明日へつなぐ出会いと発想

入場
無料

地域最大級の多業種総合展示会
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長野市ビッグハット
長野市若里3-22-2

～平成から令和、
そして未来～
「凄いぞ！移り変わる身近な技術」

最新のICT関連、
ものづくり分野ほか
さまざまな製品や
サービスが集結！

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。

※写真は2019年開催の様子です。

マスクの着用

入場時の検温

高熱者の入場規制

来場者の連絡先記録

こまめな手指消毒

“３密 の回避

接触確認アプリ（COCOA）
の登録入場

ごあいさつ

本年も多くの企業・団体にご理解ご協力を賜り、
「産業フェアin信州2021」
が開催できますことに心から感謝申し上げます。
いまだ新型コロナウイルス感染症拡大が終息しない中、医療従事者には感謝と敬意を申し上げます。
本フェアは、
コロナ禍でも地域経済を停滞させることなく地域産業の特色を発信し、
「ウィズコロナ」
「アフターコロナ」
を見据
えた経済活動をすすめるとともに、未来を担う学生のみなさまに地域産業と接する機会を設けていきます。
産業フェアin信州
実行委員会 会長

北村 正博

本フェア開催にあたり、主催関係者・出展社、来場者等すべての方々に感染拡大防止策を徹底して開催するため、制約等
もありますが、
ご理解ご協力をお願いいたします。
地域の様々な企業技術やサービス等がご覧いただける絶好の機会です。
どうぞごゆっくりご見学ください。

主催／産業フェア in 信州 実行委員会

事務局

〒380-0904
長野市七瀬中町276 長野商工会議所内

TEL.026-227-2428

［構成団体］長野県長野地域振興局、長野県北信地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、中野市、飯山市、高山村、長野商工会議所、千曲商工会議所、須坂商工会議所、信州中野商工会議所、飯山商工会議所、
長野市商工会、戸倉上山田商工会、高山村商工会、長野法人会、長野県テクノ財団善光寺バレー地域センター、長野県中小企業振興センター、
日本貿易振興機構長野貿易情報センター
（JETRO長野）
、
長野県食品工業協会、長野県経営者協会長野支部、長野県中小企業団体中央会長野支部、長野県商工会連合会長野・北信支部、長野県中小企業家同友会、長野工業振興会、長野市ICT産業協議会、
千曲市工業振興協議会、須坂工業振興会、須坂工業クラブ、信州大学学術研究・産学官連携推進機構、国立長野高専地域共同テクノセンター、長野県工業技術総合センター、長野県発明協会
共催／信濃毎日新聞社 協賛・後援／八十二銀行、長野信用金庫、長野県信用組合、
長野銀行、
長野県商工会議所連合会、
長野県経営者協会、
長野県中小企業団体中央会、長野県商工会連合会、長野県法人会連合会、長野都市経営研究所、関東経済産業局、
長野県教育委員会、長野市教育委員会、千曲市教育委員会、須坂市教育委員会、高山村教育委員会、
フェア公式サイトおよび
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、
長野エフエム放送、
INC長野ケーブルテレビ、
長野市民新聞社、
週刊長野新聞社、須坂新聞社、長野経済新聞社
来場者事前登録（9/22〜）

http://www.nagano-cci.or.jp/sangyoufair/

産業フェア

信州

検 索

はこちら

ご来場者はフェア公式サイトからできるだけ事前登録をお願いします。登録完了画面を印刷した用紙、または
スマホ画面を受付にご提示いただくとスムーズにご入場いただけます。なお、当日受付での用紙記入・提出も可能です。

※本事業は今後の感染拡大状況により内容が一部変更になる場合がございます。
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第48回長野県発明くふう展
自治体ＰＲコーナー

2Fへ

総合案内

【会議室5】

23日

・U-15プロコン中学生予選会場
（9:30〜12:00）

・プログラミングゲーム体験会 【会議室3】
運営本部
（13:00〜16:00）

F-01 F-02 F-03

F-04

(一方通行)

受付

(一方通行)

A-03 A-04

2Fから

【会議室2】【会議室1】

22日

・よろず経営・下請取引相談会
（11：00〜16：00）

若里ホール2F

23日

・ラジオ工作教室
（事前予約制）

23日

・U-15プロコン小学生
予選会場
（9:30〜12:00）

23日 ・長野市農業フェア
（8:30〜14:30）

会場入口

2F
1Fから

22日タイムテーブル
9：00

ステージ

23日タイムテーブル

アリーナ 会議室1 1Fロビー 2Fロビー
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15:00〜16:00

30
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U-15長野プロコン
決勝トーナメント
13:00〜14:30

30
15：00
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お楽しみサイエンスショー
14:45〜15:30

16：00

30

30

17：00

17：00

※上記の内容は今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により一部変更になる場合があります。最新情報はフェア公式サイトにてご確認ください。
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ビジネスセミナー

13：00

U

30

「発明くふう展」表彰式 12:10〜12:40

‑
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長野市農業フェア

15：00

30
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﹁発明くふう展﹂
入賞作品展示コーナー／自治体PRコーナー

企業プレゼンテーション② (有)米生物産
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プログラミングゲーム体験会
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キッズものづくり体験ランド
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ながのビジネス商談会

13：00

企業プレゼンテーション① (株)ダイフレックス
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30
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特別テーマ展示体験コーナー

12：00
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エクセレンス認定式
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ラジオ工作教室
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1Fへ

22日 ・第4回ながのビジネス商談会（11:00〜16:00予定）

出展社リスト
A産学官連携ゾーン

C-11 (株)長野ナブコ

自動ドア関連の感染症対策商品

C-12 (株)守谷商会

地下水循環型地中採放熱システム Heat-Gw-Power 長野市

研究成果、支援事例の紹介、新規導入設備の紹介 長野市

C-13 関東甲信越板硝子卸商業組合

健康を守るガラスや防災防犯、省エネ等の機能ガラスの展示紹介 長野市

A-03 (一社)長野県発明協会

知的財産に関する相談

C-14 (株)タケムラ

ウイルス対策に電解水生成機で除菌と洗浄の紹介 長野市

A-04 (一財)日本規格協会

新市場創造型標準化制度活用による伴走支援型サポート 東京都

A-01 国立高専機構 長野高専

学校紹介、教員研究紹介

A-02 長野県工業技術総合センター

長野市

長野市

長野市

C-15 (株)西村弘樹リフォームコンサルティング事務所 「空き家再生・活用」を化学する！「樹（たつき）不動産」 長野市
C-16 (株)サンジュニア

太陽光発電システム、蓄電システム、LED照明 須坂市

A-06 国立大学法人 信州大学

研究、研究会等の紹介、ながのブランド郷土食の商品販売 長野市

C-17 日東工業(株)

防災関連製品、住宅設備関連製品、ニューノーマル関連製品 他 愛知県

A-07 ノリテックデザイン(株)

自走システムを搭載した玩具の研究・開発の紹介 長野市

C-18 シャッターセンター(株)

電動シャッター、シートシャッターの展示 佐久市

A-08 長野市ものづくり支援センター

活動内容の紹介、企業誘致に関する支援の案内 長野市

C-19 (株)ダイフレックス

次世代コーティングにて雨漏り、暑さ、消音対策を実現！ 新潟県

A-09 須坂市/須坂商工会議所

市内企業・研究会の紹介

A-10 千曲市産業支援センター

市内企業、センター業務の紹介

A-11 ポリテクセンター長野

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部の業務紹介 長野市

D-01 (株)TOSYS

ニューノーマル時代のワークスタイルソリューション 長野市

A-12 (一社)長野県食品工業協会

機能性なめ茸、蜂蜜酢、すっぱ辛の素、スペシャル清酒 長野市

D-02 (株)アルスター

アルスターIoT温度管理サービス

松本市

D-03 アズライト工房

ライブ配信サポート、動画制作

長野市

D-04 (株)エス・アイ・シー

タブレットによるPOSレジシステム

長野市

D-05 (株)システックス

AIによる健康管理、Salesforceで新たな働き方、ジャム販売 長野市

A-05 信州そるがむで地域を元気にする会 信州そるがむを活用した地域循環型社会の紹介

長野市

須坂市

など

A-13 (公財)長野県テクノ財団 善光寺バレー地域センター 事業紹介、産学官連携および共同研究事例の紹介

D情報ビジネスゾーン

千曲市

長野市

B テクノロジーゾーン
B-01 不二越機械工業(株)

研磨装置デモ機、シリコンウェーハの展示等 長野市

D-06 (株)ケイケンシステム

専門知識不要のBIツール、BRMSツール等の紹介 長野市

B-02 アップリズム(株)

理工系外国人留学生就職活動サイト『jobooza students』の紹介 長野市

D-07 長野市ICT産業協議会

協議会の概要、小学生パソコン教室事業の紹介 長野市

B-03 サンケン工業(株)

精密板金（金属の板を機械で加工したもの）サンプル 長野市

D-08 野村證券(株)長野支店

職場積立NISA、積立投資のご案内、資産設計無料体験 長野市

B-04 NiKKi Fron (株)

フッ素樹脂を中心としたエンジニアプラスチックの成形・加工など 長野市

D-09 特定非営利活動法人 長野県ITコーディネータ協議会 専門家によるDX推進方法や人材育成等無料相談受付中

B-05 長野日本無線(株)

ワイヤレス給電を用いた自動生産設備のデモ展示 長野市

D-10 オリオンシステム(株)

タブレットを活用した紙帳票のデジタル化提案 須坂市

B-06 (株)羽生田鉄工所

衛星データとIoTで課題解決!リモセンマートのご紹介 他 長野市

D-11 (株)マウスコンピューター

モバイルからハイエンドまで、企業のDXを支えるPCをご紹介 飯山市

B-07 伊東産業(株) 長野支社

水門自動開閉装置「お助け門」､水圧駆動による防潮堤横引ゲート 長野市

D-12 エプソンアヴァシス(株)

AR・AI関連、イノベーション創出サービスのご紹介 上田市

B-08 オリオン機械(株)

ジェットヒーター

須坂市

D-13 アースシステム(株)

勤怠管理、申請系等をクラウドで楽に管理しませんか？ 松本市

B-09 テクノエクセル(株)

中性電解水生成器、流体制御機器

須坂市

D-14 エスエイティーティー(株)

各種eラーニングシステム、教材作成ツールなどの紹介 長野市

B-10 (株)広田製作所

データ作成から造形までの3Dプリントサービスの紹介 須坂市

D-15 (株)テクニカルパートナー

企業向けヘルプデスク、食品メーカー向けPKG「豪商」 長野市

B-11 長野ドライルーブ(株)

多機能皮膜ドライルーブ処理

D-16 (株)ソルティスター

IoT/エッジコンピューティング/組込みDB製品

B-12 (株)マップエレクトロニクス

次世代スマートグラス「InfoLinker3」の展示 上田市

D-17 (株)シバクサ電器

スマートグラスを用いた「遠隔業務支援システム」の紹介 中野市

B-13 宮原酸素(株)

農業向け炭酸施用装置「ブレス」

D-18 (公財)日本電信電話ユーザ協会

ICT活用推進とテレコミュニケーション教育 長野市

B-14 (有)中里スプリング製作所

日本製即納ばね12,000種・ワイヤーアートばね鋼房 群馬県

D-19 長野県印刷工業組合

業界PR、メモ帳配布

B-15 (有)ヨシテクノ

精密ネジ・特殊リベットなどの製品展示、パネル展示 飯山市

B-16 サトー看板店

自然堪能プレミアムサウナ

飯山市

B-17 三協立山(株) 三協マテリアル社

アルミニウムやマグネシウム形材の展示

富山県

B-18 DNライティング(株)

箕輪町

東御市

長野市

塩尻市

長野市

E ソリューションゾーン
E-01 (有)BIGWAVE

社章、記念品、イベントノベルティとして欠かせないピンバッジの紹介 長野市

紫外線空気除菌装置、キノコ育成用LEDモジュール 神奈川県

E-02 長野働き方改革推進支援センター

働き方改革を推進するための周知と企業からの相談の受付、個別支援 長野市

B-19 (株)西山ケミックス

シリコーンゴム等のゴム製品全般の設計・デザイン・試作・量産 京都府

E-03 日本たばこ産業(株)

分煙コンサルティング、加熱式たばこの紹介等 長野市

B-20 サンエナジー(株)

ＵＶ／オゾンを用いた洗浄改質・硬化・水殺菌・脱臭殺菌 大阪府

E-04 (株)アクセル物流サービス

軽貨物運送他運送と倉庫の提案とご案内

須坂市

B-21 マツシロックプロジェクト

柴石関連商品の展示

長野市

E-05 (株)BOSTEC

キャッシュレス対応決済機（非対面販売）

長野市

B-22 フォレストデザイン

ログファイヤーの紹介

飯山市

E-06 (株)戦略デザインラボ

中小企業のお悩み解決に特化した戦略支援と補助金支援 長野市

B-23 飯山市雪エネルギー検討会議

雪むろ商品（熟成酒、雪室熟成そばなど）並びに関連パネル 飯山市

E-07 (株)水島紙店 手提屋 Tesage-ya

オリジナル紙袋・布バックなど手提げ袋の紹介 長野市

B-24 DeepCloud(株)

製造業向けクラウドERPと身近なAI技術のご紹介 長野市

E-08 信光工業(株)

環境衛生「空間除菌」の提案(予定)

長野市

B-25

帆布トートバッグの展示販売

長野市

E-09 (株)ポイント

外貨両替機の販売

大阪府

B-26 (株)ミリオンズ

BCP策定及びBCP対策機器

長野市

E-10 小松空港協議会

小松空港

石川県

B-27 (株)幾久屋

台風、大雨対策商品の展示

千曲市

B-28 グルーバーレザー

革製品、バッグ、財布、小物等の製作販売。OEM製作 千曲市

B-29 (有)竹内製作所

とりピカ、不凍水抜栓「MXD」、不凍水栓柱「アイスルージュ」 須坂市

F-01 サンデン・リテールシステム(株)

冷凍自販機・冷凍・冷蔵輸送コンテナ・手指消毒器 松本市

B-30 (有)ナツバタ製作所

高付加価値合金の加工品と3D金属積層造形品 須坂市

F-02 農村木島平(株)

木島平米を使用したスイーツ・パン・お弁当販売 木島平村

F-03 ホクト産業(株)

プラスチック製品の循環型社会実現への取り組み紹介 長野市

F-04 ホクト(株)

おいしいきのこの販売・加工食品(レトルトカレー等)の販売 長野市

(株)Dynamics

C 住環境ビジネスゾーン

国際貨物便の助成制度の紹介

F 食ビジネスゾーン

C-01 信濃化学工業(株)

プラスチック製食器及び環境関連資材

長野市

C-02 (有)マルサン金型

金属加工のオブジェ

須坂市

C-03 信州スポーツ医療福祉専門学校

鍼灸・治療機器・ボディケア・ストレッチ等の体験 長野市

食-01 Hips

体脂肪を減らす機能性チョコレート

C-04 (一社)日本マグネット吹矢協会

マグネットの矢を、長さ約1mの筒で的に当てるスポーツです 諏訪市

食-02 元祖飴屋

果実飴・原宿わたあめ・沖縄キャラメルポップコーン 長野市

C-05 (株)リバー・メディック

安定型次亜塩素酸ナトリウム『セイバーJIN』紹介と販売 長野市

食-03 (株)プライトーム

飲食店やイベントで提供される料理のPB・OEM開発と提案 長野市

C-06 (株)ヤマト

血行促進・運動不足に役立つ純国産管理医療機器のご紹介 東京都

食-04 (株)タカ商 Foods Meeting

OEM商品(ジビエ・鯖たけのこ汁・善光寺大勧進祈願茶） 長野市

C-07 (株)塚傳

イタリア寝具「マニフレックス」、コロナ対策商品 長野市

食-05 (株)タカ商TCFS事業部

介護食(クックチル食)のご案内

C-08 (有)米生物産

家庭用風呂改造展示、空気清浄機「エアーマン助人くん」展示 千曲市

食-06 日穀製粉(株)

長野県産品の紹介（そば茶・韃靼そば茶・パスタ・そばパスタ） 長野市

C-09 信越空調(株)

移動式エアコンの運転展示

食-07 (株)ぐらんふぁーむ

水溶性食物繊維たっぷり!国産大麦グラノーラ 千曲市

C-10 (株)メルシー

フットケア機器「エスコート・Ｈ」の無料体験会 福岡県

食-08 (株)葵食品[高岡商工会議所]

刺身等の水産物加工品の展示販売

須坂市

「食」の展示即売会
長野市

長野市

富山県

特別コーナー

暮らしに近づいた最新技術を体験しよう！ 2日間共通

初フライトにトライ！

建設作業や農作業がチェンジ！

誰でもドローン体験コーナー 無人車両遠隔操縦コーナー
本格的ドローンを操縦してみませ
んか？初めての方、お子様（小学
校4年 生 以 上）で も 安 心してド
ローン体験して頂けます。

参加無料（先着順）、1回5分程度

【協力】
イーエムアイ・ラボ

未知の映像世界をエンジョイ！

VR体験コーナー

（協力：長野県企業局）

ライフスタイルをスマートに！

消毒散布ロボットや運搬ロボットなど 働く
ロボット を展示します。ますます身近にな
るロボット活用シーンを実感いただけます。

参加無料（先着順）、1回5分程度

【協力】
イーエムアイ・ラボ

燃料電池自動車（FCV）体験コーナー
脱炭素社会に向けて普及を目指す燃料電
池自動車（FCV）
を体験しましょう。
展示・デモ走行や、
スマホ充電体験、
ジオラ
マ展示などを行います。

会場にいながら離れた
場所にある無人車両を
遠 隔 操 縦 い た だ けま
す。建設業や農業をは
じめ、福祉や防災などに
も役立つ新技術です。
ご希望に応じて操作体
験をして頂けます。

作業ロボット展示コーナー

VR（Virtual Reality）の臨場感と
迫力を体験してみませんか？最新
のＶＲゴーグルでワクワク、
ドキド
キをお楽しみください。

脱炭素社会へステップアップ！

日常生活型IoTグッズ展示コーナー
IoT（Internet of Things）が家
電だけでなく、さまざまな生活
機器にも導入されてきました。
家庭内の照明、装飾、健康美容、
ペット用品などをご紹介します。

22日 イベントプログラム
【特別講演】

【ビジネスセミナー】

渋沢栄一の「論語と算盤」
に学ぶ

「町工場発！女社長の経営改革と人財改革」

〜有名企業を多数育てた渋沢栄一の繁栄し続ける企業経営〜
講師：シブサワ・アンド・カンパニー (株) 社長／
コモンズ投信(株)取締役会長

講師：ダイヤ精機(株) 代表取締役

渋澤 健さん

NHKドラマ10「マチ工場のオンナ」で話題となった諏訪社長に、社員
の意識改革、生産管理システムの全面変更、業務効率化等で会社を再
建した当時のエピソードと、その後のIT活用についてお話し頂きます。

13:00〜14:00（ステージ）

NHK大河ドラマ「青天を衝け」で話題の渋沢栄一氏の玄孫（や
しゃご）の渋澤健さんに、氏の著書「論語と算盤」
に象徴される
渋沢栄一の経営思想をわかりやすく解き明かして頂きます。

略歴：自動車部品用ゲージの超精密加工技術を持つ大田区の町工場で、父の
急逝により32歳で主婦からいきなり2代目社長へ。危機を乗り越えるた
めに行った経営改革を
「町工場の娘 主婦から社長になった2代目の10
年戦争」
（日経BP社）
として出版。
「ニュースZERO」
、
「日曜対談」等に出
演し中小企業の現状を伝えている。

略歴：国際関係の財団法人から米国でMBAを得て金融業界へ転身。外資系金融機
関で日本国債や為替オプションのディーリングセールス業務に携わり、米大
手ヘッジファンドの日本代表を務める。2001年に独立。その後会長に着任。

第４回ながのビジネス商談会
11: 00〜16:00予定
（2F特設会場）
※事前申込制のため、商談受付は既に締め切られました。

諏訪貴子さん

15:00〜16:00（ステージ）

よろず経営・下請取引相談会
11: 00〜16:00
（第1会議室）
【運営】
長野県中小企業振興センター

「ものづくり大賞NAGANO」表彰式
「NAGANOものづくりエクセレンス」認定式
「ものづくりNAGANO応援懇話会」
が今年度の「グランプリ」
など各賞の表彰式を行い
ます。
また長野県による
「NAGANOものづくりエクセレンス」の認定式も行われます。

企業プレゼンテーション
（ステージ）
12:40〜13:00 (株)ダイフレックス

14:10〜14:30 (有)米生物産

これからの屋根再生は短工期の次世代コー
ティングで！

マスク無しで飲食を楽しむ自社開発商品「マ
スクマン・助人くん」
のご紹介

表彰式 10:30〜12:00（ステージ）
認定企業紹介コーナー 10:00〜13:00（アリーナ特設コーナー）
【主催】
ものづくりNAGANO応援懇話会・長野県

23日 イベントプログラム
Dr．
リンの
お楽しみサイエンスショー
「人工知能はどのようにして将棋名人を超えたのか？」
【AIなるほどセミナー】

〜将棋ソフト
「Ponanza」開発者が語る将来の人工知能〜

講師： Turing株式会社 CEO

山本一成さん

11:00〜12:00（ステージ）

「Ponanza
（ポナンザ）」
はどうやって作られたのか？
AI時代到来で人類はどうなっていくのか？
皆さんが感じる疑問について人工知能研究の最前線からAI
との向き合い方、
AI時代の迎え方を一緒に考えます。
略歴：愛知県出身。
「Ponanza」開発者。将棋愛好家でアマチュア5段の腕前。
東大工学部時代から将棋ソフト開発に没頭し、ゲーム開発会社に務めなが
ら独自にその進化に取り組む。2013年の「電王戦」で初めて「Ponanza」
が現役棋士を破る快挙を成し遂げAI業界やマスコミの注目を集める。

U-15長野プログラミングコンテスト
めざせプログラマー！小・中学生が自作プログラムで対戦します。

ドジでマヌケな博士がワクワク・ハラハラのステージ実験を
繰り広げます。失敗から学べる実験教室です。理科好き！実
験好きなお子様連れでお楽しみください。

10:00〜10:45／14:45〜15:30（ステージ）

キッズものづくり
体験ランド
地元の科学ボランティアの先生た
ちによる楽しい実験や工作がいっ
ぱい！

10:00〜16:00（アリーナ）
※各プログラムとも予定数にて終了

【協力】
キッズサイエンス実行委員会

ラジオ工作教室
作って！聞いて！持ち帰りOK！エナメル線を巻
いてラジオづくりにチャレンジしましょう！
ラジオの仕組みから作り方まで親切に指導し
ます。
ものづくりの楽しさを体験できます。
【協力】長野日本無線株式会社・日本無線株式会社

10:00〜12:00／13:30〜15:30（第1会議室）
小学校4年生以上（参加料無料）
事前申込制にて各回先着18名様

予選9:30〜12:00（中学生の部：第5会議室／小学生の部：若里ホール）

参加ご希望の方はフェア公
式サイトの専用申込フォー
ムからお申し込みください。
（申込受付10/1〜）

※予選会場のみ8:30に開場します。

決勝13:00〜14:30（ステージ）

プログラミング体験会
親子でスクラッチゲーム作りを通じてプログラミングの基礎を体
都合により中止となりました
験いただけます。初めての方でもゲームをクリアしながらわかり
やすく学べます。

13:00〜16:00（第5会議室）

中学校技術・家庭科紹介コーナー
2日間常時開催（アリーナ）

産業フェアでお馴染みのロボットコン
テスト
「Ｎ-robo」活動のほか、
「技術・
家庭科」
の活動などをご紹介します。
【主催】長野県技術・家庭科教育研究会

2021長野市農業フェア
8:30〜14:30（正面玄関前）

地元の生産者の安全・安心でおいしさを実感してく
ださい。料理教室や特産品が当たるお買い物抽選会
【主催】
長野市農業祭実行委員会
も開催します。

第48回長野県発明くふう展

県内児童生徒のアイデアあふ
れる作品を展示します。
【主催】
長野県発明協会

入選者表彰式 23日12:10〜12:40（ステージ）／作品展示 22日・23日（ホワイエ）

