
〇展示会
令和 3 年11月12日㈮ 10：00～17：00
　　　  　　　  13日㈯   9：30～15：00
会場：アミューズ豊田　 磐田市上新屋３０４　駐車場有

メインアリーナ65社
　　・光/ICT　ソフトウエア　次世代輸送機器　固有技術　設備　医療ヘルスケア
　　・材料 （プラスチックス　CNF 他）　
サブアリーナ  27社
　　・スポーツ　食　健康　次世代農業
　　・環境 （SDGｓ　カーボンニュートラル）
ロビー  屋外　 7 社
　　・支援団体　シェルター  物流 他

・三大学 学長座談会「地域企業との連携を語る」　11月12日㈮
　　静岡産業大学/農林環境専門職大学/静岡理工科大学 各学長 及び磐田市長
・静岡県研究所とのオンライン交流会
　　工業部門　　　　　 ４部門　　11月19日㈮
　　農林水産・食品部門　４部門　　11月26日㈮
・ICT セミナー　静岡県の中小企業におけるＤＸの現状と課題　11月12日㈮
・カーボンニュートラルに向けた事例紹介セミナー　11月12日㈮
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第11回（令和3年）
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テーマ：次世代技術で産業構造を転換

主　　催　磐田市　磐田商工会議所　磐田市商工会
特別後援　静岡県　浜松いわた信用金庫　静岡新聞社・静岡放送　中日新聞東海本社　日刊工業新聞社

 （順不同）

〇座談会/講演会

・企業同士、企業と大学・研究所との連携を仲介する（通年活動）

〇事業マッチング

〇磐田市ブース展示・相談・セミナー（行事案内参照）

《行事案内》

〇 中東遠三大学 学長座談会「地域企業との連携を語る」
日　時　令和3年11月12日㈮　14時～16時
会  場　アミューズ豊田　ゆやホール
定　員　100名　　別途リモート参加有　　参加費　無料

登壇者　静岡産業大学学長　　　　　　鷲崎早雄 氏
　　　　農林環境専門職大学学長　　　鈴木滋彦 氏
　　　　静岡理工科大学学長　　　　　野口　博 氏
　　　　磐田市長　　　　　　　　　　草地博昭 氏
司　会　県産業振興財団(前)副理事長　 望月　誠 氏

〇 静岡県研究所とのオンライン交流会
日　時　令和3年11月19日㈮　13時～16時30分
             　 工業部門4部門・・・静岡県工業技術研究所（沼津/富士/静岡/浜松）
　　　　令和3年11月26日㈮　13時～16時30分
　　　　　　農林水産・食品4部門
　　　　　　　　　　　　 ・・・静岡県農林技術研究所/AOI機構/MaOI機構　
　　　　　　　　　　　　　 　　 /フーズ・ヘルスケアオープンイノベーション機構　
会　場　各研究所よりオンライン送信（本部：静岡県西部地域局）

〇 ICT セミナー
日　時　令和3年11月12日㈮　10時30分～12時
会　場　アミューズ豊田　ゆやホール
講演者  ふじのくにICT人材育成プロデューサー　阪口瀬理奈
演　題   静岡県の中小企業におけるDXの現状と課題

〇 カーボンニュートラルに向けた事例紹介セミナー
日　時　令和3年11月12日㈮　13時～14時30分
会　場　アミューズ豊田 サブアリーナ
講演者　①五十鈴東海㈱浜松サービスセンター
　　　　②平野ビニール工業㈱　
演　題　二酸化炭素排出量削減に向けた取り組み事例の紹介

〇 磐田市ブース展示・相談・セミナー（ロビーの「磐田市ブース」へご相談下さい）
① 学生を対象とした出展企業見学ツアー
② 障がい者の就労支援「雇用者（企業等）への各種支援のご案内ほか」
③ 磐田市健幸プロジェクト（産学官連携の取組み紹介）
④ 事業マッチング相談

問合せ先　磐田商工会議所　　TEL 0538-32-2261　 
　　　　　磐田市商工会　　　TEL 0538-36-9600
　　　　　磐田市経済観光課　TEL 0538-37-4819

参加ご希望の方は案内書をご請求下さい

産業振興フェアinいわた



メインアリーナ
企業名 会場 頁

ヤマハ発動機㈱ A1 1

スズキ㈱ A3 2

浜松ホトニクス㈱ GB 3

ＮＴＮ㈱ A2 4

浜松いわた信用金庫 A5 5

静岡県経済産業部 C1 6

（公財）浜松地域イノベーション推進機構 A21/22 7

磐田市産業部 C2 8

あ ASTI㈱ A20 9

え ㈱エフワイケー A9 10

榎本工業㈱ A10 11

㈱ＭＫＳ A11 12

遠州スプリング㈲ A32 13

ND精工㈱ A30 14

エズカ工業㈱ GB 15

お ㈱オキソ A43 16

か 神谷理研㈱ A37 17

金山化成㈱ A39 18

き ㈱キャタラー A4 19

（地独）京都市産業技術研究所 GB 20

く ㈱クリアテック GB 21

グローバル・リンクス・テクノロジー㈱ A36 22

け ケイ・アイ化成㈱ A45 23

こ 児玉化学工業㈱ A12 24

駒ヶ根商工会議所 ー ー

　会員　㈱駒ヶ根電化 GB 25

　会員　㈱塩澤製作所 GB 26

　会員　ナパック㈱ GB 27

さ 三恵㈱ A47 28

三賀㈱ GB 29

㈱サンコー分析センター Ａ28 30

し 静岡県工業技術研究所①　 Ａ7 31

静岡県工業技術研究所② Ａ7 32

　同上　浜松工業技術支援センター Ａ7 33

　同上　富士工業技術支援センター Ａ7 34

　同上　沼津工業技術支援センター Ａ7 35

静岡県IoT活用研究会 Ａ19 36

㈱システック GB 37

GB：ガイドブックに掲載（展示なし）

企業名 会場 頁
せ 西光エンジニアリング㈱ Ａ38 38

そ 双和プラスチックス工業㈱ GB 39

た 大弥精機㈱ A33 40

㈱大進堂 Ａ13 41

ち ㈱中遠熱処理技研 Ａ24 42

て 天龍製鋸㈱ Ａ8 43

㈱テクノ・モーターエンジニアリング Ａ26 44

㈱電算インフォメーション Ａ18 45

に 日東工業㈱ Ａ31 46

ね ネスクイイダ（飯田ビジネスネットワーク支援センター) ー ―

　会員　㈲信陽精機製作所 Ａ40 47

　会員　㈱弘和テック Ａ41 48

　会員　エトナ㈱ GB 49

は （NPO法人）浜松ソフト産業協会　 GB 50

　会員　㈱アドウィル A14 51

　会員　エグジーテック㈱ Ａ16 52

　会員　㈱モアソンジャパン Ａ15 53

　会員　レクソル㈱ Ａ17 54

はままつ次世代・健康医療産業創出拠点 Ａ6 55

（公財）浜松地域イノベーション推進機構 A21/22 7

　次世代自動車センター Ａ２2 56

　フォトンバレーセンター Ａ２1 57

　　推薦　㈱浜松パルス　 Ａ２1 58

　　推薦　㈲アステック開発　 A21 59

パイフォトニクス㈱ Ａ42 60

ひ 光産業創成大学院大学 GB 61

平野ビニール工業㈱ Ａ44 62

ふ 富士市・富士市ＣＮＦプラットフォーム Ａ46 63

ほ ㈱ポリシス GB 64

ま ㈱松永特殊溶接 Ａ27 65

㈱牧田技研 Ａ２9 66

㈱丸武部品 Ａ34 67

も ㈱モールド技研 Ａ35 68

や やまと興業㈱ Ａ23 69

㈱山田 Ａ25 70

《出展者一覧》

《会場へのアクセス》
東名高速道路

磐田I.C.遠州豊田スマートI.C.

森岡I.C.
加茂I.C.

見付I.C.

浜松I.C.

N

ひと・ほんの庭にこっと
（旧豊田図書館）

至静岡至名古屋

JR東海道本線

JR東海道本新幹線

磐田市豊田支所

磐田市
新造形創造館

豊田町駅天竜川駅 磐田駅

豊田東I.C.

磐田バイパス

磐田警察署

磐田市役所磐田市役所

磐田商工会議所磐田商工会議所
◎

旧国道1号線

国道1号線国道1号線

川
竜
天

弥藤太島

磐田市商工会磐田市商工会

磐田市
アミューズ豊田

413

お車でお越しの方

公共交通機関をご利用の方

無料シャトルバス運行（予定）

・県道413号線（旧国道1号線）「弥藤太島」交差点を
　北へ約800m
・磐田バイパス「森岡 IC」より北へ約100m
・東名高速道路「遠州豊田スマート IC」より約10分
・駐車場有（無料）

・JR豊田町駅北口よりタクシー　（約10分）

豊田町駅北口から会場（アミューズ豊田）まで、
無料シャトルバスの運行を予定しています。
11月13㈯ 【2日目のみ】
　午前9時から午後1時まで1時間に1回程度の運行を
　予定しています。
　詳しくはホームページ等をご確認ください。
　なお、コロナ感染状況等により運行を取りやめる場合も
　あります。



サブアリーナ
企業名 会場 頁

あ （一財）アグリオープンイノベーション（AOI）機構 B12 71

　参画企業　㈱アイファーム B12 72

　参画企業　㈱森島農園 B12 73

㈱アクスト B17 74

い 磐田市「健幸プロジェクト」 B10 75

磐田化学工業㈱ B6 76

え 遠州信用金庫 B4 ―

　推薦　㈱ファクトリーインプルーブメント B4 77

　推薦  まるたか農園 B4 78

㈱エムスクエア・ラボ B18 79

㈱遠州日石 B15 80

JA遠州中央 B7 81

さ ㈱沙羅　　　　　　　　 B16 82

企業名 会場 頁
し 静岡県農林技術研究所 B2 83

静岡県農業ロボット研究会 B1 84

静岡県立農林環境専門職大学 B9 85

静岡理工科大学 B3 86

　同上　ふくろい産業イノベーションセンター B3 87

　同上　崔 研究室 B3 88

静岡産業大学スポーツ科学部 B8 89

静岡製機㈱ B5 90

ち 中部電力パワーグリッド㈱ B14 91

ふ フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター B11 92

　参画企業　㈱マルハン B11 93

　参画企業　㈱STIサンヨー B11 94

　参画企業　おいしい産業㈱ B11 95

ま （一財）マリンオープンイノベーション(MaOI)機構 B13 96

㈱増田採種場 B19 97

ロビー
企業名 会場 頁

い 磐田市産業部 C2 8

磐田市「障がい者就労プロジェクト」 C2 98

磐田市環境水道部 環境課 GB 99

し 静岡県経済産業部 C1 6

屋　外
企業名 会場 頁

き ㈱キャリスター D1 100

た ㈱タジマモーターコーポレーション D2 101

や ㈱八ヶ代造園 D3 102

《会場へのアクセス》
東名高速道路

磐田I.C.遠州豊田スマートI.C.

森岡I.C.
加茂I.C.

見付I.C.

浜松I.C.

N

ひと・ほんの庭にこっと
（旧豊田図書館）

至静岡至名古屋

JR東海道本線

JR東海道本新幹線

磐田市豊田支所

磐田市
新造形創造館

豊田町駅天竜川駅 磐田駅

豊田東I.C.

磐田バイパス

磐田警察署

磐田市役所磐田市役所

磐田商工会議所磐田商工会議所
◎

旧国道1号線

国道1号線国道1号線

川
竜
天

弥藤太島

磐田市商工会磐田市商工会

磐田市
アミューズ豊田

413

お車でお越しの方

公共交通機関をご利用の方

無料シャトルバス運行（予定）

・県道413号線（旧国道1号線）「弥藤太島」交差点を
　北へ約800m
・磐田バイパス「森岡 IC」より北へ約100m
・東名高速道路「遠州豊田スマート IC」より約10分
・駐車場有（無料）

・JR豊田町駅北口よりタクシー　（約10分）

豊田町駅北口から会場（アミューズ豊田）まで、
無料シャトルバスの運行を予定しています。
11月13㈯ 【2日目のみ】
　午前9時から午後1時まで1時間に1回程度の運行を
　予定しています。
　詳しくはホームページ等をご確認ください。
　なお、コロナ感染状況等により運行を取りやめる場合も
　あります。



《行事案内》

〇 中東遠三大学 学長座談会「地域企業との連携を語る」
日　時　令和3年11月12日㈮　14時～16時
会  場　アミューズ豊田　ゆやホール
定　員　100名　　別途リモート参加有　　参加費　無料

登壇者　静岡産業大学学長　　　　　　鷲崎早雄 氏
　　　　農林環境専門職大学学長　　　鈴木滋彦 氏
　　　　静岡理工科大学学長　　　　　野口　博 氏
　　　　磐田市長　　　　　　　　　　草地博昭 氏
司　会　県産業振興財団(前)副理事長　 望月　誠 氏

〇 静岡県研究所とのオンライン交流会
日　時　令和3年11月19日㈮　13時～16時30分
             　 工業部門4部門・・・静岡県工業技術研究所（沼津/富士/静岡/浜松）
　　　　令和3年11月26日㈮　13時～16時30分
　　　　　　農林水産・食品4部門
　　　　　　　　　　　　 ・・・静岡県農林技術研究所/AOI機構/MaOI機構　
　　　　　　　　　　　　　 　　 /フーズ・ヘルスケアオープンイノベーション機構　
会　場　各研究所よりオンライン送信（本部：静岡県西部地域局）

〇 ICT セミナー
日　時　令和3年11月12日㈮　10時30分～12時
会　場　アミューズ豊田　ゆやホール
講演者  ふじのくにICT人材育成プロデューサー　阪口瀬理奈
演　題   静岡県の中小企業におけるDXの現状と課題

〇 カーボンニュートラルに向けた事例紹介セミナー
日　時　令和3年11月12日㈮　13時～14時30分
会　場　アミューズ豊田 サブアリーナ
講演者　①五十鈴東海㈱浜松サービスセンター
　　　　②平野ビニール工業㈱　
演　題　二酸化炭素排出量削減に向けた取り組み事例の紹介

〇 磐田市ブース展示・相談・セミナー（ロビーの「磐田市ブース」へご相談下さい）
① 学生を対象とした出展企業見学ツアー
② 障がい者の就労支援「雇用者（企業等）への各種支援のご案内ほか」
③ 磐田市健幸プロジェクト（産学官連携の取組み紹介）
④ 事業マッチング相談

問合せ先　磐田商工会議所　　TEL 0538-32-2261　 
　　　　　磐田市商工会　　　TEL 0538-36-9600
　　　　　磐田市経済観光課　TEL 0538-37-4819

参加ご希望の方は案内書をご請求下さい

産業振興フェアinいわた


