
                                                    

 

 

 

 

   

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２０１８年１０月１８日（木）・１９日（金）・２０日（土） 
ひらつか サン・ライフアリーナ  

 

湘南ひらつかテクノフェア２０１８実行委員会 

報 告 書 

２００６年１０月２０日（金）・２１日（土）・２２日（日） 

馬入ふれあい公園 ひらつかアリーナ 
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○名称 湘南ひらつかテクノフェア２０１８ 

  ○テーマ ～未来へはばたけ新たな技術～ 

  ○主催 平塚商工会議所 

〇連携 茅ヶ崎商工会議所 

  ○主管 湘南ひらつかテクノフェア２０１８実行委員会 

（平塚商工会議所／平塚市工業会連合会／平塚市中小工業会／ 

平塚市異業種研究会／神奈川県湘南地域県政総合センター／ 

湘南地域異業種グループ連絡会／平塚市） 

  ○協賛 ㈱アイメックス／㈱葦／井上機器鉄工㈱／㈱エス・ケイ・ディ／ 

㈱ＮＴＴ東日本－南関東神奈川西支店／海鮮和食家いしけん／神奈川中央交通㈱／

関東冶金工業㈱／㈱栗原電設／㈱玄／江南交通㈱／山協印刷㈱／㈱サン・ライフ／ 

㈱品川鐵工場／㈱湘南アルテック／㈱湘南ウイル／㈱湘南平塚コミュニティ放送／

㈱白石興業／㈱大雄／高砂香料工業㈱平塚工場／高砂産業㈱／㈱田中紙店／   

㈱トキワヤ／日産車体㈱／㈱パイロットコーポレーション／平塚信用金庫／   

㈱福澤自動車学校／㈱不二家平塚工場／古河電気工業㈱平塚事業所／㈱プロギア／

㈱山川機械製作所／横浜ゴム㈱平塚製造所 

  ○後援 鎌倉市／藤沢市／小田原市／茅ヶ崎市／秦野市／厚木市／海老名市／伊勢原市／ 

大磯町／二宮町／寒川町／かながわ中小企業支援プラットフォーム 

  ○協力 横須賀商工会議所／小田原箱根商工会議所／鎌倉商工会議所／藤沢商工会議所／ 

厚木商工会議所／秦野商工会議所／相模原商工会議所／大和商工会議所／    

海老名商工会議所／伊勢原市商工会／大磯町商工会／二宮町商工会／ 

寒川町商工会／座間市商工会／神奈川県中小企業家同友会／山北工業クラブ 

  ○開催期間 平成３０年１０月１８日（木）～２０日（土）３日間 

１０：００～１７：００（最終日は１６：００まで） 

  ○開催場所 ひらつか サン・ライフアリーナ 

（平塚市中堂２４６－１） 

  ○入場料 無料 

  ○出展者数 １０８出展者・１２３ブース 

〇来場者数 約８，３３０名 

１８日（木）晴れ ：約２，３８０名 

１９日（金）晴れ ：約２，１７０名 

２０日（土）晴れ ：約３，７８０名 

○会場 

 

  
 

開 催 概 要 
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No. 出展者名 所在地  No. 出展者名 所在地 

1 日産車体㈱ 平塚市  31 企業連携・湘南 ㈱サムシステム 茅ヶ崎市 

2 日産車体エンジニアリング㈱ 平塚市  32 企業連携・湘南 ㈱湘武テクニカ 茅ヶ崎市 

3 ㈱瀧野工業 平塚市  33 企業連携・湘南 ㈱茅ヶ崎技研 茅ヶ崎市 

4 ＩＣＯＰ Ｉ．T．Ｇ．㈱ 東京都  34 企業連携・湘南 ㈲水嶋企画 茅ヶ崎市 

5 ㈱フアクト 横浜市  35 タヌマビジュアルワークス㈲ 横浜市 

6 ㈱ラコワールド 平塚市  36 エムズ環境技研㈱ 平塚市 

7 高砂香料工業㈱平塚工場 平塚市  37 ㈱タイムトゥデイ 平塚市 

8 香蘭産業㈱ 平塚市  38 ㈱精美堂 平塚市 

9 エルテック㈱ 東京都  39 ㈲グリテックスインターナショナルリミテッド 平塚市 

10 ㈱バスライン 小田原市  40 ㈱トヤマ 山北町 

11 カトウ工機㈱ 平塚市  41 ㈱ショーワ精工 秦野市 

12 関西ペイント㈱平塚事業所  平塚市  42 ㈱湘南アルテック 平塚市 

13 ㈱パイロットコーポレーション平塚事業所 平塚市  43 日本特殊塗料㈱ 平塚市 

14 ㈲吉工 小田原市  44 日本木質技研㈱ 愛川町 

15 日本エアフィルター㈱ 平塚市  45 ㈲創造デザイン 町田市 

16 ㈱山川機械製作所 平塚市  46 太洋テクニカ㈱ 平塚市 

17 東京電化工業㈱ 平塚市  47 ㈱タシロ 平塚市 

18 ㈱コスモ・サイエンス 平塚市  48 ㈱工研 座間市 

19 芙蓉工業㈱ 海老名市  49 ㈱ツガネマシーン 座間市 

20 ㈱テクノソリューションズ 東京都  50 エースパック㈱ 座間市 

21 高千穂電気㈱ 平塚市  51 尾下紙業㈱ 小田原市 

22 湘南ひらつか経営支援ステーション 平塚市  52 ㈱湘南合成樹脂製作所 平塚市 

23 フジケース㈱ 伊勢原市  53 タキゲン製造㈱ 厚木市 

24 ㈱足立機械製作所 平塚市  54 ㈱スズキ紙工 平塚市 

25 東京インキ㈱ 東京都  55 ㈱ヤマト 東京都 

26 富士フィルムグローバルグラフィクシステムズ㈱ 東京都  56 ㈱エリントシステム 川崎市 

27 山協印刷㈱ 平塚市  57 平塚市倫理法人会 平塚市 

28 コニカミノルタジャパン㈱ 東京都  58 ファミリーサービスエイコー㈱ 長野県 

29 五洋工業㈱ 秦野市  59 ㈱サンナイオートメーション 川崎市 

30 石川特殊特急製本㈱ 横浜市  60 ㈲  ベック 茅ヶ崎市 
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No. 出展者名 所在地  No. 出展者名 所在地 

61 テクノウェーブ㈱ 茅ヶ崎市  91 人財育成の湘南話し方センター 平塚市 

62 協立電機工業㈱ 茅ヶ崎市  92 敬愛技術士事務所 平塚市 

63 ヤブタ塗料㈱ 平塚市  93 ㈱特別警備保障 平塚市 

64 ニヤクサービス㈱ 平塚市  94 東海大学 平塚市 

65 ＭＸモバイリング㈱ 藤沢市  95 産業能率大学 伊勢原市 

66 ㈲相馬工業 平塚市  96 東京大学 生産技術研究所 林研究室 東京都 

67 フィリップモリスジャパン合同会社 平塚市・小田原市他  97 神奈川大学 平塚市 

68 ㈲ホテイ産業研究所 鎌倉市  98 芝浦工業大学 東京都 

69 東京ガス㈱神奈川西支店 藤沢市  99 神奈川県立西部総合職業技術校 秦野市 

70 平塚市産業振興課 平塚市  100 ㈱湘南平塚コミュニティ放送 平塚市 

71 ㈱フクシマキカク 藤沢市  101 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 海老名市 

72 湘南診断士ネット 平塚市  102 神奈川県さがみロボット産業特区推進センター 海老名市 

73 （一社）ペガサス 平塚市  103 守山乳業㈱ 平塚市 

74 特定非営利活動法人 NPO中小企業再生支援 横浜市  104 髙久製パン㈱ 平塚市 

75 ㈱ミツウロコヴェッセル南関東支店 平塚市  105 ㈱鈴木製餡所 平塚市 

76 平塚市中小工業会 平塚市  106 ㈱麻生 平塚市 

77 平塚市異業種研究会 平塚市  107 ㈱フリーデン 平塚市 

78 神奈川県湘南地域県政総合センター 平塚市  108 湘南ケーブルネットワーク㈱ 平塚市 

79 大磯町商工会女性部 大磯町 

80 リトアニア共和国 平塚市 

81 横浜ゴム㈱平塚製造所 平塚市 

82 平塚信用金庫 平塚市 

83 神奈川県信用保証協会 藤沢市 

84 ㈱コムプランニング 平塚市 

85 日本政策金融公庫 小田原市 

86 ㈱トーリク 平塚市 

87 ㈱アクロス 平塚市 

88 I  Kパートナーズ㈱ 平塚市 

89 ㈱アイメックス・プリント・ソリューション 平塚市 

90 ㈱桜田商事 平塚市 
 

 

     製造業 

 サービス・支援機関 

 環境・その他 

 学校 

 食料品製造業 
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※当日配布したパンフレットの紹介文を掲載しています。 

1 日産車体㈱ 

TEL:0463-21-8001 

2 日産車体エンジニアリング㈱ 

TEL:0463-20-5374 

3 ㈱瀧野工業 

TEL:0463-32-7637 

日産車体グループの企業紹介及び

名車展示 

日産車体エンジニアリング製造販

売のＡＧＶ、ＡＧＶ用リチウムイオ

ンバッテリーとその急速充電器 

自動車部品を中心に、様々な業種に

提供しております。金属加工全般を

１個の試作から量産までカバー出

来る会社です。 

 
  

4 ＩＣＯＰ Ｉ．Ｔ．Ｇ．㈱ 

TEL:03-3831-6666 

5 ㈱フアクト 

TEL:045-316-4331 

6 ㈱ラコワールド 

TEL:0463-23-0725 

産業用組込みボード、x86レガシー

サ ポー ト、 ISA,IDE,DOS ， XP，

QNX,VxWorks 

ＣＡＤ  ＣＡＭ販売、サポート２８

年の実績 サブスクリプション方

式で導入コストを大幅ダウン 

深絞り、配管、継手、ヘッダー等機

械加工から溶接。パイプ薄肉曲げ加

工、ベンド管自動内面研削機の開発

から製造まで承ります。 

 
  

7 高砂香料工業㈱平塚工場 

TEL:0463-21-7150 

8 香蘭産業㈱ 

TEL:0463-55-0528 

9 エルテック㈱ 

TEL:03-5302-2131 

生活を豊かにする”香り”の紹介

です。今回希少性の高い礼文島の花

の香り見本も展示しています。是非

ご来場ください。 

モミガラクン炭・モミ酢液・草木灰

を手軽につくれるミニミニ燻製器

の展示と、弊社取扱資材の展示・ご

案内 

各媒質・波長を用いたレーザーマー

キング/トリミング加工の受託加工

専門メーカーです。 
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10 ㈱バスライン 

TEL:0465-39-1000 

11 カトウ工機㈱ 

TEL:0463-36-1511 

12 関西ペイント㈱平塚事業所 

TEL:0463-23-2111 

●技能伝承・ＢＣＰ（事業継続計画、

業務継続計画）保守点検・新人教育

等のライブラリーを簡単作成 

●生産の合理化、製造業などの IoT

に役立つモバイル関係のデモを展

示 

ねじ立てのコツ！カトウタッパー。

楽しいジャイロ体験できます。ロボ

ット向けバリ取りホルダもあるよ。 

塗料の開発を続けて、今年で創立１

００周年を迎えました。身近に感じ

て頂ける塗装事例や機能性塗料の

紹介を致します。 

   

13 ㈱パイロットコーポレー

ション平塚事業所 

TEL:0463-33-8000 

14 ㈲吉工 

TEL:0465-38-2020 

15 日本エアフィルター㈱ 

TEL:0463-23-1611 

「書く、を支える。」メーカーとし

て、「あなたの書く価値を創造し続

けるＰＩＬＯＴ」 

我々工業人には使い慣れたもので

も、一般の方々には見慣れない面白

いものがあるので、それに多少手を

加えて紹介します。(特に子供達に

興味を持ってもらえるような作品

にしたい) 

空気清浄装置及び集塵装置のご紹

介 

   

16 ㈱山川機械製作所 

TEL:0463-21-7567 

17 東京電化工業㈱ 

TEL:0463-22-3503 

18 ㈱コスモ・サイエンス 

TEL:0463-51-2031 

アルミ、チタン、インコネル等の５

軸加工航空部品、半導体部品及び東

海大学工学部神崎研究室の研究成

果の展示 

各種電子、医療機器向けの太物線か

ら極細線まで、様々な用途のめっき

線材を展示します。 

真空装置・真空部品を設計・製造・

販売しています。真空フランジ・配

管などは標準化し製造・販売してい

ます。 
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19 芙蓉工業㈱ 

TEL:046-238-8666 

20 ㈱テクノソリューションズ 

TEL:03-5326-7560 

21 高千穂電気㈱ 

TEL:0463-58-8282 

幅広い板金加工技術で、お客様の満

足を追求する企業です。多品種・少

量から承っております。 

新鋭のモデリングツール Evolve を

使用して、３Ｄプリンタの活用方法

を事例を交えてご紹介します。ブー

ス内で、簡単に製品の体験も頂けま

す。 

お客様の機器特性に合わせた高品

質トランスの設計・製造、小ロット

から量産まで対応。ＵＬ規格Ｂ種絶

縁システム対応可能 

   

22 湘南ひらつか経営支援ス

テーション 

TEL:080-1133-9166 

23 フジケース㈱ 

TEL:0463-95-3939 

24 ㈱足立機械製作所 

TEL:0463-33-3111 

中小企業の支援に実績のある中小

企業診断士のグループです。「補助

金」「資金繰り」「経営革新計画」「環

境経営」等をご支援いたします。 

紙器箱・ラベル・シール・什器や包

装資材にて、多品種、小ロットから

短納期まで細かくご要望に対応致

します。 

専用機械設備の設計から製作据付

までの自動化省力化改造などの相

談と提案 

 
 

 

25 東京インキ㈱ 

TEL:03-5902-7627 

26 富士フイルムグローバル

グラフィックシステムズ㈱ 

TEL:03-6419-0412 

27 山協印刷㈱ 

TEL:0463-55-3323 

特徴的な成形加工技術を駆使した

さまざまな樹脂加工品を提供、提案

している会社です。展示品：プラス

チックネット等 

富士フイルムグループが創業以来

培ってきたコア技術とその応用展

開例をサンプル展示致します。 

「コミュニケーション創造企業」と

しての¨山協印刷の現在¨をあり

のままお伝えさせていただきます。 
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28 コニカミノルタジャパン㈱ 

TEL:03-6311-9061 

29 五洋工業㈱ 

TEL:0463-75-2281 

30 石川特殊特急製本㈱ 

TEL:045-262-1201 

弊社コニカミノルタブースでは最新の

デジタル印刷技術で製作したサン

プルを展示いたします。デジタル印

刷の可能性を是非ご体感下さい！ 

おまかせください 精密板金！ 

ステンレス・アルミ他鋼板類を美し

く高品質に加工し、お客様のニーズ

にお応えします。 

ドリームラボを中心に図面製本、上

製本、無線とじ、論文、インデック

ス、薄押し、御朱印帳、ドキュテッ

クデジタル印刷。 

 
  

31 ㈱サムシステム（企業連

携・湘南） 

TEL:0467-82-4824 

32 ㈱湘武テクニカ（企業連

携・湘南） 

TEL:0467-84-9715 

33 ㈱茅ヶ崎技研（企業連携・

湘南） 

TEL:0467-86-5671 

高精度３Ðスキャン・モデリング技

術活用事例 精美堂株式会社と企

業連携事業 ３Ð プリンターによ

る複雑形状物(仏像)の再生・リバー

スエンジニアリングの紹介 

試作部品・精密部品加工➀３ÐＣＡ

ＤＣＡＭを使用した三次元形状の

加工。②高硬度材・難削材・難形状

の加工。 

「あなたの想像を形に」最新の３

ÐCAD による開発業務、設計請負、

技術者派遣等の技術提供をご提案

します。 

   

34 (有)水嶋企画（企業連携・

湘南） 

TEL:0467-58-2807 

35 タヌマビジュアルワーク

ス(有) 

TEL:045-360-5112 

36 エムズ環境技研㈱ 

TEL:0463-21-0461 

ドローンよる航空写真撮影はコン

プライアンス重視の水嶋企画へ、東

京航空局より日本全国の許可取得

済みです。 

★建築模型、美術館・博物館展示模

型、３Ðデザイン及び製図、建築パ

ースなど。 

★会社案内、ホームページ、サイン

デザインなどビジネスデザイン全般。 

水処理及び環境関連分野のコンサ

ルティング。メタン発酵技術・排水

処理現場技術支援。水処理・環境に

関する便利屋。 
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37 ㈱タイムトゥデイ 

TEL:0463-21-0875 

38 ㈱精美堂 

TEL:0463-21-0094 

39 ㈲グリテックスインター

ナショナルリミテッド 

TEL:0463-35-1580 

写真から３Ⅾフィギュアを展示。ご

家族の思い出を３Ðの型として。津

波浸水想定マップ。プラント模型。

３Ðスキャナ。 

名前入りカレンダーを今年も無料

でお届けいたします。3Ｄプリンタ

ー。セブンイレブン出力。スマホよ

り出力も初出品。 

地球温暖化防止の為の再生エネル

ギーとして高効率、高信頼性でスペ

ースシェアリングも有効な全自動

追尾型ソーラー発電 

   

40 ㈱トヤマ 

TEL:0465-79-1411 

41 ㈱ショーワ精工 

TEL:0463-80-0441 

42 ㈱湘南アルテック 

TEL:0463-55-4140 

精密加工技術をベースに機構・電気

設計、機械加工、組立、現地工事な

ど、お客様のご要望にお応えしま

す。 

弊社は、切削、研磨、表面処理を得

意としております。ＮＣ・研磨機、

アルマイト処理装置、ＩＰ装置を保

有しています。 

ギアポンプ部品・２サイクルシリン

ダー・屋根材切断機他、アルミ鋳造

部品 

 
  

43 日本特殊塗料㈱ 

TEL:0463-23-2135 

44 日本木質技研㈱ 

TEL:046-258-6980 

45 ㈲創造デザイン 

TEL:042-774-2246 

平塚で５０年の実績！機能性を持

たせた塗料で皆様の大切な建物を

守ります。塗料でお悩みはニットク

で全て解決致します。 

木質系工業製品を作り続けて半世

紀、木材でもコンマ台の加工精度が

可能です。 

時間をかけない技能伝承・作業分

析・映像電子マニュアル作成と出張

いらずの遠隔地技術支援・IoTツー

ルのご提案！ 
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46 太洋テクニカ㈱ 

TEL:0463-22-2495 

47 ㈱タシロ 

TEL:0463-31-7118 

48 ㈱工研 

TEL:046-266-2013 

カフェ向けショーケースと電気除

臭エクスリムーブを出展します。 

金属製品の展示。 コーヒーの無料

サービスもおこなっていますので

お気軽にお立ち寄りください。 

オリジナル工具の展示 

会社ＰＲ動画（実際に切削する様子

が見られます） 

 
  

49 ㈱ツガネマシーン 

TEL:046-244-3556 

50 エースパック㈱ 

TEL:046-255-2211 

51 尾下紙業㈱ 

TEL:0465-34-3250 

当社は破砕機の製造メーカーとし

て 35 年以上の実績があります。お

客様のご要望に応じて設計致しま

す。 

ポリエチレン商品が出来るまでの

パネル展示・エースパックで製造し

た製品のサンプル展示。 

段ボールを使用したパッケージ、緩

衝材の製造、販売。サンプル試作、

少量でのご注文もお気軽にご相談

下さい。 

   

52 ㈱湘南合成樹脂製作所 

TEL:0463-22-0307 

53 タキゲン製造㈱ 

TEL:046-230-4001 

54 ㈱スズキ紙工 

TEL:0463-51-1600 

老朽化した下水道管路施設を、道路

を掘らずに新しい管と同等に補修

する技術です。 

タキゲンはあなたの工場です。試作

品特注品をスグ創ります。「協力開

発のタキゲン」（工業用錠前・産業

用部品など） 

紙、ＰＰ、ＰＥＴを加工し販促品や

化粧箱を製造。特許技術やアイデア

を活用しご要望にお答えします。サ

ンプルも配布。 
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55 ㈱ヤマト 

TEL:03-6912-5877 

56 ㈱エリントシステム 

TEL:044-430-5501 

57 平塚市倫理法人会 

TEL:0463-21-3437 

純国産の管理医療機器と足の岩盤

浴のご紹介です。日本製の部品を使

用していますので、軽量です。一度

体験してみてください。 

非接触で患者のベットからの起床、

離床を見守るＩＴ機器を展示しま

す。介護者の負担を減らす事を目標

に開発しています。 

毎週金曜ＡＭ６：００～７：００ホ

テルサンライフガーデンにてセミ

ナーを開催。参加費無料。お気軽に

どうぞ。 

 
 

 

58 ファミリーサービスエイ

コー㈱ 

TEL:026-259-3101 

59 ㈱サンナイオートメーシ

ョン 

TEL:044-751-4596 

60 ㈲ベック 

TEL:0467-83-6993 

水流で電気を作りＬＥＤを点灯さ

せ湯温を光ってお知らせするシャ

ワーを展示します。また販売代理店

様も広く募集しています。 

被災時に“素早く安眠”を確保する

寝具です。保温性・クッション性・

強度を併せ持ち、省スペース保管が

特徴です。 

ユニークな真空部品、真空を応用し

た製品、およびローツェ社のステッ

ピングモータのドライバを展示し

ます。 

 
  

61 テクノウェーブ㈱ 

TEL:0463-37-2020 

62 協立電機工業㈱ 

TEL:0467-87-1850 

63 ヤブタ塗料㈱ 

TEL:0463-21-3135 

高機能な真空関連装置からユニー

クな産業用機器・装置までテクノウ

ェーブ製品をご紹介いたします。 

①電動機コイル巻替修理最短１０

時間 

②金属摩耗修理最短３時間 

③電動機・発電機・ポンプ・メーカ

ー問わず修理可能 

塗装工事についての相談コーナー

や保証付塗装工事のご案内をさせ

て頂きます。どうぞお気軽にお声掛

け下さい。 
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64 ニヤクサービス㈱ 

TEL:0463-37-5884 

65 ＭＸモバイリング㈱ 

TEL:0466-27-7869 

66 ㈲相馬工業 

TEL:0120-979-386 

［事故防止」「燃費削減」を実現で

きる、費用対効果の高い運転指導ツ

ールをご提案いたします。 

火災発生時に最も重要な初期消火

訓練をするＶＲシミュレータを体

験いただける展示ブースとなりま

す。 

創業４０年、地域密着の塗装店。リ

トアニア旧日本領事館の海外塗装

ボランティアの様子や機能性塗料

のサンプル展示等。 

 
 

 

67 フィリップモリスジャパ

ン合同会社 

TEL:080-3458-5469 

68 ㈲ホテイ産業研究所 

TEL:0467-33-0789 

69 東京ガス㈱神奈川西支店 

TEL:0120-151-413 

火を使わない加熱式たばこ  ＩＱＯ

Ｓのご紹介です。様々な企業様から

好評いただいている無料体験会に

ついてもご案内致します。 

バイオの力で洗濯槽の浄化や洗濯

物の消臭、トイレのつまりの元の汚

れも分解する、人にも地球にも優し

い商品の紹介。 

自宅で発電！東京ガスから電気と

お湯を同時に作る「エネファーム」

を紹介します。東京ガスグループの

電力を紹介します。 

   

70 平塚市産業振興課 

TEL:0463-21-9758 

71 ㈱フクシマキカク 

TEL:0466-34-7560 

72 湘南診断士ネット 

TEL:090-4397-5816 

６月から開始した中小企業の設備

投資支援策(先端設備等導入計画の

認定)や、平塚市が行うその他取組

をご紹介します。 

【水素風呂】「水素風呂」レンタル月額３，７８０円！ご家庭の

風呂を「水素風呂」に変え、「美」と「健康」の全身ケアーを家

族で試してみませんか！ 

【ＬＥＤ照明】業界トップクラスの消費電力７０％削減効果と

低価格の「４段切替調光式ＬＥＤ照明」で光熱経費の削減を展

示ご提案！ 

売上向上、補助金申請、事業承継、

人材育成等、貴社の経営課題に結果

で応える湘南平塚で活動する専門

家集団です。 
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73 （一社）ペガサス 

TEL:0463-74-6683 

74 （特非）ＮＰＯ中小企業再

生支援 

TEL:045-982-2290 

75 ㈱ミツウロコヴェッセル

南関東支店 

TEL:0463-55-5125 

精神障害・発達障害の方の就労支援

事業を行っています。平塚の地域で

障害者雇用を促進すべく、鋭意活動

中です。 

中小企業の経営革新、経営基盤の強

化の支援を行います。中小企業向け

ＢＣＰ（事業継続計画）の策定と支

援を行います。 

ミツウロコでんきで電気代がもっ

とお得に。 

   

76 平塚市中小工業会 

TEL:0463-22-2511 

77 平塚市異業種研究会 

TEL:0463-22-2512 

78 神奈川県湘南地域県政総

合センター 

TEL:0463-22-2711 

平塚市の製造業を主体とした中小

企業による工業会です。様々な事業

活動を実施しております。 

中小企業者を主体とした異業種グ

ループです。産学公の交流事業への

参加、定例会や研修見学事業を開催

しています。 

地震防災啓発パネルの展示、防災ク

イズ、家具の固定器具展示などを行

います。 

   

79 大磯町商工会女性部 

TEL:0463-61-0871 

80 リトアニア共和国 

TEL:0463-68-1252 

81 横浜ゴム㈱平塚製造所 

TEL:0463-35-9501 

マチ、カオル。ＯＩＳＯプロジェク

ト。大磯の摘果みかんを活用したア

ロマオイルです。将来的に商品化を

目指しています。 

リトアニアが世界に誇る、ライフサ

イエンスや光工学(レーザー)分野、

ＩＣＴ分野等の最先端技術を紹介

します。 

横浜ゴムは「研究開発」から「生産」

「販売」に至るまで、心と技術をこ

めたモノづくりにより、幸せと豊か

さに貢献していきます。 
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82 平塚信用金庫 

TEL:0463-24-3072 

83 神奈川県信用保証協会 

TEL:0466-23-0792 

84 ㈱コムプランニング 

TEL:0463-24-0316 

当金庫はお客様の経営課題解決に

向けた取組みをしています。「街の

ベストパートナー」としてお客様と

共に歩んでいきます。 

 もっと身近に！ ７０年の感謝

をこめて かながわの中小企業を

応援します。 

ＩＴ補助金を利用したホームペー

ジリニューアルのご紹介になりま

す。SSL 化や CMS・動画コンテンツ

の導入など最新のホームぺージを

補助金でつくりませんか？ 

  
 

85 日本政策金融公庫 

TEL:0465-23-3175 

86 ㈱トーリク 

TEL:0463-55-2681 

87 ㈱アクロス 

TEL:0463-36-7778 

中小企業のみなさまへの事業資金

融資制度についてご案内します。 

創業６４年の総合物流会社です。

様々なタイプのトランクルームと

フォークリフトの教育センターを

中心に紹介いたします。 

デザイン・ＷＥＢサイト・印刷物・

ＬＥＤから起業支援・環境マネジメ

ントサポートまで全部まとめてワ

ンストップ！ 

   

88 ＩＫパートナーズ㈱ 

TEL:0463-73-5161 

89 ㈱アイメックス・プリン

ト・ソリューション 

TEL:0463-23-0012 

90 ㈱桜田商事 

TEL:0463-33-2266 

いい社員が集まる会社、社員がやめ

ない、育つ会社。健全に、事業を継

続できる会社になる。これが「真の

健康経営」だと考えます。当社は健

康経営をサポートします。 

オリジナルのＴシャツやバッグが

作れる転写プリントシステムを展

示します。お手持ちの写真データか

らサンプル作れます。 

通信距離を気にせず使える無線や、

業務からレジャーまで幅広い用途

に対応する無線を出展予定 
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91 人財育成の湘南話し方セ

ンター 

TEL:0463-58-8740 

92 敬愛技術士事務所 

TEL:0463-36-0886 

93 ㈱特別警備保障 

TEL:0463-22-8310 

自社製品のプレゼン力 UP や職場の

人間関係を良くするため、社員のや

る気を起こさせるためなど、全ては

「ことば」「話し方」です。 

ものづくり企業の課題解決のため

に、技術士(国家資格)がコンサルテ

ィングします。「答えは現場にある」

が信条です。 

セキュリティシステム・防災関係の

ご相談窓口、ご来場の際にはお気軽

にお声がけください。最新カメラシ

ステムを展示。 

   

94 東海大学 

TEL:0463-59-4364 

95 産業能率大学 

TEL:0463-92-2213 

96 東京大学生産技術研究所 

林研究室 

TEL:03-5452-6098 

ＮＥＤＯプロジェクトとして、ふく

しまスカイパ＾クでの試験飛行に

成功したソーラー無人飛行機を実

機展示＆映像上映 

地域・産学連携活動に基づいた実践

的な教育・研究の紹介 

林研究室ではレーダを用いた海面

観測と波浪・潮流などの海洋再生可

能エネルギーの利用に関する研究

を行っています。 

   

97 神奈川大学 

TEL:0463-59-4111 

98 芝浦工業大学 

TEL:03-5859-7123 

99 神奈川県立西部総合職業

技術校 

TEL:0463-80-3001 

神奈川大学の産官学連携における

考え方や仕組みと研究（シーズ）の

一部を紹介いたします。 

芝浦工業大学で開発された平塚少

年少女ロボットセミナーで使用す

る各種オリジナルロボットの展示

と競技を体験します。 

秦野市にある県立の職業能力開発

施設です。実習作品・パネル展示、

土曜日は「ものづくり体験」を実施

します。 
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100 ㈱湘南平塚コミュニティ

放送 

TEL:0463-23-7111 

101 地方独立行政法人 神奈

川県立産業技術総合研究所 

TEL:046-236-1500 

102 神奈川県さがみロボット

産業特区推進センター 

TEL:046-236-1578 

ＦＭ湘南ナパサは開局２５年目を

迎えました。当日はブースからの生

放送も予定しております。お楽しみ

に！ 

県内中小企業向けの各種支援活動

と当研究所が推進している産学公

技術連携の取組をご紹介いたしま

す。 

県民のいのちを支える「さがみロボ

ット産業特区」の取組。本取組の支

援により商品化された生活支援ロ

ボットの紹介。 

   

103 守山乳業㈱ 

TEL:0463-22-1730 

104 髙久製パン㈱ 

TEL:0463-21-2614 

105 ㈱鈴木製餡所 

TEL:0463-31-0051 

無菌充填製造による常温長期保存

できるドリンクとデザートの試食

とカップドリンク各種を展示・販売

いたします。 

湘南ひらつか名産品。平塚市ゆかり

の村井弦斎カレーとパンを融合。ご

飯入りパン生地には福神漬入りの

和風カレーパン。 

おかげさまで創業 70 周年。オリジ

ナル商品「湘南の夢Ⓡ」は甘さ控え

めで上品な味わい！是非一度ご賞

味下さい。 

   

106 ㈱麻生 

TEL:0463-51-2600 

107 ㈱フリーデン 

TEL:0463-58-6120 

108 湘南ケーブルネットワー

ク㈱ 

TEL:0463-22-1213 

麺づくり 70 年！中華麺を各種製造

しております。湘南平塚から心を込

めて発信します。 

「安全・安心・おいしさ」を企業理

念とし、常に高品質の自社牧場産

「やまと豚」それに準ずる加工品を

ご提供しております。今回はこだわ

りのハム・ソーセージの販売を行い

ます。 

高精細「スーパーハイビジョン」を

体感しよう。現行２Ｋハイビジョン

と比較して、そのリアルな世界感を

体感できます。 
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１０月１８日（木） 

 ９：４０～  オープニングセレモニー 

       出席者 

       中島神奈川県副知事／丸山湘南地域県政総合センター所長／落合平塚市長 

       常盤平塚商工会議所会頭／浜地実行委員長／北岡副実行委員長 

 

 

 

 

 

 

１０月１８日（木）１１：３０～１３：００ 

  国内生産で世界に対抗できるコストを実現 

「独自生産方式とＩｏＴを活用した生産性向上への取り組みと成長分野への参入」 

   武州工業株式会社 代表取締役 林 英夫 氏 参加者数 ４０名  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

基調講演 

オープニングセレモニー 
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■出展者の製品紹介、事業案内、名刺交換等の情報発信をする場の提供 

日時   １０月１８日（木）１４：００～１５：３０ 参加企業９社 名刺交換会参加企業３５社 

１０月１９日（金）１４：００～１５：３０ 参加企業９社 名刺交換会参加企業２５社 

 場所：アリーナ北側特設会場 

１０月１８日(木) プレゼンテーション企業        １０月１９日(金) プレゼンテーション企業 

事業所名 事業所名 

㈱アクロス ㈱アイメックス・プリント・ソリューション 

石川特殊特急製本 ＭＸモバイリング㈱ 

人財育成の湘南話し方センター (有)グリテックスインターナショナルリミテッド 

㈱精美堂 敬愛技術士事務所 

(有)相馬工業 ㈱コムプランニング 

平塚信用金庫 ㈱サンナイオートメーション 

フィリップモリスジャパン合同会社 ㈱湘南平塚コミュニティ放送 

㈱フクシマキカク ㈱テクノソリューションズ 

（一社）ペガサス 平塚市倫理法人会 

 

１０月１９日（金）１１：００～１２：００ 
「太陽光発電と省エネルギーを組み合わせたソーラー

ビークルの可能性」 

東海大学におけるソーラー無人飛行機とソーラーカー開発最前線 

東海大学 工学部 電子工学科   

教授 木村 英樹 氏 

 
 

参加者数 ５０名  

 

１０月１９日（金）１２：３０～１３：３０ 

「エンジニアのためのデザイン思考」 
 ユーザーを理解する 

 

首都大学東京 経営学研究科   
教授 竹田 陽子 氏 

 

 
 

参加者数 ４０名  

テクノビジネスプロモーション 

平塚市イノベーションスクール 

産学公講演 
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  東海大学ソーラー無人飛行機展示     神奈川県立平塚工科高等学校ソーラーカー展示 

  
日産懐かしの名車         平塚市内食料品製造業者食品展示・販売会 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設コーナー 
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さがみロボット産業特区 

「ロボット体験コーナー」 

 

横浜ゴムＰＲＧＲ ゴルフ試打コーナー 

  
神奈川県立平塚工科高等学校ソーラーカーデモ走行        はたらくクルマ撮影会 

 

 

 

 

 

１０月２０日（土） 

１０：３０～１６：００ 

 

主催  芝浦工業大学 

 

内容 デザインコンテスト、相撲競技大会 

    表彰式 

参加者数  ５６名 

  

 

 

 

少年少女ロボットセミナー 
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フェア開催期間中は、神奈川中央交通㈱の御協力により、平塚駅から無料の送迎バスを 

運行しました。 

●バス    神奈川中央交通㈱        

●運行経路  平塚駅北口１２番線バス停 

   

会場 ひらつかアリーナ 

 

●利用客数  １０月１８日（木） １３６名 

     １０月１９日（金）      １９２名 

     １０月２０日（土） １３１名 

                  計       ４５９名 

 

 

 
 

１０月２０日（土） 

１０：００～１６：００ 
 

主催  神奈川県立西部総合職業技術校 

 
内容  ・キーホルダーの作成 

    ・かんな削り体験 

 

 

【第５１回平塚市児童生徒創意くふう展】 

次代を担う青少年に創作する喜びを体得さ

せ、活力と魅力あふれる地域づくりと創造性

豊かな人間形成を目指すことを目的とした児

童生徒創意くふう展を開催しました。 

 
日時  開催期間中 常設展示 
内容  市内小中学生の創意くふう作品の展示 
 
出展状況  <小学校の部>  ２２校 ６９作品 

<中学校の部>   ７校 ２９作品 
合 計   ２９校 ９８作品 

 

 

 

【平成３０年度平塚市技能者表彰式】 

同一職種に長く従事し、技能の練磨及び

後進の育成に努め、その職種の向上発展に

功績のあった市民を表彰する技能者表彰

式を開催しました。 

 
日時  １０月１８日（木） 

１１：３０～１１：００ 

会場  アリーナ北側特設会場 

 

被表彰者数 

技能功労者 １５名 優秀技能者    ８名 

ジョイントイベント 

ものづくり体験コーナー 

シ ャ ト ル バ ス 
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開催数 日 程 場 所 
出展者数 
（社・団体） 

来場者数 
（人） 

第１回 
平成 17年（2005年） 

10月 14日(金)、15日(土) 
平塚市勤労会館 ３０ 620 

第２回 
平成 18年（2006年） 

10月 20日(金)～22日(日) 
ひらつかアリーナ ７０ 12,000 

第３回 
平成 19年（2007年） 

10月 26日(金)～28日(日) 
ひらつかアリーナ ８６ 13,500 

第４回 
平成 20年（2008年） 

10月 23日(木)～25日(土) 
ひらつかアリーナ ９４ 11,500 

第５回 
平成 21年（2009年） 

10月 22日(木)～24日(土) 
ひらつかアリーナ １０６ 13,000 

第６回 
平成 22年（2010年） 

10月 21日(木)～23日(土) 
ひらつかアリーナ １１９ 11,100 

第７回 
平成 23年（2011年） 

10月 20日(木)～22日(土) 
ひらつかアリーナ １２７ 12,000 

第８回 
平成 24年（2012年） 

10月 25日(木)～27日(土) 
ひらつかアリーナ １３３ 14,000 

第９回 
平成 25年（2013年） 

10月 24日(木)～26日(土) 

ひらつか 
 サン・ライフアリーナ 

１２６ 7,100 

第１０回 
平成 26年（2014年） 

10月 23日(木)～25日(土) 

ひらつか 
 サン・ライフアリーナ 

１０８ 8,500 

第１１回 
平成 27年（2015年） 

10月 22日(木)～24日(土) 

ひらつか 
 サン・ライフアリーナ 

１０６ 9,500 

第１２回 
平成 28年（2016年） 

10月 20日(木)～22日(土) 
ひらつか 
 サン・ライフアリーナ 

９９ 9,500 

第１３回 
平成 29年（2017年） 

10月 26日(木)～28日(土) 
ひらつか 
 サン・ライフアリーナ 

９１ 7,670 

第１４回 
平成 30年（2018年） 

10月 18日(木)～20日(土) 
ひらつか 
 サン・ライフアリーナ 

１０８ 8,330 

 

開 催 の あ ゆ み 


