
支援機関・プロジェクト等

岡崎ビジネス大賞受賞企業

岡崎ものづくり推進協議会協力機関・大学

自然科学研究機構 名古屋大学 名古屋工業大学 豊橋技術科学大学

名古屋市立大学 中部大学 名城大学 愛知工科大学

岡崎大学懇話会（愛知学泉大学・愛知産業大学・人間環境大学・岡崎女子短期大学）

55 愛知県信用保証協会 中小企業の皆様の資金繰りを応援します

56 愛知県立岡崎工業高等学校 岡崎商工会議所と連携し、若手ものづくり人材育成（クラフト
マン21推進事業）に取り組んだ様子を紹介

57 NPOバイオものづくり中部 バイオ技術を駆使した「ゆとりの室内装飾、観葉植物」と香り
の「新品種菊」を紹介

58 岡崎発プロジェクトX 岡崎地域技術者集団によるポータブルＳＥＭ開発プロジェク
ト。その全貌を明らかに！

2008年度大賞
	 株式会社加藤組

高保水能力をもつ自社開発の「どこでも緑化マット」に観葉植
物を植えて額にした商品を紹介

2008年度地域活性化奨励賞
	 有限会社小山矢

新開発の染色技術と産学連携によるデザイン開発により製作
した矢羽根を紹介

2009年度大賞
	 株式会社特殊建販

防音対策と塗床工事の専門企業。戸建、マンション住宅向防音
材の現物見本を紹介。

2009年度地域活性化奨励賞
	 ㈱マジカル・太田油脂㈱・三栄鶏卵㈱

“地域コラボの新しいカタチ”商品設計から販売まで資源循環
サイクルでストーリー展開

2009年度地域活性化奨励賞
	 TRiPLE-E

岡崎市内で活躍する就労者を職業別に紹介したフリーマガジ
ンを制作・発行！

ものづくり岡崎フェア 2010
明日の活路を開く、岡崎の優秀な技術や製品を一挙に紹介

このフェアに来れば、明日が変わる

入場登録のお願い
本フェアは入場無料ですが、入場時に登録が必要
となります。登録いただいたデータは、本フェア
の運営のみに使用し、その他の目的に使用するこ
とはありませんのでご協力ください。

より身近な研究シーズを１小間展示します

平成22年 4月9日現在

○岡崎地域のものづくり事務所の最新技術の紹介および製品展示
○産学官連携の実績紹介と各大学によるシーズの紹介
○若手ものづくり人材育成の活動紹介
○岡崎ビジネス大賞の内容紹介
○講演会・セミナーの開催
○商談会・相談会の開催
○交流会（於：ローレライ）

　岡崎地域のものづくりは、愛知県の製造品出荷額等32年連続の第一位の一翼を担い、
自動車関連・工作機械関連産業を中心に、技術力のある地域に位置づけられています。
　しかし、平成20年の秋以降の金融危機に伴う世界経済の急激な景気減速の影響を
受け、先行き不透明な状況にあります。
　こうした状況を打破しようと、多くの企業が競争力強化のために新製品開発や技術力
向上に取り組んでいます。
　そこで、今回、岡崎地域の優秀な技術や製品の発信により新たな販路を開拓し、“も
のづくり岡崎”のイメージ向上を図り、地域活性化を目指すことを目的に開催します。多
くの方のご来場をお待ちしております。

開催内容

出展企業

岡崎市竜美丘会館 〒444-0863　愛知県岡崎市東明大寺町5番地1
TEL 0564-24-3951 FAX 0564-24-3998
URL http://home1.catvmics.ne.jp/~kaikan/tatumi/index_tatumi.html

会　場

アクセス

自動車	 東名高速道路岡崎 I.C. から約10分、
	 乙川橋を渡り信号「大西3丁目」の
	 交差点で右折後約1Km
名鉄バス	JR岡崎駅（銀行前）から日名行約15分、
	 「竜美丘会館前」下車
徒歩	 名鉄東岡崎駅より東へ約15分（1.2Km）

岡崎市竜美丘会館
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自然科学研究機構

岡崎I.C.

平成22年7月8日（木）９日（金）　
9:00～17:00の間で概ね20分間隔で運行します。

無料シャトルバス運行
●名鉄東岡崎駅北口3番バスのりばより

駐車場に限りがございますので、できるだけ公共交通機
関をご利用ください。

お願い

名鉄東岡崎

マクドナルド南口

北口
至名古屋 至豊橋

1 ２ 3 4 5 6

ココ

35 中村科学工業株式会社 プラスチック成形用機械業界初の技術を提案し続ける地元岡
崎のメーカー

36 南部薬品株式会社 快適な室内環境を提案。ウイルス対策、除菌、防カビ、消臭
対策液を紹介

37 日清紡メカトロニクス株式会社（美合工機事業所）
世界トップクラスの太陽電池モジュール製造装置・試験設備
等を紹介

38 服部工業株式会社 安心・安全・優しさをコンセプトに業務用厨房機器・設備衛
生・合理化を提案

39 株式会社ハットリマーキング 屋外・屋内・自動車等各種看板のプランニングから施工まで
トータルで提案

40 株式会社花市電子顕微鏡技術研究所 電子顕微鏡による分析受託。研究・開発をナノの視点からサ
ポート

41 株式会社ハマダ工商 各種金型・樹脂製品製作企業。ヘリカルギア駒＆窓の自動開
閉・セキュリティのオートクローザーを紹介

42 株式会社原マシナリー ものづくりの補助金を受け、自社独自開発の安価で省電型を
追求した太陽光発電の太陽追尾装置を紹介

43 株式会社bCD WEB的ものづくりでサプライズをサポートします

44 株式会社フジケン 40年の実績で培った快適で健康、省エネルギーな家「これ
から住宅」を紹介

45 富士ファイン株式会社 50ミクロン以下の超極細電線を柱に世界トップシェアを目
指すグローバル企業

46 フタバ産業株式会社 安全・クリーンで快適な自動車づくりへ貢献するフタバの「燃
費向上」「軽量化」製品を紹介

47 ブラザー印刷株式会社 コミュニケーションを軸におもしろい商品、おもしろい提案
を紹介

48 株式会社前田シェルサービス 鋳造用金型、エアフィルター等を製造。省エネ、コスト削減、
安心安全に繋がる環境商品を紹介

49 マドォヌジャパーン株式会社 会社・工場・家庭のCO2 発生削減に役立つ、最新技術使用の
環境機器商品を紹介

50 マルサンアイ株式会社 豆乳事業、みそ事業に続く、新たな基幹事業の要となる新製
品を紹介

51 三菱自動車工業株式会社 新世代電気自動車“i-MiEV”の車両展示および関連部品をご
紹介

52 株式会社ヤスフクセラミックス 業界最高水準の成形技術で生産した小型複雑形状品および採
用事例、共同研究内容の紹介

53 リコーエレメックス株式会社 リコーエレメックス独自の画像認識技術により検査工数削減
および検査品質の達成をします

54 株式会社ワンピーインダストリー 弊社の樹脂型治工具はデータ、正式図面不要。現物があれば
制作します

1 株式会社相澤鐵工 精密部品の製造に対するアイデア・設計・製造まで一貫シス
テムを提案

2 株式会社イクス 太陽光発電の案内。省エネ循環システムによる全室床暖房の
紹介。LED照明の紹介

3 株式会社一心工業会 長尺物の出来るメッキライン。プラグインハイブリッド車で
の電池ケースで実績あり

4 株式会社イナック 樹脂切削のみによる高透明度立体切削品、樹脂表面処理品、自
社機構設計サンプル品を紹介

5 ウチダ製作所（次世代プレス金型研究所） プレス厚物・全剪断加工金型で独自の技術を有する。新技術
の応力分散金型技術を紹介

6 株式会社ATA 画像処理検査装置とレーザーマークしたプレスとダイキャス
ト加工組立品を紹介

7 株式会社エス・アイ・シー 御社の化粧品を創ってみませんか？美容液、保湿クリーム、洗
顔料なんでもOK

8 エヌ．エッチ．ケー．ビルダー株式会社 高精度・高信頼性の各種転造盤、プレス等の塑性加工機、各
種組付機等の製作を紹介

9 株式会社太田商店 “ランニングエッグ”は当社こだわりの「安全・安心」“タマ
ゴ”！

10 太田油脂株式会社 油づくり百年の当社が提案する独創的風味油とその用途開発
を紹介

11 大野精工株式会社 治工具、専用機部品や各種ゲージの精密加工。切削加工や特
殊ラップ研磨の超鏡面仕上等を紹介

12 有限会社岡杉巧作所 「独自技術」でバリ取り、サビ取り、磨きを解決。名札、ゴル
フマーカーも創ります

13 株式会社片岡機械製作所 旋削、砥削、ミーリング等の各種専用機を世界２３ヶ国に供
給。製品開発に意欲的です

14 栄屋乳業株式会社 各種チルド、フローズンデザートを全国展開しているデザー
トメーカー

15 株式会社三龍社 各種小型モーター、メカトロ関連機器、大型環境システムな
どの設計、開発、製造事業

16 ＣＤＳ株式会社 デジタルコンテンツ、多言語マニュアル編集システム、2足
歩行ロボット等を紹介

17 ジェイ・エム・ティー株式会社 電気制御から装置の設計製作まで。スポットへのナット供給
で”無動力！タクトゼロ！”を実現

18 株式会社新東 「パナソニック溶接システム」の技術紹介と溶接工法の技術相
談を行います

19 新東コーティング株式会社 金属部品・素材上に耐食性、機能性樹脂コーティング処理施
工のトップ企業

20 セントラルコンベヤー株式会社 業界唯一のオリジナル製品群を持つ搬送機製造企業。物流シ
ステムの合理化に貢献

21 ソーホーエード有限会社 電子回路の開発設計受託。研究開発のシェルパ集団としてお
客様に業務の効率化を提供

22 ダイキ産業株式会社 液面の変化に追従し、エアーを使い浮上油を回収する独自技
術の油水分離装置を紹介

23 株式会社髙木化学研究所 金属加工品、樹脂成形品、リサイクル繊維の開発・製造・販
売企業

24 有限会社竹田鍍金工業 あらゆる種類の鍍金に対応できる専業メーカー。最小小物問
わずご相談ください

25 株式会社ダッド ビジュアルマニュアルを制作し、製造業のものづくりを支援

26 中部冷間株式会社 旧来の冷間鍛造	～	ステンレス・純チタンなどや新工法の鍛造
を提案

27 テラベース株式会社 岡崎の生理学研究所発の第1号ベンチャー。位相差電子顕微
鏡に依るナノの世界を紹介

28 株式会社ドア 総合広告会社。売れる広告づくりと費用対効果のある企画制
作を提案

29 東海光学株式会社 脳科学技術を採用したメガネレンズ・光学薄膜技術製品等コ
ア技術を紹介

30 東海紙器株式会社岡崎工場 各種段ボール製品の製造販売を軸に総合プロデュースを提案。
地球環境にやさしいＣフルートを紹介

31 トーカイモールド株式会社 プラスチック部品用精密金型の設計・製作およびプラスチッ
ク製品の成形企業

32 株式会社豊岡販売 多様なバリ取りツールを使用可能にした、新開発の画期的な
スピンドルユニットを紹介

33 豊興工業株式会社 各種油圧・空圧機器等の製造企業。泡でお困りのお客様へ！
トヨオキの「バブけス」をお勧めします

34 豊田バンモップス株式会社 ダイヤモンドロータリドレッサおよび超砥粒ホイールの製造
販売専門メーカー。各種製品を紹介

第2回
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順不同



講演会・セミナー・交流会は、会場の都合により事前登録とさせていただきます。以下の内容をご記入のうえ、FAXまたはホームページからお申し込みください。
定員を超えた場合、お断りする場合もございます。 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

２第 回

ものづくり岡崎フェアものづくり岡崎フェア20102010

日時

会場

（予定）

http://www.okazakicci.or.jp/fair2010/
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■主催　岡崎商工会議所・岡崎市・岡崎ものづくり推進協議会
■後援　中部経済産業局・（独）中小企業基盤整備機構中部支部・愛知県・（社）中部経済連合会・愛知県商工会議所連合会

詳しくはホームページをご覧ください

平成22年7月8日 （木）・9日 （金）10:00~17:00
岡崎市竜美丘会館 入場無料入場無料

日程 項目 会場 内容

基調講演①
13:30 ～ 14:30

501号室
（5階）

持続発展する豊かな中部を目指して
～地域の強みと魅力を活かして～
中部　新生への挑戦
社団法人中部経済連合会　会長　	 川口文夫　氏

基調講演②
15:00 ～ 16:30

501号室
（5階）

低炭素社会実現のための次世代自動車
～その技術の現状、課題と実現、普及への対応策～
エネルギーシステム、特に地域環境対応技術の評価研究の権威
東京大学名誉教授
一般社団法人新エネルギー導入促進協議会代表理事　	 石谷　久　氏

交流会
17:30 ～ 19:00

ローレライ
（2階）

情報交換会をかねた交流会です。参加費3,000円（税込）が必要です。
※参加費は当日、受付でお支払いください。

基調講演③
10:30 ～ 12:00

501号室
（5階）

太陽光発電の開発課題と今後の展望
グローバルな視点での最先端の材料開発者　工学博士
日清紡メカトロニクス株式会社（美合工機事業所 )　材料開発部長　	仲濱秀斉　氏

創業・経営革新
応援セミナー
13:00 ～ 14:30

501号室
（5階）

岡崎出身の新素材開発熟練ベンチャー
～夢の LOHAS な新素材“シリコン合金”の開発～
幻から現実へ。人の健康と環境に役立つ素材を提供
株式会社イスマンジェイ　代表取締役　	 渡邊敏幸　氏

技術開発者から
学ぶセミナー
14:40 ～ 15:30

501号室
（5階）

常識への挑戦
非常識を常識にするアイデアマン
エイアールブイ株式会社　代表取締役　	 夏目伸一　氏

がんばる岡崎の
中小企業事例発表①
15:40 ～ 16:05

501号室
（5階）

ものづくりのイノベーションを目指して
～小さな企業での産学官連携～
岡崎の次世代を担う若手経営者
中部冷間株式会社　代表取締役　	 菅沼友章　氏

がんばる岡崎の
中小企業事例発表②
16:05 ～ 16:30

501号室
（5階）

転造技術で世界のトップメーカーと戦う秘訣
～地域一体となった日本のものづくり～
岡崎の次世代を担う若手経営者
エヌ．エッチ．ケー．ビルダー株式会社　代表取締役　	 花田正寅　氏

第２回 ものづくり岡崎フェア２０１０　講演会・セミナー・交流会

講演会・セミナー・交流会　参加申込書　FAX 0564-57-2189　岡崎ものづくり推進協議会  行

お問合せ：岡崎ものづくり推進協議会（岡崎商工会議所内）
〒444-8611　愛知県岡崎市竜美南1丁目2番地　TEL／ 0564-53-6191　FAX／ 0564-57-2189
E-mail ／ fair2010@okazakicci.or.jp	 URL／ http://www.okazakicci.or.jp/fair2010/

7/8
木曜日

7/9
金曜日

ご記入いただきました情報は、本フェアの運営のみに使用し、その他の目的に使用することはありません。

※諸事情により内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。

連絡先
連絡ご担当者の詳細を
ご記入ください

貴社名・団体名 連絡担当者

住所　〒

TEL FAX E-mail

コース名
連絡ご担当者を含めた

参加人数を
ご記入ください

基調講演① 基調講演② 交流会 基調講演③ 創業・経営革新応援
セミナー

技術開発者から学ぶ
セミナー

がんばる岡崎の
中小企業事例発表

名 名 名 名 名 名 名

8-A

8-A

9-A

9-A

9-C

9-C

8-B

8-B

9-B

9-B

9-D

9-D

8-C

8-C


