
会社・団体名

所属・役職

氏名

Tel.  

住所　〒

Fax.
E-mail

入場
無料

2020年2月13日（木）・14日（金） 
10：00～17：00

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

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。

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。

A.あなたの業種は？
□01 農林、水産
□02 鉱業
□03 建設
□04 食料品
□05 繊維
□06 紙、パルプ
□07 化学、ゴム
□08 医薬
□09 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

□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 生産、品質管理
□51 教職員
□52 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

●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。　

町工場見本市2020　運営事務局（フジサンケイ ビジネスアイ内）  
〒100-8125　東京都千代田区大手町1-7-2
Tel：03-3273-6180 　Fax：03-3241-4999  E-mail:machikouba@sankei.co.jp

お問い合わせ

https://machikouba.jp/

開催概要

名称 第6回町工場見本市2020
日程 2020年2月13日（木）・14日（金）

10：00～17：00
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

入場 無料（登録入場制）

後援 経済産業省関東経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備
機構関東本部、東京都、地方独立行政法人東京都立産業技術
研究センター、公益財団法人東京都中小企業振興公社、台東
区、墨田区、江東区、北区、荒川区、足立区、江戸川区、八潮
市、三郷市、市川市、松戸市、みずほ銀行、青和信用組合、亀有
信用金庫、東榮信用金庫、第一勧業信用組合、日本政策金融
公庫、東京東信用金庫、朝日信用金庫、東京理科大学 研究戦
略・産学連携センター 、日刊工業新聞社、産経新聞社

東京国際フォーラム ホールE1
会場案内

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

【JR】有楽町駅より徒歩1分・東京駅より徒歩5分
 （京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）
【地下鉄】有楽町線：有楽町駅（B1F地下コンコースにて連絡）／
千代田線：二重橋前駅より徒歩5分・日比谷駅より徒歩7分／
丸ノ内線：銀座駅より徒歩5分／銀座線：銀座駅より徒歩7分・
京橋駅より徒歩7分／三田線：日比谷駅より徒歩5分

電車でお越しの方

空港からお越しの方

千代田線
日比谷駅

丸ノ内線銀座駅日比谷線・銀座線
銀座駅

日比谷線日比谷駅 三田線日比谷駅 千代田線二重橋前駅

京葉線東京駅

銀座線京橋駅

外堀通り

日比谷通り

有楽町線有楽町駅

東京駅

有楽町駅

東京国際
フォーラム

晴
海
通
り

【成田空港から】リムジンバス 東京駅まで80～90分／
JR成田エクスプレス 東京駅まで53分
【羽田空港から】モノレール　浜松町駅まで23分／
JR浜松町駅より有楽町駅まで4分

入場登録券

登録欄
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11:40～
12:30

出展者プレゼンテーション
※詳細はHPでご確認ください

11:40～
12:30

出展者プレゼンテーション
※詳細はHPでご確認ください

併催セミナー

10:30～
11:30

「中川政七商店の歩みと
ブランディング経営の考え方」
株式会社中川政七商店
コンサルティング事業部 部長

島田  智子 氏
享保元年（1716年）に奈良晒の問屋業として創業した中川
政七商店は、近年は工芸をベースにしたSPA（製造小売）
業態を確立し、現在全国に57店舗の直営店を展開してい
ます。また「日本の工芸を元気にする！」というビジョンの
もと、コンサルティング事業や教育事業を通じて、多くの
企業のブランディングを支援してきました。今回は、歴史
とともに自社経営及び他社への支援で最も大切にしてき
た「ブランディング経営の考え方」についてお伝えします。

10:30～
11:30

「デジタル化時代における中小製造企業の
ものづくり戦略」
東京大学　大学院経済学研究科教授
ものづくり経営研究センター長

藤本 隆宏 氏
ものづくり経営学、産業進化論、設計の比較優
位論の観点から見るなら、グローバル化・デジタ
ル化が進む2020年代も、日本の製造業の優良
現場は、他に容易にまねされない現場のものづ
くり改善・革新の継続が必須となります。

13:00～
14:00

「知っておきたい、中小企業の
クラウドファンデイング活用法」
産経新聞社　新プロジェクト本部
コンシューマー事業部 プロデューサー

阿部 紳史 氏
「こんなモノやサービスを作りたい」「世の中の問題を、
解決したい」――。
アイデアやプロジェクトを持つ人たちが、サイトを
通じて世界に呼びかけ、共感（支援者）した人から広
く資金を集めるクラウドファンディング（CF）。
テストマーケティングやPR、コミュニティづくりな
ど大きな可能性を秘めるCFについて、市場トレン
ドや成功事例を通して見えてきた、新たな資金調達
の手法をご紹介します。

13:00～
14:00

「効果的なSNS活用術について」
株式会社XROSSOVER
代表取締役社長　Founder&CEO

森 寛弘 氏
「SNS時代」における顧客とのコミュニケーション
「認知宣伝」から「ファン」作りへ――。
令和の時代に求められる、新しい「価値」とは？ 
大きく顧客とのコミュニケーションのあり方が変わり、昭和
的価値観が「終わりの始まり」を告げるいま、新時代のデジ
タルコミュニケーションの在り方をSNSマーケティングの
視点から指南いたします。

14:00～
15:00

「デザインの発想について考えてみよう
― 組織経営のためのデザイン」
株式会社GKデザイン機構  相談役

山田 晃三 氏
デザインは見た目を良くするばかりが役目ではありませ
ん。デザインにはもっと奥深い、ひとや社会を動かす力
があります。まずはデザインマインド（心）を身につけて、
自分たちの組織を活気に満ちたものに変えましょう。

15:15～
16:15

「下町miniサミット in 町工場見本市　
～中小企業にとってのブランディングとは～」
シンポジウム 株式会社GKデザイン機構

相談役  山田 晃三 氏

株式会社日興エボナイト製造所
代表取締役  遠藤 智久 氏

槇野産業株式会社
常務取締役   槇野 雄平 氏

司会：羽田　詩織

株式会社チバダイス
代表取締役社長
千葉 英樹 氏

深中メッキ工業株式会社
代表取締役
深田 稔 氏

株式会社マテリアル
代表取締役社長
細貝 淳一 氏

14:30～
16:00

「ものづくり中小企業の市場の創り方」
ものづくり中小企業は、その生きる道が下請け主体で
あっても自社製品主体であっても、絶え間なくリスク
を背負って新しい市場を創りながら活力を生み出し
ています。ここで日本を代表する活気溢れる経営者
たちにその経営戦略の本質を語っていただきます。

ファシリテーター：早稲田大学

名誉教授　鵜飼　信一 氏

パネリスト

 秋元産機株式会社 （機械・機器）
 株式会社浅川製作所 （その他）
 株式会社アステックス （金属加工）
 あすめし会 （その他）
 合同会社A-eye （機械・機器）
 株式会社エレナ （機械・機器）
 大滝成形工業株式会社 （金属加工）
 カインズ株式会社 （その他）
 河西工芸株式会社 （ガラス）
 株式会社カナック企画 （その他）
 河政工業株式会社 （機械・機器）
 北星鉛筆株式会社 （その他）
 金屏風のこばやし （その他）
 Creative Works （金属加工）
 株式会社クローネ （機械・機器）
 有限会社ケイ・ピー・ディ （機械・機器）
 有限会社小堀加工所 （紙・印刷）
 コンフォートフォーム株式会社 （プラスチック）
 サンエービルドシステム株式会社 （その他）
 株式会社清水硝子 （ガラス）
 有限会社秋栄製作所 （機械・機器）
 株式会社杉野ゴム化学工業所 （ゴム）
 有限会社精工パッキング （その他）
 株式会社セベル・ピコ （金属加工）
 株式会社大一アルミニウム製作所 （金属加工）
 有限会社高田紙器製作所 （紙・印刷）
 有限会社辻製作所 （ガラス）
 有限会社坪川製箱所 （紙・印刷）
 東京技研工業株式会社／有限会社ロジシェル （機械・機器）
 東京金属工業株式会社 （金属加工）
 東京和晒株式会社 （繊維）
 株式会社トネ製作所 （金属加工）
 株式会社ナウケミカル （金属加工）
 株式会社西務良 （プラスチック）
 日本ものづくり会（金属加工）

　　[株式会社協和技研／有限会社エフビジュー／
　　有限会社中村メッキ］
 株式会社ハヤブサ技研 （機械・機器）
 株式会社ヒキフネ （金属加工）
 有限会社樋口工作所 （機械・機器）
 ファースト電子開発株式会社 （機械・機器）
 株式会社富士産業 （金属加工）
 株式会社扶桑 （紙・印刷）
 槇野産業株式会社 （機械・機器）
 馬渕技研 （金属加工）
 有限会社ミツミ製作所 （金属加工）
 株式会社ミヨシ （プラスチック）
 ヤナギアート （金属加工）
 株式会社ユメタク （機械・機器）
 株式会社ラヤマ・パック （プラスチック）
 株式会社リチャーズ （その他）

【あ】

【か】

【さ】

【た】

【な】

【は】

【ま】

【や】

【ら】

T I M E  T A B L E
2月13日（木） 2月14日（金）




