
主催：株式会社北上オフィスプラザ／湘南事業家フォーラム　協力：財団法人藤沢市産業振興財団

復興を目指す岩手県のものづくり企業15社が、藤沢市内を中心として活動している異業種の
団体である湘南事業家フォーラムと連携し、「岩手・藤沢復興支援交流マッチングフェア」を開催し、

藤沢市周辺及び首都圏の新たな販路開拓を目指します。
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岩手・藤沢のものづくり企業の開発製品展示
商談コーナーの設置による商談会実施

始
動岩手・藤沢復興支援交流

平成 23 年度経済産業省工業品等ビジネスマッチング支援事業

ビジネス
マッチング
フェア

■財団法人 釜石・大槌地域産業育成センター
〒026-8686 岩手県釜石市只越町3-9-13 釜石市役所3庁舎1階　TEL.0193-22-6110　FAX.0193-22-2762
URL.http://www.ikusei.or.jp

■湘南事業家フォーラム（㈱オグニ精機内）
URL.http://www.arix.ne.jp/~shonan-forum　E-mail.oguni@cfnet.ne.jp

■株式会社 北上オフィスプラザ
〒024-0051 岩手県北上市相去町山田2番地18　TEL.0197-71-2171　FAX.0197-71-2173
URL.http://www.kitakami.ne.jp　E-mail.office@kitakami.ne.jp

東日本大震災から1年余。

直接被災した企業はやっと操業再開へ頑張っております。

また、直接被災を免れた企業でも、従業員や家族親族が被害に遭う、津波を目の当たりにするなど、

その心の傷は深く企業活動にも影響を及ぼしています。

岩手が元気になり、若者が地元企業で誇りを持って働き、東北の産業のみならず、

日本の未来を担う力となるために、私たちは地元企業だけでなく連携の和を持って働き、東北の産業のみならず、

日本の未来を担う力となるために、私たちは地元だけでなく連携の和を日本全国に拡げ、

持てる創造力を駆使し、岩手一丸となって事業発展に向けて挑戦しています。

［北上オフィスプラザ］が［釜石・大槌地域産業育成センター］と連携し支援する15社は

独自の伝統技術を新しい発想で展開しようと試みる元気のある企業です。

従来の支援ネットワークを活用し、他地域と新たな連携体を構築して、

新たな市場へ向けての販路拡大を図ろうとしています。

そして、地域企業に勇気を与え、地域の雇用や東北経済の活性化に

大きなインパクトを与えることを目的としています。

“赤ベコ魂”の連携スクラムで挑む
ものづくり企業、未来への挑戦！



未来への
挑戦！

電動アシスト自転車「セブンスター」

▲

▲ウニわた吸引「ウニわたくるくる」▲バイオディーゼル発電機

及源鋳造㈱
160年の歴史を背負って、
新しい形へと変化する
嘉永５年に創業し、160年間南部鉄器の技術を
受け継ぎ現在に至る。伝統技術である「金気止
め」を科学的な視点で見直し製品開発を行うな
ど、伝統工芸としてのイメージを残しながら、時
代に合わせた製品開発を進め、中国・ヨーロッ
パの展示会への出展はもちろん、海外取引先
店舗での販売も行っている。

〒023-0132
岩手県奥州市水沢区羽田町字堀ノ内45番地
TEL.0197（24）2411
FAX.0197（25）3619
http://oigen.jp

▲グッドデザイン賞受賞
「NakedPan」

南部鉄器製造・販売

㈲新高応用加工
岩手を「立ち上がらせる」
自社復興にかけた新製品と想い
医療、介護に特化した装置の製造を主な事業
としている。震災をきっかけに、他業界からの
引き合いが増え、視野が広がり、これまでの
医療分野製品製造の実績と経験を生かした
新たな製品「Foot Shower」を開発、製品
化。

〒021-0901
岩手県一関市真柴字吉ケ沢10-6
TEL.0191（21）1646
FAX.0191（21）1390

医療用・介護用装置製造

㈱佐々木印刷
時代の流れを
シールにのせて
創業32年。ラベル・シール印刷を中心
に事業を開始。一枚の中国のラベル
シールから、衝撃を受けたことがきっか
けで、現状のラベル・シール事業展開
を考えることとなった。環境問題や時
代、社会情勢の流れに対応したラベ
ル・シール商品を開発。

〒024-0211
岩手県北上市口内町堰根91-4
TEL.0197（69）2111
FAX.0197（69）2126
http://sasaki-insatsu.com

商業印刷

㈱モディー／ケイ・エム アクト
想いをカタチに
０次元から３次元までを「デザイン」する
何も無いところからの企画、設計・デザイン、
プロトタイプ製作、部品成形、組み立てまで一
貫して行うことが可能。
大きな敷地内には、グループ会社が数社並立
している。各種機械から自動車両、インテリア
製品のデザインから製作まで幅広い企画・デ
ザイン・製作ができるのが大きな強み。

〒021-0852
岩手県一関市字沢297-14
TEL.0191（23）4373
FAX.0191（23）2919
http://www.modi.co.jp

商品・デザイン企画

㈱釜石電機製作所
光触媒で一次産業の
未来を変える

今回は岩手の皆さんと連携を組み展示会を行います。湘南事業家フォーラムとして
精鋭約30社参加いたします。マッチングが目的ですが、長期にわたって岩手の皆さま、
ご来場していただいた皆さまと懇親をもてることを願っています。

昭和24年の設立以来、特に電動機・発電
機・変圧器及び電気機器の修理並びにメ
ンテナンスを行ってきたほか、溶射法によ
る独自の酸化チタン固定技術を用いて、光
触媒用プレート、及び空気消臭抗菌装置の
製造も手がけている。牛舎でのモニタリン
グの結果、仔牛の健康が促進され年間約
1,000万円の経済効果を実現した。

〒026-0053
岩手県釜石市定内町3-3-15
TEL.0193（23）8151
FAX.0193（23）8159
http://www.e-kamaden.co.jp

メンテナンス／製造・販売

㈱千田精密工業
量産はしない
魂を込めたものづくりonlyで
「量産はしない、魂を込めたものづくり」を
モットーに、精密機械部品の加工、金型の設
計・製造を行う。５軸・門形・中ぐり・縦形・横
形など多数のマシニングセンタはもちろんの
こと、他にも様々な大型設
備等を取り揃え、ユーザー
のニーズに万全体制で応
えている。

〒028-1131
岩手県上閉伊郡大槌町大槌 第12地割3-1字柾内（大槌工場）
TEL.0193（42）2880
FAX.0193（42）2885
http://www.chidaseimitsu.com

金属加工・製造

㈱テツニックス
鉄のスペシャリストでありたい
釜石の漁業を支えるFenix
鍛造加工、大型の特殊ボルト製造を中心とし
た事業を展開。鉄という素材にかけてはスペ
シャリストであることが信条。津波被害から復
興を目指す漁師・漁業を、「養殖用アンカー」
で支える。震災後に代表が交代し継承するこ
と、改革すること…心機一転、岩手の復興と
会社のさらなる繁栄を目指す。

〒026-0055
岩手県釜石市甲子町 第10地割497-1
TEL.0193（23）8111
FAX.0193（23）9423
http:www.fe-nix.co.jp

鍛造加工・金属加工

ＥＣＯ-Ａ㈱
目指すは世界標準となる
コア技術開発
空気圧機器の製造・販売を中心とし、同時に産
業廃棄物である貝殻を機器ボディー材料に採
用することで、地域活性型の新しいビジネスモ
デル創出をコンセプトとしている。事業のもう一
つの柱である通電拡散（加熱）接合技術は特殊
表面処理の性能を最大限に生かした新工法で
あり、リチウムイオン電池等の製造を大きく変
える可能性を秘めている。

〒022-0003
岩手県大船渡市盛町字下舘下40-9
TEL.019（681）9171
FAX.019（681）9171（盛岡事務所）
http://www.eco-a2010.co.jp

空気圧機器製造・販売

㈱山岸産業
諦めない心が生んだ
人を支えるものづくり
特殊鋼、非鉄金属の製造加工及び販
売を中心としていたが、東日本大震
災の被害により現在は、電動アシスト
自転車及びパイオディーゼル・ＬＰガ
ス発電機を中心に組立製造、販売を
行っている。

〒028-1101
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里30-60-1
TEL.0193（42）7978
FAX.0193（55）4090
http://www.yamagishi-plate.co.jp

金属加工・販売

㈲アール
海辺の隠れた天才

耐食性の優れたＲＴＭ型、ハンドプレス、Ｆ
ＲＰ成形型の製作を行う一方、造船職人、
発明家、漁師としての顔を持つ。
現在では珍しい和船の図面を手ずからひ
き、木型からの造船を行っている。代表・
金野氏の独創的な発想によって、様々な
製品が親子三人の小さな工場から生まれ
ている。

〒026-0303
岩手県釜石市箱崎町第11地割7-1
TEL.0193（28）1961
FAX.0193（28）1966

RTM・FRP 型製作／造船業

㈱エイワ
未知の可能性を持つ素材で
顧客満足度を追及する
「開発部門」「ＦＲＰ製造部門」「防水
工事部門」を３本柱とする。ＦＲＰの
持つ特徴を最大限に生かしながら、
企画・設計・製造をワンストップで
行うことができる。

〒026-0001
岩手県釜石市大字平田第３地割61-24
TEL.0193（26）6880
FAX.0193（26）5660
http://www.rnac.ne.jp/~eiwa

金属加工・販売

㈱ササキプラスチック
出来ないものはない
プラスチック試作のスペシャリスト集団
製品開発の重要部である、モデル試作
を主に行っている。主な使用部材は、プ
ラチック・樹脂。出来ないものはない。
また、光造形システムを用いたモデリン
グも可能。社内に、３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ
の設計部署を持ち、工業製品のデザイ
ンモデルやワーキングモデルの製作も
手がけている。

〒028-1101
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里第30地割9-1
TEL.0193（44）2301
FAX.0193（44）2315
http://www.sasapla.co.jp

３次元 CAD/CAM・精密部品加工

石村工業㈱
海辺のクラフトマンが造る
鋼のストーブ
コア技術である鋼構造物、製缶（プラント）製
造技術による、自社製品「クラフトマン・ストー
ブ」を製造開発し約25年。自社開発製品を主
力とした運営を行っている。

〒026-0002
岩手県釜石市大平町4-2-1
TEL.0193（22）3641
FAX.0193（22）3638
http://www.rnac.ne.jp/~ishimura

省力化機械製造・販売

㈱井戸商店
千年に一度の「好機」にする

創業44年。水産加工冷凍食品の製造・全国
販売を行っていたが、震災によって本社及び
工場が全壊。被災跡地に新工場を建設し、本
格復興のスタートを切った。特にイカの加工
を得意としており、特許取得商品「ねじねじく
ん」や、国産のスルメイカと岩手の豚肉を原
料とした本格派ウィンナーソーセージ「iDO」
など、ユニークな独自商品も開発している。

〒026-0304
岩手県釜石市両石町4-38-9
TEL.0193（23）0770
FAX.0193（23）0771
http://www.ido-syoten.jp

冷凍食材の製造・販売

平成２３年度経済産業省工業品等ビジネスマッチング支援事業
（株）北上オフィスプラザと（財）釜石・大槌地域産業育成センターは、元々産業支援機関としての
ネットワークを有しており、北上オフィスプラザが事業執行、資金調達・経理部門を担いながら
北上川流域の起業支援を、育成センターは釜石地域の企業の支援を行い、さらにはそれぞれの
有するネットワークを活用した連携帯を構築し、事業推進に当っています。

新たな市場に向けて復興へのトライ

▼

いか使用ソーセージ
　「iDO」

▲「Foot Shower」

湘南事業家フォーラムブース

湘南事業家フォーラムとは…湘南地区の未来発展を考え、それぞれの事業分野で得た実績を持って地域の活性化を実現しようと、新し
い事業開発や若い事業家の育成をめざす人々の集まりを結成しました。その目的を達成するために、賛同していただけるより多くの方々の
ご協力と知恵を集め、産官学結集により、さまざまな機会を設けて急激に変化する環境を正しく見定めるための、講演会や勉強会を通じ、情
報交換会を行っております。また、部会を設け、発足直後から幾つかのアイテムで事業家活動を展開しております。
今後は参加者の事業および地域経済の発展のみならず、世界にはばたく明るい社会づくりに貢献できる楽しい会として実質を重視した運営
をしてまいりたいと存じますので、単なる異業種交流会にとどまらない湘南事業家フォーラムに期待を賜り、皆さまからのご支援とご参加を
賜りますようお待ち申し上げております。

湘南事業家フォーラム　会長 細 野 秀 男

▲ハクリ紙のいらない「ハグレス」 ▲光触媒空気消臭抗菌装置


