸鉄工建設（その他）
 日本ものづくり会（金属加工）
 ㈲樋口工作所（機械・機器）
 ㈱富士産業（金属加工）
 槇野産業㈱（機械・機器）
 ㈱みどりの産業（その他）
 ㈱ミヨシ（プラスチック）
 ㈱守屋彫刻工芸／㈲五味彫刻工業所（金属加工）
 YAGAI同（機械・機器）
 ㈱ユメタク（機械・機器）
 ㈱ラヤマパック（プラスチック）
 レック㈱（機械・機器）

　 東京商工会議所　葛飾支部
　 公財東京都中小企業振興公社
　 地独東京都立産業技術研究センター
　 足立区、荒川区、北区、八潮市
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A.あなたの業種は？
 1  農林、水産
 2  鉱業
 3  建設
 4  食料品
 5  繊維
 6  紙、パルプ
 7  化学、ゴム
 8  医薬
 9  石油、石炭
 10  ガラス・土石
 11  鉄鋼
 12  非鉄金属
 13  金属製品
 14  機械
 15  電気機器
 16  輸送品機器

　 　（自動車含む）
 17  精密機器
 18  電気、ガス
 19  運輸、倉庫
 20  情報、通信
 21  卸売
 22  商社
 23  小売
 24  銀行
 25  証券
 26  保険
 27  その他金融
 28  不動産
 29  サービス

登録を正確にするためにお名刺の添付をお願いします。
名刺をお持ちでない場合は楷書でご記入ください。

会社・団体名

所属・役職

氏名

Tel.

E-mail

Fax.

住所　〒

 30  官公庁、団体
 31  教育

B.あなたの職種は？
 41  研究開発
 42  総務
 43  人事
 44  経理
 45  情報処理、

　 　 システム
 46  経営企画
 47  広報、宣伝
 48  営業、サービス
 49  設計
 50  購買
 51  生産、品質管理
 52  教職員
 53  学生

C.あなたの役職は？
 61  会長、社長
 62  役員
 63  部長、次長クラス
 64  課長クラス
 65  係長、主任クラス
 66  専門職
 67  一般社員

D.従業員数
 71  10人以下
 72  30人以下

 73  50人以下
 74  100人以下
 75  300人以下
 76  500人以下
 77  1000人以下
 78  3000人以下
 79  5000人以下
 80  5000人以上

E.本展を知ったのは？
 101  招待状
 102  ポスター
 103  新聞・雑誌
 104  インターネット
 105  メール
 106  その他

　 　（　 　　　　 　　　）

F.ご来場の目的は？　
 （複数回答可）

 111  機器購入・商談
 112  予算確保の資料入手
 113  最新の情報入手
 114  併催行事

　 　（シンポジウム、
　 　 セミナー等）が
　 　 行われているから

 115  その他
　 　（　 　　　　 　　　）

 191  次回の出展案内を
　 　 希望する

事前に下記全ての項目にご記入の上、名刺１枚を添えて会場受付にご提出く
ださい。引き換えに来場者証をお渡しします。

●会場内でのカメラ・ビデオカメラなどによる撮影、ビラ・チラシ等の配布、出展者への妨害および来場者への
迷惑行為は固くお断りします。　●主催者は町工場見本市会場内において、取材・撮影を行います。これらで
得られた情報や写真等は葛飾区が取り組む事業における広報等で使用する場合があります。
〈主催者としての個人情報の取り扱いについて〉
①ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、次回開催等のご案内および主催者の関連行事案内のた
めに使用いたします。　②個人情報の漏洩、滅失、改ざん等を防止する処置を講じます。
③主催者は、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう指導いたします。　④新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、必要に応じて保健所等の公的機関へ来場者情報を提供することがあります。

登録欄

2023年 2月16日㊍・17日㊎
10：00～17：00

中小にしかできない
「技

こ

術
と

」がある
―モノづくりの見本市―

地域連携
「産学公連携コーナー」

葛飾ブランド
「葛飾町工場物語」

併催企画

出展 者 リ ス ト 入場登録券

物販も
やってます！

入場
無料

本展はコロナ対策を徹底の上、開催いたします

※会場にお越しの際は必
ずマスクの着用をお願い
いたします。会期当日に
体調不良の方はご来場を
お控えください。

体温測定の
実施

入場規制の
実施

会場の
消毒

追跡調査の
実施

マスク着用 消毒液の
設置

常時換気と
座席間隔の
確保

健康・
体調管理

特別出展
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TIME TABLE※セミナーは席数が制限されているため、
事前のお申し込みをおすすめいたします

2月16日（木） 2月17日（金）

葛飾区では、2013年４月に葛飾区金町に「東京理科大学葛飾
キャンパス」を新たに開設したのを機に、区内事業者との産学
連携推進に向けて事業を開始しました。
これまで、区内事業者と大学研究室の相互理解や交流促進など
を目的として、さまざまなイベント等を実施してきましたが、
産学公連携推進事業の更なる発展のため、事業開始10周年に向
けて現在、企業・東京理科大学・葛飾区で産学連携事業の事例を
創出するプロジェクトが進行中です。
今回は、産学連携事業が盛んな地域を町工場見本市に特別招待
し、各地域の産学連携推進事業を紹介します。

大田区産学公連携パビリオン
㈱OUTSENSE　アベテクノシステム㈱　インフイテックエム㈱
㈲岸本工業　JPN㈱　㈱Piezo Sonic

燕商工会議所 磨き屋シンジケート
石田研磨　小林研業㈱　㈲富研工業

町工場見本市では初日の会場の様子をYouTubeにてライブ配信します。配信
では芸人のキャプテン★ザコ(キャベツ確認中)、ゆったり感が会場を盛り上げ
ながら出展企業にインタビューをしていきます。
ぜひご覧ください。

東京理科大学 産学連携機構は、葛飾
区内企業との共同研究による製品開発
や、産学連携による研究成果の社会還
元を一体的に推進しています。本見本
市では最新の成果を発表いたします。

配信日時 2月16日（木）
 12:00～13:00

葛飾ブランド「葛飾町工場物語」は区
内の町工場から生み出される選りす
ぐりの製品・技術を葛飾区と東京商
工会議所葛飾支部が認定し、その製
造背景やエピソードを交え、ストー
リー性豊かにマンガ等で発信する事
業です。2022年度の認定企業を中
心に展示します。

※「併催セミナー」などのプログラムはやむを得ず変更となることがあります。最新情報についてはWebサイトをご確認ください。

NPO法人産学連携推進機構 理事長

妹尾堅一郎氏

ドイツ在住ジャーナリスト
環境コンサルタント

村上 敦氏

小説家

真山 仁氏

キャプテン★ザコ ゆったり感

15:00～ 16:30

12:15～ 13:00

13:30～ 14:30

13:30～ 14:30

11:00～ 12:00 11:00～ 12:00 SDGs戦略に
対応することで
得られる中小企業の未来

製造業が執るべきマーケティング
〈パネルディスカッション〉
激動する環境変化の中で、
いかに競争力を持たせるか
～成長のカギは？～

出展者プレゼンテーション

真山 仁の目に映る
中小企業の現

い

在
ま

［パネラー］

［ファシリテーター］

他地域連携
「産学公連携コーナー」

町工場見本市の様子をライブで配信！東京理科大学 産学連携機構 葛飾ブランド「葛飾町工場物語」コーナー

併催セミナー企 画 展 示

いつまで「バージン材・新品モノづくり」
にこだわるのか？
～循環経済時代
における中小企業の
ビジネスチャンスを
考える～

製造業系NO.1 YouTuber

ものづくり太郎氏
YouTube
チャンネル登録者数：17.7万人

㈱エムナプラ
代表取締役

関根重信氏

深中メッキ工業㈱
代表取締役

深田 稔氏

早稲田大学 名誉教授

鵜飼信一氏

㈱江北ゴム製作所
代表取締役社長

菅原健太氏

（同）DMM.com .make AKIBA事業部

15:00～ 16:30 DMM.make AKIBAのコミュニティを
軸としたものづくり支援について

12:15～ 13:00 出展者プレゼンテーション
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