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この度の、イベント開催にあたりましては、北上市、金ケ崎町、北上商工会議所、岩手県から多大な

ご支援を賜り、又、各関係団体等のご協力により、無事終了したことを衷心より感謝申し上げます。

北上工業クラブの会員企業、団体の皆様にはこのテクノメッセを毎回支えて頂いておりますこと

に厚く、御礼申し上げます。

出展頂いた企業・団体は105団体の100ブース。

見学会には、学校見学の他、北東北工業クラブメンバー、県南の商工会議所メンバー、全国若手ものづくりシンポジウムメ

ンバー等の視察見学により過去最高の2,100名がおいでいただきました。

今期、求人倍率が高い中で、地元就職につなげるイベントとして、若い人の地元定着に結び付けるため、これからも継続し

ていきたいと思います。次回開催は、2019年秋に予定しております。今後とも皆様のご協力をお願いいたします。

きたかみ・かねがさきテクノメッセ2017は、10月27日㈮～29日㈰3日間の日程にて開催いたしました。今回より初日から

本イベントとし、外の飲食ブースは、（一社）北上観光コンベンション協会よる北上グルメフェスタを同時開催いたしました。

天候は、2日間晴天に恵まれ、最終日は、あいにく雨にも関わらず、たくさんの方にご来場いただき過去最高の29,300人

を記録いたしました。

北上・金ケ崎エリアの企業力アピール
出展企業・団体関係者に感謝

北上工業クラブ 会長　谷　村　久　興

　過去最高の100ブース、29,300人が来場
　　　　　　　　　地域のものづくり企業ＰＲアップ

10月27日（金）、28日（土）、29日（日）（北上総合体育館）

主　催／北上工業クラブ
共　催／北上市、金ケ崎町、北上商工会議所、岩手県県南広域振興局
後　援／岩手大学、公立大学法人岩手県立大学、北上雇用対策協議会、

岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター、金ケ崎企業クラブ、
㈱北上オフィスプラザ、（一社）岩手県建築士会北上支部、
北上建設組合、岩手県板金組合北上支部、岩手県建具組合連合会、
北上塗装組合、北上職業訓練協会、北上地区技能士会、
岩手県電気工事業工業組合青年部、（一社）北上観光コンベンション協会2017
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きたかみ・かねがさきテクノメッセ2017 開会式

開会式は、１０月２７日（金）午前９時３０分から北上総合体育館前で行われました。
北上工業クラブから谷村会長はじめ役員、来賓として関係団体の機関の代表が出席。
　谷村会長より「テクノメッセ（工業祭）今回で 11回の開催、関係団体の協力に対して御礼の言葉と、このイベン
トを通じて若い人が地元定着に繋がるように願っています。」と開会挨拶。
髙橋北上市長、髙橋金ケ崎町長、細川県南局長3人よりご祝辞を賜りました。
又、北上市立黒沢尻北小学校児童協力によるバルーンリリースにて開会式を盛上げました。

髙橋北上市長谷村北上工業クラブ会長 髙橋金ケ崎町長 細川県南広域振興局長
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テクノメッセ参加企業・団体
㈱アイメタルテクノロジー
㈱アジテック
㈱阿部製作所
岩手県建築士会北上支部
　北上建設組合
　岩手県板金組合北上支部
　岩手県建具組合連合会
　北上塗装組合
岩手製鉄㈱
岩手森紙業㈱
㈱岩手ヤクルト工場
㈱ WING
㈱薄衣電解工業
㈱エネシス北上
大森クローム工業㈱
㈱小原建設
鬼工房
河西テクノ㈱
カルソニックカンセイ岩手㈱
北上市
㈱北上エレメック
㈱北上オフィスプラザ
北上金属工業協同組合
　㈱市川製作所
　㈱植松商会
　㈱ケディカ
　㈱高勇製作所
　㈱ツガワ

　東北精密㈱
　㈱ナガソノ
　㈱平野製作所
　㈱マルサ
　メルコジャパン㈱
　㈲滝沢製作所
北上ケーブルテレビ㈱
北上コンピュータ・アカデミー
北上商工会議所
北上職業訓練協会
　北上地区技能士会
　岩手県電気工事業工業組合青年部
北上市少年少女発明クラブ
北上ネットワークフォーラム
㈱木津屋本店北上営業所
ケミコン岩手㈱
サトーグリーンエンジニアリング㈱
㈱三光
シチズン時計マニュファクチャリング㈱東北北上工場
㈱鈴木商館岩手事業所
スリーエムジャパンプロダクツ㈱岩手事業所
千田工業㈱
東綱スチールコード㈱
東芝グループ
　㈱ジャパンセミコンダクター
　東芝 IT コントロールシステム㈱
　東芝キヤリア㈱
　東芝産業機器システム㈱

㈱東北佐竹製作所
東北電力㈱花北営業所
東北日発㈱
トヨタ紡織東北㈱・ＴＢソーテック東北㈱
中川装身具工業㈱
NPO 法人日本地域振興ネット協会
パンチ工業㈱北上工場
日立オートモティブシステムズハイキャスト㈱
富士善工業㈱
北良㈱
㈱ミスズ工業
三菱製紙㈱北上事業本部・北上ハイテクペーパー㈱・ダイヤミック㈱
木工房さとう
㈱リードコナン
谷村電気精機㈱
㈲夢工房
金ケ崎町
アイシン東北㈱
㈲ジーエフトップ
㈱デンソー岩手
トヨタ自動車東日本㈱
㈱ FTS
ドローンスクールジャパン岩手金ケ崎校
岩手県（県南広域振興局）
岩手県立黒沢尻工業高等学校
岩手県立花北青雲高等学校
岩手大学
岩手大学大学院　地域創成専攻　金型・鋳造プログラム金型グループ、金型技術研究センター

公立大学法人岩手県立大学
岩手県立産業技術短期大学校
地方独立行政法人岩手県工業技術センター
岩手県立千厩高等技術専門学校
コマ大戦実行委員会

（一社） 北上観光コンベンション協会
北上まきさわ工房
サッポロ生ビール
オラーノ（陸前高田市）
隠家（アジト）
菓団
かぎや菓子舗
更木ふるさと興社
北上市産地直売所連絡協議会
みちのくコカ・コーラボトリング
アンブロホープ
桜亭
江釣子屋
岩手三陸かき酒場
美童
社会福祉法人自立更生会とばせ園
舶来屋
たこ焼き家まぁ坊



出展企業・団体
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㈱アイメタルテクノロジー

㈱薄衣電解工業

㈱阿部製作所 岩手製鉄㈱

㈱岩手ヤクルト工場

㈱アジテック

岩手森紙業㈱

㈱ WING



出展企業・団体
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大森クローム工業㈱

鬼工房

カルソニックカンセイ岩手㈱

㈱エネシス北上

㈱小原建設

河西テクノ㈱

北上市 ㈱北上エレメック



出展企業・団体
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北上ケーブルテレビ㈱

北上金属工業協同組合

北上コンピュータ・アカデミー

東芝グループ

㈱北上オフィスプラザ 北上商工会議所

㈱市川製作所・㈱植松商会・㈱ケディカ・㈱高勇製作所・㈱ツガワ・東北精密㈱・㈱ナガソノ・㈱平野製作所・
㈱マルサ・メルコジャパン㈱・㈲滝沢製作所

北上ネットワークフォーラム・いわてデジタルエンジニア育成センター・
北上市産業支援センター

㈱ジャパンセミコンダクター　・　東芝 IT コントロールシステム㈱　・　　　　　東芝キヤリア㈱　・　東芝産業機器システム㈱



出展企業・団体
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㈱木津屋本店北上営業所 ケミコン岩手㈱

東芝グループ ㈱ジャパンセミコンダクター　・　東芝 IT コントロールシステム㈱　・　　　　　東芝キヤリア㈱　・　東芝産業機器システム㈱

サトーグリーンエンジニアリング㈱

シチズン時計マニュファクチャリング㈱東北北上工場

㈱三光

㈱鈴木商館岩手事業所



出展企業・団体
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スリーエムジャパンプロダクツ㈱岩手事業所 千田工業㈱

㈱東北佐竹製作所

東北日発㈱

中川装身具工業㈱

東北電力㈱花北営業所

トヨタ紡織東北㈱・ＴＢソーテック東北㈱

東綱スチールコード㈱



出展企業・団体
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パンチ工業㈱北上工場NPO 法人日本地域振興ネット協会

富士善工業㈱

㈱ミスズ工業

木工房さとう

北良㈱

三菱製紙㈱北上事業本部・北上ハイテクペーパー㈱・ダイヤミック㈱

日立オートモティブシステムズハイキャスト㈱



出展企業・団体
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谷村電気精機㈱㈱リードコナン

アイシン東北㈱ ㈲ジーエフトップ

金ケ崎町㈲夢工房

トヨタ自動車東日本㈱㈱デンソー岩手



出展企業・団体
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岩手県（県南広域振興局）㈱ FTS

岩手県立花北青雲高等学校岩手県立黒沢尻工業高等学校 専攻科

岩手大学

公立大学法人岩手県立大学

岩手大学大学院　地域創成専攻　金型・鋳造プログラム金型グループ、金型技術研究センター

岩手県立産業技術短期大学校



出展企業・団体

−12−

地方独立行政法人岩手県工業技術センター 岩手県立千厩高等技術専門学校



出展企業・団体
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どきどきわくわく未来科学館（岩手県立黒沢尻工業高等学校 電気科／岩手大学）
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ドローンスクール・製造業コマ大戦・介護ロボット
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ものづくりチャレンジ（岩手県建築士会北上支部【北上建設組合・岩手県板金組合北上支部・岩手県建具組合連合会   ・北上塗装組合】／北上職業訓練協会【北上地区技能士会・岩手県電気工事業工業組合青年部】 ／北上市少年少女発明クラブ）
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ものづくりチャレンジ（岩手県建築士会北上支部【北上建設組合・岩手県板金組合北上支部・岩手県建具組合連合会   ・北上塗装組合】／北上職業訓練協会【北上地区技能士会・岩手県電気工事業工業組合青年部】 ／北上市少年少女発明クラブ）
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きたかみグルメメッセ（北上観光コンベンション協会）

災害救援車両・介護車両（㈱北良／日本地域振興ネット協会）
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抽選会

来場者アンケート
■来場アンケート主な内容
◦一般向けに分かりやすく説明をしてくれた様子が良く、一
般市民に見て知って理解してもらうと言う企業姿勢が良
かった。（40代　女性　北上）

◦各企業が子供達に興味を持ってもらう工夫が良かった。木
工製作も子供達に丁寧に教えて頂き本人たちも喜んでいた。
（30代　女性　奥州市）

◦普段名前しかしらない企業が何を作っているがよくわかり
ました。（30代　男性　花巻）

◦子供達にとって将来のキャリア教育にもつながるイベント
と思いました。（30代　女性　北上）

◦電気の仕組み、学生と取組みがよかった。（50代　男性　北上）
◦地元企業でも何を造っているのか分からなかったが、非常
に分かりやすく説明頂きありがたかった。（40代　女性　金
ケ崎）

◦雨の中、来てくださりありがとうございます。言葉がけを
頂いたのが嬉しかった。（30代　女性　盛岡）

◦雨なのすごい熱気（40代　女性　北上）
◦北上にはこんなにものづくりの企業があるのだと感じた。
（50代男性　盛岡）

◦初めてきてみましたが、とても楽しかった。（20 代　女性　
花巻）

◦北上のものづくりのすばらしさを改めて知った（40代　男
性　奥州）

■学生アンケート
◦就職先について考えていなかったので、見学をして参考に
つながった。

◦就職先について、半導体、自動車に関わる企業
◦県内にこれほど企業、大学などがあったことに驚いた。進
路はきめていませんが今回のイベントみて考えさせられて
いい経験に。どの企業、大学もとても分かりやすく、説明
して頂きよかった。

◦出展企業のどんな物がつくられているのがわかった。
◦進学先や就職先についてより視野を広げることができた。

■小学生アンケート
◦優しく丁寧に教えてくれてよかった
◦いろんな体験ができたりクイズがあったり、プレゼントが
たくさんあり楽しかった。

◦普段見れないものが、このイベントで見れて、体験できて
楽しかった。

◦楽しいイベントなので毎年やってほしい。
◦どきどきわくわく未来科学館が大変おもしろく、やさしく
教えてくれた。

◦EV自動車のって面白かった。
◦ドローンとかコマの体験ができて楽しかった。
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北上工業クラブ会員
アイシン東北㈱
㈱ IBC 岩手放送
㈱アイメタルテクノロジー
㈱相田商会　北上工場
㈱アジテック
㈲アセス
㈱阿部製作所
㈱アベヤス
㈱市川製作所
イリヤマ㈱グリーンホテル北上
㈱岩手銀行北上支店
岩手製鉄㈱
岩手日日新聞社北上支社
岩手森紙業㈱北上事業所
㈱岩手ヤクルト工場
岩手雪運㈱北上営業所
㈱薄衣電解工業北上工場
㈱WING
㈱エネシス北上
㈱エレック北上
奥羽生コンクリート㈱花北工場
大森クローム工業㈱東北工場
㈱小原建設
㈱笠井
カルソニックカンセイ岩手㈱
㈲川村商店
㈱キクホー
北上運輸㈱
㈱北上エレメック
北上開発ビル管理㈱
北上カントリークラブ
北上金属工業（協）

北上ケーブルテレビ㈱
職業訓練法人北上職業訓練協会
北上信用金庫
㈱北上製作所
㈲北上製作所
㈱北上精密
北上鐵工㈱
北上都心開発㈱
北上ビルメン㈱
㈲北上フレックス
㈲北上プロパン
㈱北上まきさわ工房
㈱木津屋本店　北上営業所
㈱北日本銀行北上支店
㈱鬼柳
㈱ケー・アイ・ケー
ケミコン岩手㈱
㈱コセガワ
㈱近藤設備北上営業所
㈱後藤製作所
㈱サステック東北
サトーホールディングス㈱
佐藤商事㈱岩手支店
㈱三光
㈱サンビバレッジ
七十七銀行北上支店
シチズン時計マニュファクチャリング㈱東北北上工場
㈱ジャパンセミコンダクター
城南樹脂工業㈱北上工場
㈱鈴木商館東北支店
鈴久興業㈱
㈲スタック

㈱スパット北上
スリーエムジャパンプロダクツ㈱岩手事業所
㈱瀬美温泉
第一開明㈱北上営業所
大通運送㈱
㈲高勇製作所
千田工業㈱
司ゴム電材㈱北上事業所
㈱ツガワ北上工場
㈱テクノメイツ
TDK 秋田㈱北上工場
東綱スチールコード㈱
東芝ビジネスアンドライフサービス㈱岩手営業所
㈱東北銀行北上支店
東邦特殊パルプ㈱北上工場
東北小籏㈱岩手営業所
㈱東北佐竹製作所
東北スイコー㈱
（一財）東北電気保安協会花北事業所
東北電力㈱花北営業所
東北日発㈱
東北ポール㈱北上工場
東北ユーロイド工業㈱
トヨタ紡織東北㈱
中川装身具工業㈱北上工場
㈱永島製作所東北事業部
㈱ナガソノ
㈱N・SAS
㈱パークシーエム
ハイプラ化成㈱
バウアーコンプレッサー㈱
パンチ工業㈱北上工場

日立オートモティブシステムズハイキャスト㈱
㈱平野製作所
ファインリゾート㈱ブランニュー北上
㈱フジサキ
富士善工業㈱
㈱プランテック
㈱北東
北菱興業㈱
北良㈱
㈱ホテルシティプラザ北上
ホテルメッツ北上
牧子・平野建築研究所
㈱丸片ガス
㈱丸片石油
㈱マルサ
㈱ミスズ工業岩手工場
みちのくキャンティーン㈱花北営業所
みちのくコカ・コーラボトリング㈱花北営業所
三菱製紙㈱北上事業本部
三菱製紙エンジニアリング㈱北上事業所
MeijiSeika ファルマ㈱北上工場
㈱八重樫タクシー
㈲大和製作所
谷村電気精機㈱
㈱ユアテック北上営業所
㈲夢工房
㈱横川目電業
吉田コンクリート工業㈱
㈱吉田産業北上鉄鋼センター
吉田ビニール㈱
㈱リードコナン北上支社

イベント一覧

土金 日

工業展示 場所／大アリーナ
土金 日

特別イベント 場所／大アリーナ
土金 日

•100ブースせいぞろい 企業･大学･短大･工業高校

(一社)岩手県建築士会北上支部

北上職業訓練協会

日本地域振興ネット協会

北上市少年少女発明クラブ

どきどきわくわく未来科学館（エネルギーと環境を学ぶ）

•発電方法とエネルギーの未来 •リニアモーターカー
•キッチン電池・活性炭電池・おむつ電池

•木製マガジンラック　•木製マガジンラック塗装体験
•銅板キャラクターづくり　•組子コースターづくり
•キッチンペーパーホルダーつくり •キッチンペーパーホルダー塗装体験

•ミニイス作成 •ＬＥＤ親子工作
•介護ロボット

•ユニバーサルジョイント作成
県立黒沢尻工業高校

岩手大学

ドローンスクールジャパン　岩手金ケ崎校

県立花北青雲高校

サイエンスショー

•エネルギー編（送風機＋バルーン、空気砲）　•環境編（ＣＯ₂バルーン）

•生物編（風船、花、ゴムボール）　•エネルギー体験（自転車発電機・エネルギーボックス・液体窒素）

•ドローンスクール(受付）

•マイコンカーコーナー

コマ大戦実行委員会コマ大戦／レディス大会　１０月２９日㈰　１０：３０～１５：００

日•製造業コマ大戦

ものづくり体験 場所／小アリーナ
土 日

グルメメッセ 場所／体育館入口正面土金 日

北上グルメ／産直／沿岸／社会福祉／西和賀 北上観光コンベンション協会

アンケート記入者抽選会 場所／大アリーナ土 日

アンケート記入者抽選会 北上工業クラブ

ご当地ゆるキャラ集合 場所／全会場土 日

北上市、金ケ崎町ご当地ゆるキャラ出演 北上・金ケ崎

車両展示／実演
場所／第一運動場外周

土金 日

電気自動車（ＥＶ）実演／体験 県立花北青雲高校

場所／体育館入口正面災害救援車両／介護車両 ㈱北良／日本地域振興ネット協会

北上工業クラブ 〒024-0002　北上市北工業団地1−6　TEL 0197-66-3000　FAX 0197-66-3006
E-mail：kouryuc@gmail.com　URL http://kitakami-kogyo.com


