
イオン

GSツタヤ

アメリカ屋

北越自動車道
タイヤ館

三条燕I.C

ワーナーマイカル
シネマズ

燕三条駅

GS

ケーズ
デンキ

ジョーシン

8

燕三条地場産
センター 

主催／一般財団法人燕三条地場産業振興センター　共催／三条市、燕市、三条商工会議所、燕商工会議所、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部
後援／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、（株）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、（公社）砥粒加工学会、（一社）溶接学会、（一社）日本塑性加工学会

2014燕三条ものづくりメッセ 出展社リスト
新潟市 (株)アイ・シイ・エス

燕　市 アイチ テクノメタル フカウミ(株)

三条市 相場産業(株)

新潟市 (株)青海製作所

東京都 秋山精鋼(株)

燕　市 (株)阿部工業

新潟市 (株)五十嵐コンピュータープレス

三条市 (株)井関新潟製造所

三条市 板垣金属(株)

大阪府 (株)イチグチ

燕　市 (有)今井技巧

宮城県 岩機ダイカスト工業(株)

燕　市 (有)イワセ

新潟市 (株)内山熔接工業

東京都 (株)栄工舎

埼玉県 (株)エクスツルードホーン

兵庫県 (有)エス・アイ・テクノ

福井県 (株)NCC

小千谷市 小千谷鉄工電子協同組合

三条市 (株)カエリヤマ

弥彦村 笠原プレス工業㈱

加茂市 

大阪府 協同エンジニアリング(株)

燕　市 協立工業(株)

三条市 (有)倉茂木工所

群馬県 (株)群協製作所

群馬県 (株)ケミカル山本 北関東営業所

燕　市 ゴッドハンド(株)

燕　市 後藤鉸業(株)

燕　市 (有)ゴトウ熔接

新潟市 (有)小林製作所

東京都 小松ばね工業(株)

三条市 (株)コンパル

燕　市 栄電機(株)

田上町 三基物産(株)

燕　市 (有)三共化研

東京都 三共理化学(株)

三条市 (株)三條機械製作所

新潟市 (株)三和技研

東京都 (株)ジーベックテクノロジー

新潟市 JFE精密(株)

三条市 シマト工業(株)

燕　市 (株)新武

燕　市 シンワ測定(株)

埼玉県 (株)セイラ

三条市 (有)関根鉄工所

埼玉県 (株)ダイエイバレル

富山県 大誉研磨(株)

埼玉県 大和化成工業(株)

神奈川県 竹内型材研究所

燕　市 (株)武田金型製作所

東京都 (有)中央バフ製作所

燕　市 土田工業㈱

燕　市 

燕　市 燕市医療機器産業参入研究会

新潟市 (株)ツバメックス

三条市 (株)テーエム

燕　市 テクニカル技術情報センター

燕　市 東商技研工業(株)

燕　市 (株)トクニ工業

燕　市 (有)徳吉工業

滋賀県 

長岡市 長岡スプリング(株)

燕　市 (株)中野科学

三条市 ナシモト工業(株)

五泉市 (株)ナノグラスコートジャパン新潟雅

燕　市 (株)新潟成型

兵庫県 日本精密機械工作(株)

三条市 (株)野崎プレス

三条市 (株)野島製作所

三条市 (株)野水機械製作所

大阪府 (株)バーテック

東京都 柏都電機工業(株)

茨城県 (株)ハシバモールド

弥彦村 (株)ハシモト

燕　市 ハシモト金属

燕　市 (有)長谷川挽物製作所

東京都 (株)浜野製作所

長野県 (株)ピーエムオフィスエー

燕　市 (有)広一化学工業

燕　市 フジイコーポレーション(株)

加茂市 (株)藤田製作所

燕　市 (株)藤原商店

燕　市 (株)古澤金型

長岡市 (株)フロロコート

神奈川県 BEST－JAPAN研究会

三条市 北陸工業(株)

福井県 (株)北陸濾化

燕　市 （有）本間産業

三条市 (株)マルサ

燕　市 丸田工業(株)

新潟市 (株)丸富五十嵐製作所

燕　市 磨き屋シンジケート

三条市 ミツワ金属(株)

福井県 (株)ミテック

愛知県 

三条市 (有)安田木工所

加茂市 (株)ヤチダ

群馬県 (株)山岸製作所

兵庫県 

神奈川県 山本ねじ工販(株)

神奈川県 (株)横浜ネプロス

燕　市 (株)吉井金型製作所

三条市 ヨシダ感光機材(株)

燕　市 YS工業

三条市 (株)渡辺工作所 民生品分野

三条市 浅野金属工業(株)

三条市 五十嵐刃物工業(株)

三条市 (有)石﨑剣山製作所

燕　市 (株)ATRヤマト

加茂市 (株)大湊文吉商店

三条市 (株)兼古製作所

三条市 カネコ総業(株)

燕　市 (有)柄沢ヤスリ

三条市 (株)小林工具製作所

三条市 (株)コロナ

燕　市 (有)栄工業

三条市 三条金物卸商協同組合

三条市 白井産業(株)

三条市 (株)スノーピーク

燕　市 (株)ツノダ　

三条市 (株)ツボフジ

千葉県 (株)テイアイテイ

三条市 (株)東邦社

三条市 外栄金物(株)

三条市 トップ工業(株)

燕　市 (株)富田刃物

三条市 (株)外山刃物

三条市 (株)ナカショー

燕　市 新潟ダイヤモンド電子(株)

燕　市 (株)フジノス

三条市 (株)古沢製作所

燕　市 (株)ホクエツ 宅配トマト事業部

三条市 松井精密工業(株)

三条市 (株)マルト長谷川工作所

三条市 みこし

長野県 (株)本山漆器店

神奈川県 山勝電子工業(株)

三条市 (有)山谷製作所

三条市 (株)坂源 

新潟市 (株)アヅマテクノス

宮城県 エー・エム・プロダクツ(株)

千葉県 エコールド･ジャパン(株)

燕　市 (株)エステーリンク

神奈川県 榎本機工(株)

神奈川県 オーセンテック(株)

燕　市 (株)大滝鉄工所

東京都 (株)研削研磨

三条市 (株)コロナビオリタ

東京都 サイバーレーザー(株)

長岡市 (株)サンシン

埼玉県 (株)ジェイネット

石川県 澁谷工業(株)　

東京都 (株)スギノマシン

新潟市 第一電設工業(株)

新潟市 (株)タセト

東京都 東洋研磨材工業(株)

大阪府 (株)トクピ製作所

東京都 (株)ノア

東京都 (株)富士機工

見附市 (株)フチオカ

東京都 (株)プライオリティ

燕　市 北越工業(株)

三条市 北陸ガス(株)

神奈川県 マイクロ・スクェア(株)

東京都 (有)三井刻印

燕　市 (株)やま電

静岡県 ヤマハファインテック(株)

東京都 (株)ユーコー・コーポレーション

三条市 (株)悠心

神奈川県 (株)和興計測産学研究機関 

魚沼市 魚沼市ものづくり振興協議会

東京都 

長岡市 国立大学法人 長岡技術科学大学

三条市 新潟県立三条テクノスクール

東京都 

三条市 中小企業大学校　三条校

長岡市 長岡工業高等専門学校

長岡市 NPO法人長岡産業活性化協会NAZE

新潟市 新潟県工業技術総合研究所

新潟市 (一社)新潟県発明協会

柏崎市 新潟工科大学 地域産学交流センター

新潟市 国立大学法人 新潟大学

燕　市 (一財)日用金属製品検査センター

新潟市 (公社)日本技術士会 北陸本部

長野県 

新潟市 (株)アーク

三条市 ＩＳＯＱＡＲジャパン(株)

新潟市 アイコア(株)

新潟市 エヌガイア(株)

埼玉県 オリックス･レンテック(株)

新潟市 (株)シーキューブ

東京都 ジーベック国際特許事務所

東京都 (株)実践マシンウェア

長岡市 高山理化精機(株)

新潟市 (一社)新潟県中小企業診断士協会

新潟市 (株)テクノソリューションズ

新潟市 轟産業(株) 新潟支店

新潟市 

東京都 (株)発明通信社

三条市 (有)ファインデータ

神奈川県 ベトナム バリアブンタウ省

三条市 (株)muku.

独立行政法人　
中小企業基盤整備機構関東本部

工学院大学 
学生フォーミュラプロジェクト

金属製造業技術集団
Tech×Tech KAMO(加茂商工会議所)

(公社)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

燕研磨振興協同組合　
燕市磨き屋一番館

(株)ヤマシタワークス・
日本スピードショア(株)

(株)メタルヒート
(金属熱処理ソリューション)

ものづくり支援センター
しもすわソリューション他 

(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

お 問 い 合 わ せ 先

一般財団法人燕三条地場産業振興センター

TEL:0256-35-7811（代表）
URL: http://tsm2014.tsjiba.or.jp/

〒955-0092 新潟県三条市須頃１-17   FAX: 0256-32-0447   E-mail: tsm2014@tsjiba.or.jp

製造業関係や工業系の
ものづくりの楽しさを
伝え人気を誇る漫画

「ナッちゃん」で
有名な

たなかじゅん氏の
特別講演

日 時 10月1日 16:00 - 17:20
会 場 リサーチコア 7F マルチメディアホール 
講 師 たなかじゅん氏 【マンガ家】

ものづくりの楽しさを広げよう

【たなかじゅん】漫画をとおしてものづくりの楽しさ、奥深さを伝え、製造業関係者や工業系の
学生にも高い人気を誇る漫画『ナッちゃん』の作者。実家は和歌山の町工場で、自らも
大阪工業大学の電子工学科出身とものづくりに深く関わっており、「ナッちゃん」を通じて
ものづくりの楽しさを描写し、多くのファンの心をつかんでいる。
〈ナッちゃん〉OLを辞めて大阪の父の鉄工所を継いだ、ナッちゃんが、工場に次から次へとも
ちこまれてくる様々な機械の問題を持ち前のガッツとアイディアで解決していく痛快漫画。
（集英社「スーパージャンプ」に掲載、コミックスとして本編21巻と東京編3巻を刊行）

特別講演会

History
Research

Technology

Product

Innovation
Original

Worldwide

Confidence

地域“発”が、
世界を変える。

会場／燕三条地場産業振興センター（新潟県三条市須頃１-17） メッセピア、リサーチコア、特設テントエリア 他 来場をお待ちしております

燕三条ものづくりメッセ2014 検　索

駐車場について│当日は会場駐車場の他、向かいAEONの立体駐車場もご利用いただけます。

◎お申込は、中面のセミナー申込用書をご記入ください

■ 加工技術分野　  ■ 民生品分野  　■ 機械装置分野　  ■ 産学研究機関　  ■ ソリューション他

当日はコミックの販売と
サイン会を開催します。

全 203社の出展

10.1 2W
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U10:00

 ▲ 17:30
10:00
 ▲ 16:00



会場エリアマップ
VENUE MAP

11:00 - 11:15 ベトナム バリアブンタウ省 成功と発展への新発見　-バリアブンタウ省からのご招待-
11:15 - 11:30 (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 
11:30 - 11:45 エヌガイア(株) 海外ビジネス進出における課題とその対処方法
11:45 - 12:00 ＩＳＯＱＡＲジャパン(株) ISO導入のポイント
13:15 - 13:30 (株)アーク 木質バイオマスボイラーを使ったエネルギー改革について
13:30 - 13:45 (株)muku. 最新ＩＴプロモーション戦略の今、自社ブランドを確率する方法
13:45 - 14:00 (有)栄工業 女性が作る捕獲器
   日本人が知らない… アメリカと世界の
   自家用小型飛行機マーケットの紹介
14:15 - 14:30 JFE精密(株) ＪＦＥ精密㈱のＰＶＤコーティングとその適用例
14:45 - 15:00 (株)兼古製作所 なめたネジ対策ツール
15:00 - 15:15 (株)丸富五十嵐製作所 鍛造化で拡がる可能性
15:15 - 15:30 (株)カエリヤマ 次はオリンピックだ！ ブラジルの町工場事情
15:30 - 15:45 (有)三井刻印 オーダーメード工具で切り拓く、微細加工の新たな可能性

10
月
1
日
（
水
）

10
月
2
日
（
木
）

10:30 - 10:45 (株)ホクエツ 宅配トマト事業部 「セラ水」を用いた除菌・消臭について
10:45 - 11:00 サイバーレーザー(株) 高出力超短パルスレーザーの産業応用
   ＢＥＳＴ－ＪＡＰＡＮ研究会（バリ・エッジ・表面の品質と
   加工技術研究会）の活動紹介
11:15 - 11:30 (株)北陸濾化 複合表面処理技術によるバリ除去と改質処理
11:30 - 11:45 ナノグラスコートジャパン新潟雅 史上最強のガラスコーティング
11:45 - 12:00 (株)シーキューブ ベトナム実習生・技術者＋ＥＣＯによる企業力ＵＰ！！
13:15 - 13:30 (株)実践マシンウェア 低価格でも、ここまで使える３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ「ＺＷ３Ｄ２０１４」
13:30 - 13:45 アイコア(株) 見込み顧客へ効果的なアプローチを！ 「Sansanの名刺管理システム」
   「ものづくりデザイナー」テクノソリューションズが
   ご提供するSolidWorks導入及び運用支援サービス
14:00 - 14:15 (株)ハシバモールド 石膏鋳造での試作品製作のご提案
14:15 - 14:30 (株)研削研磨 世界初！鉱物油・界面活性剤ゼロの水溶性研削&切削液
14:45 - 15:00 (株)メタルヒート
  (金属熱処理ソリューション) 
15:00 - 15:15 新潟県立三条テクノスクール 職業訓練をして就職しませんか、職業訓練した方を採用しませんか

11:00 - 11:15 BEST-JAPAN研究会

13:45 - 14:00 (株)テクノソリューションズ

金属熱処理ソリューションのご紹介

日本政策金融公庫の融資制度等について

14:00 - 14:15 (株)ATRヤマト

セミナーの参加は無料です。予め事務局へFAX等にてお申し込み頂ければ、確実に聴講できます。本ページをコピー又は切り取って申し込み下さい。

会社名                                                                            　氏名

所属・役職 TEL FAX

セミナー聴講申込書
聴講を希望するセミナーに○を付けて必要事項を記入し、FAXにてお申し込み下さい。 FAX 0256-32-0447

主催 : 長岡技術科学大学、新潟工科大学、長岡工業高等専門学校 

■2014技術シーズプレゼンテーションin燕三条地場産業振興センター
日 時 10月1日（水） 会 場 メッセピア ４F 大会議室 

13:35 - 14:00
「傾斜プラネタリ加工による炭素繊維
強化樹脂及びチタン合金の穴あけ」
田中 秀岳先生  【長岡技術科学大学 機械系 助教】

聴講希望 14:50 - 15:15
「絶縁性セラミックスの放電加工技術」
金子 健正先生  【長岡工業高等専門学校 機械工学科 助教】

聴講希望

15:15 - 15:40
「金属キレート原料を用いた
セラミックス高速コーティング技術」
小松 啓志先生  【長岡技術科学大学 工学部 研究員】

聴講希望14:00 - 14:25
「天然ガスを主燃料とする
二元燃料ディーゼル機関」
吉本 康文先生  【新潟工科大学 工学部 機械制御システム工学科 教授】

聴講希望

14:25 - 14:50
「システム安全の概念を考慮した
食品用高圧処理装置の開発」
大塚 雄市先生  【長岡技術科学大学 システム安全系 准教授】

聴講希望

主催 : 独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部

■経営力強化セミナー
日 時 10月2日（木） 会 場 リサーチコア ６F 研修室

10:30 - 12:00
「グローバル競争市場で勝ち進む
～中小自動車関連メーカーの海外戦略～」
元廣 俊樹氏  （元 日産自動車 海外技術部 部長）
【中小企業基盤整備機構 関東本部 シニアアドバイザー】

聴講希望 14:30 - 15:50
「コマツのグローバル調達戦略について」
中川 達夫氏  【株式会社小松製作所 調達本部 調達企画部 部長】

聴講希望

13:00 - 14:20
「新中期経営計画「TRANSFORM2016」とオープンイノベーション」
腰塚 国博氏  【コニカミノルタ株式会社 開発統括本部長 常務執行役】

聴講希望

■特別講演会
日 時 10月1日（水）
会 場 リサーチコア 7F マルチメディアホール 

16:00 - 17:20
ものづくりの楽しさを広げよう
たなかじゅん氏 【マンガ家】

聴講希望

会 場 多目的大ホール内 プレゼンテーションコーナー出展社プレゼンテーション   

「この企業の技術に興味が有る」、「発注の検討をしたい」などあれば、右記のメールアドレスに連絡して下さい。
事務局で内容を確認させて頂き、面談日程を調整いたします。お目当ての企業と確実に商談できます。 tsm2014@tsjiba.or.jp

マッチング事前予約

その他特別イベント開催

全国の中小製造業が自社の誇りを
賭けて作成したコマを持ち寄り、
一対一で戦う大会です。コマ大戦に
て使用されるケンカゴマは直径
20mm以下、一円玉より小さい
コマです。日頃は目に付きにくい
製品を取り扱うプロの技が、土俵の
上でぶつかり合います。

本気で作り、本気で遊べ！集まれものづくり自慢！

会場：メッセピア 特設会場  時間：10：00～12：0010月2日（木）

■燕三条地域の製品ギャラリー（リサーチコア３Ｆ）
その他の催事

■ＬＳＡ(小型スポーツ用飛行機)
■学生フォーミュラ

特別展示

燕三条工場の祭典
新潟県三条市・燕市全域で開催! 詳しくは

▲

http://kouba-fes.jp/
10月2日（木） ▼5日（日）
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主催 : (公社）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 

■バリ取り加工技術専門セミナー
日 時 10月1日（水） 会 場 リサーチコア ６F 研修室

11:00 - 12:00
「バリ取り・エッジ仕上げの基本技術」
北嶋 弘一先生  【関西大学 名誉教授】

聴講希望

13:30 - 14:15
「XEBECブラシを用いたバリ取り・研磨自動化のご提案」
赤川 康太氏  【(株)ジーベックテクノロジー 営業部】

聴講希望

14:15 - 15:00
「切削効率を向上する超高圧クーラント技術」
森合 主税氏  【(株)トクピ製作所 代表取締役社長】

聴講希望

事前申込 不要

http://www.komataisen.com/

会 場
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