
ムラタセイサク君®、ムラタセイコちゃん®

デモンストレーション
ムラタセイサク君®、ムラタセイコちゃん®

デモンストレーション

1日4回／【M-1】10：00～10:20
　　　　【M-2】11:00～11:20
　　　　【M-3】13：00～13：20
　　　　【M-4】14:00～14:20

会場／Mウイング
          5階レクリエーション室

※内容はすべて予定のため、予告無く変更となる場合があります。※内容はすべて予定のため、予告無く変更となる場合があります。

体験チケットは
「ＰＡＳＳＭＡＲＫＥＴ」から11/8（月）AM9：00～販売開始
体験チケットは
「ＰＡＳＳＭＡＲＫＥＴ」から11/8（月）AM9：00～販売開始チケットの買い方・使い方

枚数を選択

例えば

アンケートを入力 お支払い方法を入力

2枚
氏名

性別

etc…

チケットを受け取る

購入したチケットは「メール」
または「購入済みのチケット」
画面からいつでも
表示できます。

メールアドレスを入力

xxx@xxx..xx
passmarket-master@mail.yahoo.co.jp
からのメール受取を許可してください。

受け取ったデジタルチケットの画面を
受付でご提示ください。

2. パソコン等から
     印刷して提示

1. チケットを
    スマホ画面に表示

ウォッチ作りウォッチ作り
腕時計組立て、
ミクロの世界へ飛び込もう!!
腕時計組立て、
ミクロの世界へ飛び込もう!!

協力／しもすわ今昔館おいでや 時計工房儀象堂
※オプション：替えベルト（1,000円）会場で販売します。

協 力／ポリテクセンター松本協 力／ポリテクセンター松本

どこまで
飛ぶかな？
どこまで
飛ぶかな？

A

E

I J

B
スカイスクリューを
作ろう！
スカイスクリューを
作ろう！

無料

5連射できます。5連射できます。

協 力／ポリテクセンター松本

時間／【B-1】10：30～11：30 
         【B-2】13：30～14：30  
各回4名（9歳以上） 各回4名（6歳以上）

      アルミで作る
連射式輪ゴムてっぽう
      アルミで作る
連射式輪ゴムてっぽう

協 力／長野工業高等専門学校協 力／長野工業高等専門学校 協 力／長野工業高等専門学校協 力／長野工業高等専門学校 協 力／長野工業高等専門学校協 力／長野工業高等専門学校

ふしぎ？
科学マジック
ふしぎ？
科学マジック
理科の原理を使った
楽しい手品を見よう。種明かしあり！！
理科の原理を使った
楽しい手品を見よう。種明かしあり！！

ウインド
チャイム製作
ウインド
チャイム製作
キレイな音色の銅管チャイムを作ろう！！キレイな音色の銅管チャイムを作ろう！！

時間／
【J-1】10：00～10：20 
【J-2】10：40～11：00
【J-3】11：20～11：40 
【J-4】13：00～13：20 
【J-5】13：40～14：00 
【J-6】14：20～14：40 各回3名（小学生以上）

時間／
【J-1】10：00～10：20 
【J-2】10：40～11：00
【J-3】11：20～11：40 
【J-4】13：00～13：20 
【J-5】13：40～14：00 
【J-6】14：20～14：40 各回3名（小学生以上）
協 力／長野県松本技術専門校協 力／長野県松本技術専門校

時間／【I-1】9：30～10：30 
         【I-2】11：00～12：00 
         【I-3】12：30～13：30 
         【I-4】14：00～15：00
各回10名（6歳以上）（低学年の場合は保護者同伴）

時間／【I-1】9：30～10：30 
         【I-2】11：00～12：00 
         【I-3】12：30～13：30 
         【I-4】14：00～15：00
各回10名（6歳以上）（低学年の場合は保護者同伴）

各回5組（例：子ども1名に対し保護者1名）各回5組（例：子ども1名に対し保護者1名）

協 力／松本機械金属工業会 青年部協 力／松本機械金属工業会 青年部

銅板を使った
折り鶴製作です！
銅板を使った
折り鶴製作です！

銅板で鶴を
折ってみよう！
銅板で鶴を
折ってみよう！

協力／（株）アズミ村田製作所

時間／【A-1】9：30～10：00 
         【A-2】11：00～11：30 
         【A-3】13：00～13：30
         【A-4】14：30～15：00
各回8名（6歳以上）

時間／【A-1】9：30～10：00 
         【A-2】11：00～11：30 
         【A-3】13：00～13：30
         【A-4】14：30～15：00
各回8名（6歳以上）

時間／【F-1】9：30～10：20
         【F-2】11：50～12：40 
         【F-3】14：10～15：00 各回20名（6歳以上）

時間／【F-1】9：30～10：20
         【F-2】11：50～12：40 
         【F-3】14：10～15：00 各回20名（6歳以上）

時間／【K-1】9：30～10：30 【K-2】11：00～12：00 
         【K-3】13：30～14:30 
各回20名（6歳以上）

空気清浄機能つき
ティッシュスタンドを作ろう！
空気清浄機能つき
ティッシュスタンドを作ろう！

協 力／株式会社デンソーエアークール協 力／株式会社デンソーエアークール

時間／【E-1】10：00～11：30
　　　【E-2】13：00～14：30 
各回10名（6歳以上）

時間／【E-1】10：00～11：30
　　　【E-2】13：00～14：30 
各回10名（6歳以上）

ティッシュ de
エアクリーン
ティッシュ de
エアクリーン

振動を見てみよう！振動を見てみよう！
振動は体で感じるもの！
のっぽのビルと
小さい小さいビル、
ゆれかたがちがうかな？

振動は体で感じるもの！
のっぽのビルと
小さい小さいビル、
ゆれかたがちがうかな？まるくないのにくるくる回る

不思議な歯車のキーホルダーを作ります。
まるくないのにくるくる回る
不思議な歯車のキーホルダーを作ります。

不思議な
歯車キーホルダーを
作ろう!

不思議な
歯車キーホルダーを
作ろう!

時間／【G-1】10：30～【G-2】11：00～【G-3】13：00～
　　　【G-4】13：30～【G-5】14：00～【G-6】14：30～
所要時間／1回15分
各回10名（幼児は保護者同伴）

時間／【G-1】10：30～【G-2】11：00～【G-3】13：00～
　　　【G-4】13：30～【G-5】14：00～【G-6】14：30～
所要時間／1回15分
各回10名（幼児は保護者同伴）

時間／【H-1】10：30～【H-2】11：00～【H-3】13：00～
　　　【H-4】13：30～【H-5】14：00～【H-6】14：30～
所要時間／1回20分
各回4名（幼児は保護者同伴）

時間／【H-1】10：30～【H-2】11：00～【H-3】13：00～
　　　【H-4】13：30～【H-5】14：00～【H-6】14：30～
所要時間／1回20分
各回4名（幼児は保護者同伴）

教室教室教室

楽しい工作シリーズ：
水陸両用車
楽しい工作シリーズ：
水陸両用車 お風呂でも遊べるよお風呂でも遊べるよ

時間／【C-1】10：30～11：30 
         【C-2】13：30～14：30

協 力／ポリテクセンター松本

無料

無料

無料

無料

2,500円
参加費

（材料費込）

1,000円
参加費

（材料費込）

500円
参加費

（材料費込）

100円
参加費

（材料費込）

700円
参加費

（材料費込）
700円
参加費

（材料費込）

全てのものづくり体験教室は
事前に申し込み（購入・予約）が

必要です。　

要事前申し込み

会場／松本商工会館 6階606会議室

会場／松本商工会館 3階302会議室
会場／松本商工会館 3階301会議室

会場／松本商工会館 6階603会議室

会場／松本商工会館 6階605会議室 会場／松本商工会館 6階602会議室

会場／Mウイング  3階3-1会議室

会場／Mウイング 3階3-B視聴覚室 会場／Mウイング  8階体育館 会場／Mウイング  8階体育館

C

F G H

K

サッカーロボットを
作ろう！
サッカーロボットを
作ろう！
リモコン操作のかんたん
ロボットサッカー対決
リモコン操作のかんたん
ロボットサッカー対決

協 力／松本工業高等学校 電子工学部協 力／松本工業高等学校 電子工学部

時間／【D-1】10：30～11：30
         【D-2】12：30～13：30
         【D-3】14：00～15：00 
           各回12名（6歳以上）

時間／【D-1】10：30～11：30
         【D-2】12：30～13：30
         【D-3】14：00～15：00 
           各回12名（6歳以上）

1,000円
参加費

（材料費込）

会場／Mウイング  3階3-2会議室

D

「マインクラフトで
楽しくプログラミング」
マインクラフトを使って
プログラミングの基礎を学びます。

1日2回／【L-1】13：00～13：45 【L-2】14：15～15：00
会場／Mウイング 6階ホール

各回60組（小学生以上）（例：子ども1名に対し保護者1名）各回60組（小学生以上）（例：子ども1名に対し保護者1名）

無料
L

○日本で最初のマインクラフトプロマインクラフター
○日本人で7人目のマイクロソフト認定教員フェローの称号を
　マイクロソフト社から授与

○日本で最初のマインクラフトプロマインクラフター
○日本人で7人目のマイクロソフト認定教員フェローの称号を
　米マイクロソフト社から授与

情熱大陸（毎日放送）、
マツコの知らない世界（TBS）など
地上波番組に多数出演

タツナミシュウイチ氏によるタツナミシュウイチ氏による

M

https://www.mcci.jp/ ☎0263-32-5350☎0263-32-5350
まつもと広域ものづくりフェア運営委員会・実行委員会
〒390-8503 松本市中央1-23-1
「松本商工会議所 ものづくり支援グループ」 TEL.0263-32-5350 FAX.0263-32-1482

https://www.mcci.jp/

まつもと広域ものづくりフェア運営委員会・実行委員会
〒390-8503 松本市中央1-23-1
「松本商工会議所 ものづくり支援グループ」 TEL.0263-32-5350 FAX.0263-32-1482

チケットを申し込む1 申し込み内容を確認する2 申し込みを確定する3

当日会場で

体験教室に参加をご希望の方は、スマートフォンで下記QRコードを読み取り、特設サイト内で体験メニューチケットの事前購入・予約をしてください。（必須）

Mウイング・松本商工会館日時： 会場：23　23　11/11/ 祝

●チケットの事前購入・予約は必須となります。事前の購入・予約なしに当日会場にお越しいただいても体験教室に参加することはできません。
●当日体験をできる方は小中学生のお子様に限ります。（保護者、大人のみでの実施はできません。）
●各教室に入場する際には、体験するお子様1名につき保護者1名としてください。

AM9：30～
　　PM3：30


