
来場者の入場方法

ご用意している商談機能

https://www.itabashi-iie.jp/

いたばし産業見本市事前登録はご招待券ご招待券

開催概要

板橋区工業の地域的特色

●東京都・板橋区 医工連携交流会 
　板橋区内3病院合同開催（オンライン）
●板橋区ものづくり企業商談会（板橋区立文化会館大会議室）

同時
開催

（公財）板橋区産業振興公社、板橋区、いたばし産業見本市実行委員会主催

　板橋区はほぼ全域が市街地とされ、人々の暮らしと密接した商店街が多く形成されています。また水と緑に関わる空間も豊富
に存在し、区民からも住みよい街として評価されています。その一方で北部には工場地が広がり、都内有数の工業集積地域とし
て発展しています。
　近年、板橋区の工業集積地の多くでも住宅化が進行していますが、今なお板橋区内の随所で多くの工場が活躍しています。
各工場は環境対策などを施し、地域社会との共存を図りつつ、大都市の中でものづくりの可能性を追求しています。

鉄鋼のまち
工業専用地域を中心に、鉄管やス
テンレス製品、シャッターなどの大
きな工場が立ち並んでいます。

全域に広がる印刷・同関連業
印刷・製版・製本などの印刷・同関連業は昭和40年代に都心部から周辺
部へ移動する形で板橋区全域に広がりました。現在では、全国でも有数
の印刷・同関連業の集積度の高い都市となっています。

光学・精密などの機械工業
板橋区の代表的な地場産業である光学・精密
を中心とする機械工業は、常盤台、大山、前野
町、蓮沼、志村方面へと大きく広がりました。

物流の拠点
中央卸売市場、トラックターミナル、大型倉庫
など、物流の拠点として大きな役割を果たして
います。

化学工業
中山道沿いを中心に化学工業が発
展しました。現在でも主に新河岸川
周辺に大きな工場があります。

近代工業の発祥
明治9年、加賀にある陸軍の工場で
火薬の製造が始まりました。板橋区
近代工業の幕開けの地です。

展示会名 いたばし産業見本市Online第24回 製造と加工技術展2020

会　期 2020年11月12日（木）～18日（水）

入場料 無料

主　催 （公財）板橋区産業振興公社、板橋区、いたばし産業見本市実行委員会

出展者数 企業・団体▶65社（9月18日現在）

後　援 経済産業省関東経済産業局、（独）中小機構関東本部、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、公益財団法人東京都中小企業振興公社、一
般社団法人東京工業団体連合会、東京商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）東京貿易情報センター、公益社団法人日本技術士会、一般社団法人
板橋産業連合会、板橋区商店街連合会、東京商工会議所板橋支部、公益社団法人板橋法人会、板橋区印刷関連団体協議会、一般社団法人東京中小企
業家同友会板橋支部、公益社団法人東京青年会議所板橋区委員会、一般社団法人板橋中小企業診断士協会、東京都立北豊島工業高等学校、産経新
聞社、東京新聞、毎日新聞社、読売新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ、特定非営利活動法人経営支援NPOクラブ、
特定非営利活動法人コアネット、一般社団法人日本光学会、板橋区しんきん協議会

木 18 水1211
木1911 金1812 （アーカイブ期間）

2020年11月19日（木）～12月18日（金）アーカイブ期間

①右のQRコードより事前登録をお願いします。
　ご登録をいただくと、事前にIDとパスワードが発行されます。

　
②11月12日（木）よりいたばし産業見本市Onlineがオープンしますので
　ウェブサイトへアクセスしてください。
　※事前登録の際に発行されたIDとパスワードをご使用ください。当日登録でも入場可能です。

③いたばし産業見本市TOPページ内のオンライン入り口よりご入場ください。

来場者が名刺交換をクリックし送信すると、当該企業宛てにオンライン上で
名刺が届きます。

名刺交換機能

来場者がテキストチャットをクリックすると、ビデオや音声はなしで、文字のみで出展者と
会話ができます。スマートフォンのSMS（ショートメール）のようなイメージとなります。

 テキストチャット機能

来場者がビデオチャットをクリックすると、リアルタイムで、画面越しに顔を合わせて
会話できます。スマートフォンのビデオ通話のようなイメージとなります。

ビデオチャット機能

来場者がボイスチャットをクリックすると、リアルタイムで、音声のみで会話できます。　
スマートフォンの通話のようなイメージとなります。

ボイスチャット機能

出展者が離席中や商談中の場合、出展者から後程改めて連絡をもらう機能です。コールバック機能

いたばし産業見本市Onlineでは、
来場者と出展者がスムーズに
コミュニケーションがとれるよう、
バーチャルブース内に以下５点の
商談機能をご用意いたしました。

※詳しくはHPにある「オンライン見本市の見方」をご確認ください。

いたばし産業見本市Onlineへの入場には登録が必要です。
▼いたばし産業見本市Online入口TOPページ

https://www.itabashi-iie.jp/

（来場者ご自身に設定いただく任意のもの）



医療系セミナー
1. ビジネスに役立つセミナー

2. 金沢市・板橋区との連携セミナー

2020年11月12日（木）
11：30～12：30 サイバニクス産業が拓く医療福祉の未来

～ 人生100年時代を見据えた健康長寿社会へ ～
講演
タイトル

講演日

登壇者
超高齢社会での社会課題解決のため、本講演では、世界初の装着型サイボーグ「HAL」や脳
神経系疾患へのサイバニクス治療、非医療分野でのフレイル／ロコモ対策となる身体機能
低下者への自立支援、予防・早期発見・健康管理のための先進バイタルセンサーなど、医
療・福祉・生活分野における様々な革新的サイバニクス技術について最新情報を交えなが
ら講究します。ロボット産業、I T産業に続く『サイバニクス産業』は、人とテクノロジーが共生
する「テクノピアサポート社会」を実現し、抗加齢医療イノベーションの中核を担うものにな
るはずです。

【第1部講師】
CYBERDYNE株式会社
代表取締役社長兼CEO

山海  嘉之 氏

東京都健康長寿医療センター
センター長
許  俊鋭 氏

【進行】
日本経済新聞社編集委員

木村  彰 氏

オンラインセミナー情報
ITABASHI INDUSTRIAL EXHIBITION 2020出展者一覧出展者一覧

▶ニュースサービス日経 
　常盤台

▶株式会社清原光学

▶ジーフロイデ株式会社

▶日本特殊光学樹脂株式会社

▶日本メカニック株式会社

▶株式会社ユーカリ光学
　研究所

▶ユニオン光学株式会社

▶株式会社ルケオ

▶JDF株式会社

▶株式会社藤村工業

▶株式会社有我工業所

▶株式会社ソナスリンク

▶ファースト電子開発株式会社

光学・精密関連

機械（一般機械等）

鉄鋼・金属

▶有限会社田村化学工業

化   学

▶ユニオン合成株式会社

プラスチック

電気・電子

▶アフィックス株式会社

▶クリエイティブアドワークスムラカミ

▶株式会社国宝社

▶株式会社正栄マーク製作所

印刷関連

▶株式会社アイル

▶飯田電子設計株式会社

▶イワツキ株式会社

▶三興塗料株式会社

▶新光株式会社

▶SLEPT WELL

▶日栄テック株式会社

▶株式会社HANA

医療・健康・福祉関連

▶板橋金属工業株式会社

▶株式会社エイアイティ

環境関連

▶森本鐵鋼産業株式会社

▶株式会社アイカム 

▶株式会社エイプス

▶黒船イノベーションズ株式会社

▶スマートワークエンジニアリング株式会社

▶日本運転代行連盟株式会社

IT・情報関連

▶いたばし総合
　ボランティアセンター

▶一般社団法人
　板橋産業連合会

▶SDGsいたばしネットワーク

▶東京都行政書士会板橋支部

▶長野県岡谷市

▶日本弁理士会関東会

中小企業支援

▶エムシー

▶株式会社TOK

▶株式会社サーランド・アイエヌイー

▶ジ―エム株式会社

▶城北化学工業株式会社

▶綜合建設株式会社

▶株式会社松田技術研究所

その他製造業

▶国立研究開発法人 
　理化学研究所

▶帝京大学 
　産学連携推進センター

▶地方独立行政法人
　東京都立産業技術研究センター

▶東洋大学

▶日本大学産官学連携
　知財センター

開発研究

▶板橋区環境政策課/
　クール・ネット東京

▶板橋区産業振興課

▶板橋区政策企画課

▶公益財団法人
　東京都中小企業振興公社

▶東京都立北豊島工業高等学校

▶東京都立中央・
　城北職業能力開発センター板橋校

協力機関

▶朝日信用金庫

▶城北信用金庫

▶巣鴨信用金庫

▶東京信用金庫

▶東京東信用金庫

信用金庫
特別講演

2020年11月13日（金）
10：30～11：30

変わらないため、変わりつづける　
湖池屋がめざす“不易流行”のブランドづくり

講演
タイトル

講演日

登壇者

※セミナー講師及び内容は予告なく変更となる場合があります。最新の情報は、いたばし産業見本市ホームページにてご確認ください。
※アーカイブ配信も予定しています。詳細はホームページにてご確認ください。

2016年に湖池屋はコーポレートブランドを創業の原点である「株式会社湖池屋」に統合し
ました。現在、湖池屋では、日経ＭＪ「2020年上半期ヒット番付」で小結に選ばれた「湖池屋
プライドポテト」をはじめ、「じゃがいも心地」などの高付加価値商品、大豆たんぱく肉で作っ
た「罪なきからあげ」などの新機軸商品で食の価値を広げています。本セミナーでは、社会
や環境の変化を感じながら、どのように意識を変化させて、新しい商品・組織作りにつなげ
てきたか。変わらないために変わり続ける、湖池屋での取り組みをご講演いただきます。

株式会社湖池屋
代表取締役社長
佐藤  章 氏

渋沢栄一セミナー
2020年11月13日（金）
13：30～14：30

今日よりもよい明日を実現させる
渋沢栄一の思想の現代意義

講演
タイトル

講演日

登壇者
2024年から発行される新一万円札の肖像画となる渋沢栄一。およそ500の会社および
600の社会公共事業の設立に関与し、「日本資本主義の父」と呼ばれている栄一が提唱した
のが「論語と算盤」です。道徳と経済が合致すべきという今から100年ぐらい前の思想です
が、持続可能な経済社会が求められるからこそ、今の時代でも活用すべき行動指針ではな
いのだろうかと思います。よりよい明日を常に目指した渋沢栄一の精神を令和に蘇らせる
内容の講演をいただきます。

シブサワ・アンド・カンパニー 
代表取締役
渋澤  健 氏

かなざわ講座
2020年11月12日（木）
15：00～17：00 金沢を通して見る工芸の魅力講演

タイトル
講演日

登壇者
金沢は江戸時代以降、工芸の盛んな町として知られています。多くのつくり手がその土地に
暮らし、さまざまな作品や製品を生み出してきました。今回の講演では、工芸の中でも近代
以降の、とくに「作家の工芸」に焦点を絞り、「つくり手＝作家」が生み出した「作品」を通して
工芸の魅力、そして金沢の魅力を紹介します。あわせて、10月25日に開館する国立工芸館
のコレクションの中から、石川・金沢という土地で育まれた作家とその作品もお伝えしたいと
思います。

▶第1部： 講演

CYBERDYNEのサイボーグロボット「HAL」は、脳神経系疾患患者の身体機能の改善に効
果があります。東京都健康長寿医療センターの許俊鋭センター長を迎え、健康長寿社会の
実現に向けて対談を行います。

▶第2部： 対談

東京国立近代美術館
国立工芸館長
唐澤  昌宏 氏

▶株式会社美彫社

●2020年9月18日現在（※最新の出展者一覧はいたばし産業見本市HPでご確認いただけます。）
●各カテゴリーごと50音順（（法人格）を除く）




