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ごあいさつ 主催3市代表・松本市長 臥雲義尚ごあいさつ 2021まつもと広域ものづくりフェア運営委員会 会長
松本商工会議所 会頭井上　保

　「まつもと広域ものづくりフェア」は、平成12年に「まつもと広域工
業まつり」として始まり、本年で２1回目の開催を迎えます。
　本フェアは、『地域企業等の販路拡大や人材確保に寄与すること』
及び『将来を担う子どもたちに、ものづくりや理工学への関心を持っ
てもらうこと』を目的としており、地域の産業界をはじめ、大学や高校
などの教育機関、行政機関、商工会議所など、多くの皆様のご協力
をいただいておりますことに厚くお礼申しあげます。

　今回は、会場を中心市街地へ移しての開催となります。
　中信3市の企業や団体が、自社の技術や製品を展示し、中信地区の学生や、市民に向け
てPRする「松本・塩尻・安曇野企業展示会」、長野県内外の企業間による商談会「信州まつ
もとビジネス商談会」を中央体育館にて開催いたします。この試みが、学生と地元企業との
マッチングによる地域への若者の定着や、企業の販路開拓等新たなビジネスチャンスの拡
大、更には松本地域の経済活性化に繋がるよう大いに期待しております。
　また、Mウイング・松本商工会館では、毎年好評をいただいております「ものづくり体験教
室」を開催いたします。アルミで作る連射式ゴムてっぽう作りや、銅板で鶴を折るなど、もの
づくりの楽しさや魅力を感じていただくことができます。ぜひ、ご家族でお出かけいただき、
子どもたちと一緒にものづくりの楽しさ、素晴らしさを体験していただきたいと思います。
　結びに、本フェアを契機として、松本広域圏のものづくり産業が益々発展することをご祈
念申しあげ、ご挨拶といたします。

　この度、自治体や関係機関をはじめ、多くの企業・団体の皆様に
ご支援、ご協力を賜り、「2021まつもと広域ものづくりフェア」が開
催できますことに厚くお礼申し上げます。
　地域経済や産業の活性化を目的とした本ものづくりフェアは、
21回目を迎えました。今回は「松本・塩尻・安曇野企業展示会」「信
州まつもとビジネス商談会」「ものづくり体験教室」の3つの柱で構

成されています。
　「松本・塩尻・安曇野企業展示会」には29事業所が出展し、自社の商品や製品、技術など
の展示PRを行うことで、販路開拓や人材確保などビジネスに結び付くことをねらいとして
います。また、市民の皆様やこれから就職を予定している学生の皆さんには企業を知っても
らい、興味を持ってもらうことを図ります。
　「ビジネス商談会」は、全国から88社が参加し、事前マッチング制による商談会を実施し
て新たなビジネスに繋がることを目指します。
　また、小中学生にものづくりの楽しさや面白さを知ってもらう「ものづくり体験教室」を合
わせて実施します。
　地域企業の「技」や「強み」をご覧いただける絶好の2日間ですので、ぜひ多くの皆様のご
来場をお待ち申し上げています。

● 主  催／まつもと広域ものづくりフェア運営委員会・実行委員会
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● 協  力／
長野県教育委員会、松本市教育委員会、塩尻市教育委員会、安曇野市教育委員会、松本歯科大学、松本短期大学、ＮＨＫ長野放送局、SBC信越放送、NBS長野放送、TSBテレビ信州、abn長野朝日放送
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Mウイング・松本商工会館Mウイング・松本商工会館
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未来に繋がる出会いが待っている！！未来に繋がる出会いが待っている！！

松本市、塩尻市、安曇野市、松本広域連合、長野県松本地域振興局、(公財)長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター、(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部長野職業能力開発促進センター
松本訓練センター、長野県松本技術専門校、（一財）松本ものづくり産業支援センター、松本地域産学官連絡会、松本地区雇用福祉協議会、松本商工会議所、塩尻商工会議所、安曇野市商工会、松本機械金属
工業会、塩尻機械金属工業協同組合、安曇野工業会、松本機械金属工業会青年部、松本市西南工場団地協議会、松本市大久保工場公園団地管理組合、松本臨空工業団地管理組合、信州大学、松本大学、長野
工業高等専門学校、中信地区高等学校校長会、松本工業高等学校、松本市技術・家庭科教育研究会

松本・塩尻・安曇野 企業展示会松本・塩尻・安曇野 企業展示会

信州まつもとビジネス商談会信州まつもとビジネス商談会

ものづくり体験教室ものづくり体験教室

㈱アズミ村田製作所、しもすわ今昔館おいでや 時計工房儀象堂、㈱デンソーエアクール （順不同）

日本各地から88社がエントリー日本各地から88社がエントリー

チャレンジする企業 進化する技術が集結チャレンジする企業 進化する技術が集結

この体験が君の未来のきっかけになる！！この体験が君の未来のきっかけになる！！

※写真はイメージです。 マスクの着用 入場時の検温 こまめな手指消毒 “3密”の回避
来場者の
連絡先を記録

接触確認アプリ
（COCOA）の登録

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

熱・咳等の症状が
ある方の入場規制

2021



株 式 会 社 倉 科 鐵 工 所
長野県鐵構事業協同組合 中信支部

企業理念：私たちは技を磨き、真心を込めて、鉄の文化
を未来へつなげていきます。
建設構造物や機械関係の鉄に関わる仕事です。将来に
わたり地図に残り、地域のインフラを支え、人々の命と
財産を守る安全な鉄の構造物を提供することが私たち
の使命です。

ブース① ものづくり・製造 松本市

会社の特徴・事業内容

株 式 会 社   デ リ カ

有機農業を支援し、安全安心の食糧生産に役立つ農業
機械を提供しています。
農業用作業機の開発・製造・販売、トラクタ連結装置他
トラクタ部品等の製造・納入、洗車機フレーム等の製
造・納入。　　　　　

ブース③ ものづくり・製造 松本市

会社の特徴・事業内容

シナノカメラ工業株式会社

①1998年12月 ISO9002取得、2001年12月 ISO9001へ更新、
2002年12月 ISO14001認証取得・健康経営優良企業・長野県 
SDGs推進企業登録
②お客様のご要望に応じ、基板設計から部品調達、製品加工ま
で対応致します。微細な基板実装から無線分野の製品製造な
ど、試作から少ロット・大量生産まで対応しております。　　　
③産業用設備制御機器、自動車アクセサリー機器、データーロガー
機器、センサー機器等を長年に渡り製造・納品の実績あります。
④3Dプリンターを運用中、試作、少LOT製品の造形。筐体設計
支援を行います。

ブース② ものづくり・製造 松本市

会社の特徴・事業内容

チャレンジする企業 進化する技術が集結チャレンジする企業 進化する技術が集結

企業展示会企業展示会

電 算 印 刷 株 式 会 社

印刷物（書籍・出版・商業用・業務用・その他各種印刷
物）の企画・デザインおよび製造・マルチメディア（HP、
CD-ROM、PDF、電子書籍）の企画・デザインおよび製造・
情報処理（データ入力、データ集計、データベース構築）
SDGｓに貢献する取り組みを社内外で推進。環境配慮
紙の提案や、長野県中信地域におけるコトづくりを発
信、展開。

ブース④ ものづくり・製造 松本市

会社の特徴・事業内容

大和電機工業株式会社

当社では、電子部品や半導体部品に対して「表面処理
加工＝めっき」を行い、導電性や接合性などの性能を付
加しています。表立つ技術ではありませんが、「縁の下
のチカラ持ち」としてIT製品やカーエレクトロニクス製
品に貢献しています。

ブース⑥ ものづくり・製造 松本市

会社の特徴・事業内容

ニッキトライシステム株式会社

大手メーカーの開発設計者の開発時間短縮のサポート
をしています。さまざまな業界の新しい試みに、技術を
持って一緒に挑戦します。10代から70代まで個性的で
魅力的な社員が日々挑戦している会社です。

ブース⑤ ものづくり・製造 松本市

会社の特徴・事業内容

株 式 会 社 サ イ ク ス

産業用ロボットを活用し、人とともに・人の代わりに働く
機械装置を作っています。自動車、食品、医療などあらゆ
る業界のニーズに設計・組立・制御のエンジニア集団で
お応えしています。

ブース⑦ ものづくり・製造 塩尻市

会社の特徴・事業内容

安曇野本多通信工業株式会社

固定電話などの通信インフラ向けで生まれたコネクタ
専業メーカーです。
ニッチな分野でトップシェア商品を多数持つ一方で、中
堅企業ならではの幅広い業務経験を通じて早い自己成
長を実感できる、面白みのある会社です。

ブース⑨ ものづくり・製造 安曇野市

会社の特徴・事業内容

株 式 会 社 サ ン コ ー

当社は1963年の創業以来、精密プレス加工技術を核にテ
レビやデジタルカメラなどの身近な電子機器、自動車の内
装やカーナビ、ETCといった車載商品を支える部品を製造
してきました。現在はハイブリッド車を筆頭とするEV車の
モーターに関わる部品も製造しています。金型を自社で
設計製作しメカユニットの組み立てまで一貫生産可能な
体制を整え、国内大手メーカー様を含む「幅広いお客様」
と直接のお取引があることも当社の強みとなります。

ブース⑧ ものづくり・製造 塩尻市

会社の特徴・事業内容

入場
無料



Mウイング 8階 体育館
日時：

会場：

23　・2423　・2411/11/ 祝 水

有限会社多田プレシジョン

向上心・好奇心・考動より高みを目指し努力する心。
未知の事に興味を持ち常に考えながら働く事。
この精神が少数精鋭へとつながっています。　　　　
　手に職 技術は一生の宝物。
「現代の名工」である社長自ら技能継承の為、最新技術と
長年培った基礎技能を融合した指導にあたっています。

ブース⑩ ものづくり・製造 安曇野市

会社の特徴・事業内容

土 屋 製 工 株 式 会 社

部品加工の諸設備は勿論のこと、焼付塗装工場と組立
工場を同一敷地内に保有し、組立完成品まで社内一貫
生産できる希少な会社です。

ブース⑫ ものづくり・製造 安曇野市

会社の特徴・事業内容

株 式 会 社 ち くま 精 機

液晶点灯検査装置・FA省力化装置の開発・設計、家庭
用生ごみ処理機製造・販売、パソコン組み立て開発・設
計からサポートに至るまでのワンストップソリューショ
ンをご提供致します。
各分野の専門性や強みを活かし、連携することで高付
加価値な製品の開発・製造を実現しています。

ブース⑪ ものづくり・製造 安曇野市

会社の特徴・事業内容

出入口

会場案内図
松本 塩尻 安曇野 企業展示会

株式会社デンソーエアシステムズ長野工場

デンソーグループの一員として、カーエアコンシステム
を構成するホース・アルミ配管の技術開発・製造、そして
販売を一貫して行っています。
常に世界シェアNo.1が狙える技術を開発し、品質・コス
トそして車両への搭載性などさまざまなお客さまのニー
ズに、すばやく応えることのできる製品を世に送り出す
ことを目指しています。

ブース⑬ ものづくり・製造 安曇野市

会社の特徴・事業内容

日 本 電 熱 株 式 会 社

日本電熱は美しい景色に囲まれ、自然豊かな「安曇野市」に本
社・工場があります。
創業７０年を超える歴史の中で、様々な熱に関するノウハウが
蓄積されています。
東京スカイツリーの着氷を防ぐためのヒーターを開発し、全社
員が一丸となり生産ライン設備、生産に携わり、実現しました。
当社の製品は普段目にすることは少ないものばかりですが、生
活、産業に欠かせないものです。縁の下の力持ちとして、これか
らも社会に貢献していきます。

ブース⑮ ものづくり・製造

会社の特徴・事業内容

日本装置開発株式会社

高精度精密位置決め技術をベースに、産業用Ｘ線ＣＴ
スキャナーとＦＡ装置の開発・製造をしています。

ブース⑭ ものづくり・製造

会社の特徴・事業内容

安曇野市 安曇野市

① ㈱倉科鐵工所

③ ㈱デリカ ④ 電算印刷㈱ ⑤ニッキトライシステム㈱ ⑥大和電機工業㈱

⑦ ㈱サイクス ⑧ ㈱サンコー ⑨安曇野本多通信工業㈱ ⑩㈲多田プレシジョン

⑪ ㈱ちくま精機 ⑫ 土屋製工㈱ ⑬ ㈱デンソーエアシステムズ
長野工場 ⑭日本装置開発㈱

⑮ 日本電熱㈱ ⑯ ㈱ヒラバヤシ ⑰㈱ホットマン ⑱㈱サン工機

⑲ ㈱アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン ⑳ ㈱アルスター ㉑ カタバミ・マネジメント・サービス㈱ ㉒中部電力パワーグリッド㈱
松本営業所

㉓ ㈱ユリーカ ㉔ ㈱デイリーはやしや ㉕ ㈱ベクトルマネジメント/フィットイン ㉖㈱松本マツダオート

㉗ 名鉄自動車整備㈱ ㉘ 信州メディカル産業振興会（信州大学） ㉙ 公益財団法人
長野県中小企業振興センター

②シナノカメラ工業㈱

AM10：00～
　　PM3：30

フリー商談スペース

企業展示会ご来場者に粗品と1時間分の駐車券（松本市営駐車場／中央・アイパーク・大手門 に限ります）をお渡しします。



その場で商談ができ、企業の技や強みを手にとって知る事ができます。

本・　尻・　曇野松本・塩尻・安曇野

株 式 会 社 ヒ ラ バ ヤ シ

【弊社で加工している部品】
自動車足廻り部品、カーエアコンコネクタ部品及び
EV電池パック関連部品、ロボット部品、建機部品

ブース⑯ ものづくり・製造 安曇野市

会社の特徴・事業内容

株 式 会 社 ア ル ス タ ー

アルスターは松本市に本社を置き、県内６カ所に拠点を
設け、長年に渡り情報通信設備の構築、保守業務に携
わっております。最近は情報通信設備の末端に位置す
るloTへの取り組みを開始し、“Ｔ＝センサー”と位置付
け、お客様の課題に対し適材適所のセンサーを用い、解
決に取り組んでいます。

ブース⑳ IT・通信関連

会社の特徴・事業内容

株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン

株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイ
ン（略称：AID）と申します。松本市内のIT企業です。創業
40年以上の経験とノウハウを武器に、県内のDX推進を
牽引しています。ITに関するお困りごとがございました
ら、是非お気軽にご相談ください。

ブース⑲ IT・通信関連

会社の特徴・事業内容

松本市 松本市

カタバミ・マネジメント・サービス株式会社

ITサービスの開発・運用・保守を通じて、お客様の繁栄
に貢献しています。
当社開発のオリジナルシステム、メーカーパッケージな
どを提案し、お客様に最適なシステムを提供していま
す。

ブース㉑ IT・通信関連 松本市

会社の特徴・事業内容

株 式 会 社 ユ リ ー カ

受託システム開発。地元企業のIT化支援にも注力。
2020年厚労省ユースエール認定

ブース㉓ IT・通信関連

会社の特徴・事業内容

中部電力パワーグリッド株式会社松本営業所

地球環境に配慮した安全・安価で安定的なエネルギー
をお届けするとともに、暮らしを豊かで便利にするサー
ビス（コミュニティサポートインフラ）を提供します。

ブース㉒ IT・通信関連

会社の特徴・事業内容

塩尻市松本市

入場
無料

㈱ホットマンは「イエローハット」をはじめとした10事業
の「業界のトップ企業」と連携して事業を行う「メガフラ
ンチャイジー企業」です。イエローハットグループの全国
に及ぶ関連企業の中でも最大の経営基盤を誇り、規
模、社内制度、福利厚生面においても他社を大きくリー
ドするトップ企業として躍進を続けています。

ブース⑰ 卸・小売

会社の特徴・事業内容

松本市

株 式 会 社 ホット マ ン
イエローハットグループ

株 式 会 社 サ ン 工 機

弊社は、【フットワーク・チームワーク・ネットワーク】の3
ワークをモットーに「存在感ある商社」としてものづくりを
通し、日本を元気にする企業を目指しています。創業以来、
中南信地区の製造業を営むユーザー様を固定客に持ち、
主体はルート営業として生産設備から消耗品まで取り扱っ
ています。取扱う商品は、切削工具、工作機械、空圧機器、
物流機器、及びソフト開発など主に販売をしています。

ブース⑱ 卸・小売 安曇野市

会社の特徴・事業内容

株式会社デイリーはやしや

弊社は、コンビニエンスストアのトップブランドであるセブ
ン-イレブンのお店を通じて、お客様にお弁当、おにぎり、惣
菜、調理パンならびに、洋生菓子等のデイリー食品をお届
けすることを基幹事業としている食品メーカーです。高齢
化社会、女性の就業率の上昇、世帯人口の減少などの社会
環境の変化に伴い、ますます重要となるコンビニエンスス
トアの役割、近くて便利なお店を通じて、お客様に食の喜
びや感動を感じて頂けるような調理食品の開発と製造に
取組んでおります。

ブース㉔ 食品製造

会社の特徴・事業内容

松本市



Mウイング8階体育館
期日：

会場：

23　・2423　・2411/11/ 祝 水

企業展示会企業展示会
株式会社ベクトルマネジメント/フィットイン

当社専属の専門家（中小企業診断士、キャリアコンサルタ
ント）が、中小・中堅企業の皆さまの達成すべき課題解決と
業績向上のため、人と組織の戦略実行力を強化するコン
サルティング、企業研修、地域コミュニティ運営等のサービ
スを提供しております。

ブース㉕ サービス 松本市

会社の特徴・事業内容

名鉄自動車整備株式会社

弊社の特徴として、働くクルマである事業用車両の整
備を数多く行っている点が挙げられます。特に大型車
両の整備を得意としており、普段の「生活の足」である
バスや「物流の屋台骨」であるトラックなどの整備を通
して、地域の交通インフラを支えています。

　企業展示会場には特設の商談スペースを
ご用意しております。
　本展示会に参加している企業・団体とのビ
ジネスが生まれるチャンスとなります。
　企業展示会場にお越しいただいた方に
は、粗品をお渡しいたしますので、多くの皆
様のご来場を心よりお待ちしております。

ブース㉗ サービス

会社の特徴・事業内容

株式会社松本マツダオート

当社では、お客様の「車と共にある生活の潤い」という
新たな付加価値を提供する活動を行っています。
平均年齢が30歳と若く、若手社員の活躍の場が多い会
社です。
転勤がないため、お客様との長いお付き合いできること
で、より良い関係を築くことができます。
安心してお車に乗っていただくため、「お役に立とう」
「期待に答えよう」という思いのもと、全社員一丸となっ
て働く会社です。

ブース㉖ サービス

会社の特徴・事業内容

松本市松本市

本会は、メディカル産業への新規参入・新製品開発を目
指す企業等と、医療従事者や工学系・農学系研究者、関
連する行政機関が集い、信州大学松本キャンパスで構
築する「信州メディカルシーズ育成拠点」との密接な連
携により、長野県のメディカル産業の振興を推進するこ
とを目的としています。

ブース㉘ その他 松本市

会社の特徴・事業内容

長野県中小企業振興センター

県内企業の発展の為、創業や新製品開発、経営革新、
マーケティング力の強化、企業再生、事業引継ぎ支援な
ど様々な取組みを総合的にバックアップします。

ブース㉙ その他

会社の特徴・事業内容

松本市

信州メディカル産業振興会
信州大学

公益財団法人 企業展示会へ
ご来場される皆様へ

信州まつもとビジネス商談会は
「2021まつもと広域ものづくりフェア」の事業として開催する、
「受発注開拓」を目的とした
事前マッチング型のビジネス商談会です。

日本各地から88社がエントリー！

信州まつもと
ビジネス商談会

※既にエントリーは締切となっております。

Mウイング 8階 体育館
日時：

会場：

23　・2423　・2411/11/ 祝 水
AM10：00～
　　PM3：30

企業展示会ご来場者に粗品と1時間分の駐車券
（松本市営駐車場／中央・アイパーク・大手門 に限ります）を
お渡しします。
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〒399-8204 安曇野市豊科高家1020

〒399-0702 長野県塩尻市大字広丘野村1787番地32
TEL.0263-52-0996  FAX.0263-52-4791
http://akahanekouki.co.jp/　E-mail akahanekouki@carrot.ocn.ne.jp

赤羽工機有限会社

精密機械加工

多機種小ロット生産に対応すべく、多様な設備性能を発揮し、
日々生産し続けています。

事業内容

PRメッセージ

〒399-0702　長野県塩尻市広丘野村 1526-1
TEL. 0263-52-1100　FAX. 0263-54-2485

URL http://www.kanryu.com  E-mail gyoumu@kanryu.com

精米機メーカーとして、創業以来ご愛顧いただいております。
これからもお客様のニーズに沿った商品開発を進めてまいります。PRメッセージ

PRメッセージ
事業内容

株式会社

デリカ・ブランドの作業機械を開発・製造し、
循環型有機農業に貢献しています。PRメッセージ

事業内容

saiyo@topy-fas.co.jp
工業用ファスナー（自動車、精密機器）の製造・販売
自動車のエンジン、ミッションなど様々な所に使われている部品をプレスから
焼入れ・表面処理まで一貫生産しています。
海外にも製造拠点を持ち、お客様のニーズにお応えするべくグローバルな
展開を推進しています。

土屋製工株式会社

事業内容

PRメッセージ

200ℓドラム缶と18ℓ缶のリユース再生、
各種スチール缶・薄板プレス製品の製造、発泡スチロール容器事業。

事業内容

〒399-0033 長野県松本市笹賀5960
TEL.0263-26-1232  FAX.0263-26-9036
URL http://kubota.world.coocan.jp/com/

事業内容

〒390-8503 長野県松本市中央1-23-1 松本商工会議所内
TEL.0263-32-5350  FAX.0263-32-1482

PRメッセージ

ご協賛企業一覧ご協賛企業一覧

新たなステージは松本臨空工業団地から
総面積80ha!!

松本臨空工業団地
松本臨空工業団地管理組合
〒390-1242 長野県松本市大字和田4010番地27
TEL.0263-48-0726
FAX.0263-48-0740
URL.  http://www.matumoto-rinku.com/
E-mail.  rinku-kanri@temari-net.or.jp
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『2021まつもと広域ものづくりフェア』をサポートしています。『2021まつもと広域ものづくりフェア』をサポートしています。

〒390-0852 松本市大字島立635-1
TEL.0263-47-9300㈹ FAX.0263-47-9310

https://www.matsumotodoken.co.jp/

人と自然の共存

水道用バルブ類、継手類の設計・製造・販売
ニーズを先取りした開発力と、永年培った確かな技術力、
一貫した国内自社製造により、高性能で高品質、安全な製品を製造し、
皆さまに清浄な水をお届けするお手伝いをしています。

PRメッセージ

事業内容

〒390-8503 長野県松本市中央1-23-1 松本商工会議所内

会員による、視察研修事業・松本市工業ビジョン推進事業・
まつもと広域ものづくりフェアへの参画・会員親睦事業等

各種事業活動を通じ、地域社会の次期推進役たる要素を養うことで、
地域産業の発展に寄与することを目的に積極的に活動しています。

TEL.0263-32-5350  FAX.0263-32-1482

松本機械金属工業会青年部

工業振興に関する事項の推進、技術・研修に関する事業等の実施。
地域社会への寄与・後継者の育成活動。

行政等支援機関との連携を図り、業界や地域全体の経済底上げ
等に向けた取り組みを実施しています。

松本機械金属工業会

事業内容

PRメッセージ

事業内容

PRメッセージ

〒390-8503 長野県松本市中央1-23-1 松本商工会議所内

従業員の福利厚生、新卒者の採用に資する事業等

新入社員激励のつどい、松本地区産業事業視察などを実施して、
事業所の従業員の福利厚生、新卒者の採用に寄与する事業を
推進しています。

TEL.0263-32-5350  FAX.0263-32-1482

松本地区雇用福祉協議会

事業内容

PRメッセージ

〒390-0811 長野県松本市中央1-23-1 松本商工会館3階

中信地区の個性豊かな印刷会社27社で構成する業界団体です。

TEL.0263-34-1662  FAX.0263-34-2879
E-mail  chuinko-777@po.mcci.or.jp

長野県中信印刷工業会
長野県印刷工業会

PRメッセージ

〒399-0702 塩尻市大字広丘野村1854-2

NC旋盤、マシニングセンターを主体とした精密部品の量産加工。

『創意と工夫によりお客様が満足する品質を提供する』をモットーに、
お客様のニーズに全力でお応えする〝モノづくりのパートナー〟です。

TEL.0263-54-1656  FAX.0263-54-1724
URL  https://work-seiki.jp    E-mail  work＠k2.dion.ne.jp

株式会社ワーク精機

事業内容

PRメッセージ

大久保工場公園団地は、松本市が昭和39年に内陸地域では全国で唯一の「新産業都市」と
して指定されたことを受け、昭和47年に完成しました。
市の中心部から西南約5ｋｍの田園地帯に位置し、水と緑に囲まれた豊かな環境の大規模
工場団地で、高速道路、鉄道、空港のアクセスも良く、多くの期待を狙い操業しています。

環境を第一に考えた、緑の工場団地は更に躍進します。

〒399-0033 松本市大字笹賀5652-56  TEL.0263-26-3939  FAX.0263-26-4030
E-mail ookubo1230@gm.tp1.jp

事業内容

PRメッセージ

万が一の災害に備えてデータ管理は万全ですか。
遠隔地複数拠点にデータを保存し、会員事業所様のデータを守ります。
商工会議所データバックアップサービス(CCIBackup)は遠隔地にデータを
バックアップすることで会員企業様のデータを守ります。万が一大震災に見
舞われても、影響を受けず事業継続の確保ができBCP 対策に最適です。

松本商工会議所  情報事業部

https://www.ccibackup.jp/ info@ccibackup.jp

事業内容

PRメッセージ

次世代への創造と新たな挑戦で進化を続け、
あなたの思いに応えます。

社会インフラから精密機械まで、あらゆる産業を支える
金属の総合商社。

〒399-8755 長野県松本市市場5-26
TEL.0263-27-1850  FAX.0263-29-4740
http：//www.hanamurasangyo.co.jp

PRメッセージ

事業内容

「人と自然の共存」をテーマに、地域社会の発展に貢献してまいります。

土木・建築工事を手掛ける総合建設業者です。
県・市の施設管理業や太陽光発電も行っています。

PRメッセージ

事業内容

https://www.matsumoto-shinkin.jp/

希望という名の芽、

大切に育てます。

〒390-8503 長野県松本市中央1-23-1 松本商工会議所内
TEL.0263-32-5350  FAX.0263-32-1482

都市ガス・プロパンガス
オートガス・電気・リフォーム

本社/〒390-8711松本市渚2丁目7番9号 TEL.0263-25-6060(代)
http//www.matsumotogas.co.jp

リネンサプライ事業・ホームクリーニング事業
ユニフォームレンタル事業・コインランドリー事業
清潔な暮らしのお手伝い

事業内容

PRメッセージ

Mウイング北

Mウイング南

伊勢町通

商
工
会
館

歩行者天国

Mウイング
北棟と南棟の
間の道路が
歩行者天国に
なります！

2021ものづくりフェア開催に合わせて、
Mウイング北棟と南棟の間の道路に人気のキッチンカーが集合！！
ぜひこの機会に人気の味をお楽しみください。

キッチンカーが
      やってくる！
キッチンカーが
      やってくる！

AM10：00～PM3：30　日時： 23　23　11/11/ 祝



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




