
横浜不動産情報株式会社

http://www.yfj.co.jp/

◆工業団地の事業不動産のご相談は

☎ 045－314－0314

◆工業団地の事業不動産のご相談は

機械工具総合商社

株式会社 沼田商会
ＩＳＯ９００１認証取得

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-4-24

 ☎ 045-784-5811
FAX 045-782-5236

金沢産業振興株式会社
代表取締役　貝道  和昭
金沢区福浦1－5－2

エコで横浜金沢産業団地に貢献！
グリーンバレー関連事業受託実績あり！

金沢企業等防犯連絡協議会
会長　沼田　昭司
金沢区福浦1－5－2

（一社）横浜金沢産業連絡協議会内

新規会員募集中！
 明るい地域社会を目指して！

 平成26年春に法人化し、一般社団法人となりました。
今後も会員企業と横浜金沢産業団地の振興・発展、活性化、経営環境保全等々を目的として活動して参ります。

http://www.sanrenkyo.jp/

金沢産業団地の窓口

一般社団法人  横浜金沢産業連絡協議会
会 長　沼田　昭司
金沢区福浦1－5－2　横浜市金沢産業振興センター2階

金沢産業団地経営者の会

横浜シーサイドフォーラム
代表幹事　星　  正  浩

金沢区福浦1－5－2
（一社）横浜金沢産業連絡協議会内

http://seasideforum.jp/

私たちは「包む価値」の創造を通じて
快適な社会の実現に貢献します。

藤森工業株式会社 横浜事業所
横浜市金沢区幸浦一丁目10番1号
ＴＥＬ 045－769－0901

ZACROS

100周年

自動販売機の
　プロフェッショナル、
　　　DyDoです。

私たちは、ご近所だからできる地域に密着した
営業展開をしています。

ダイドービバレッジサービス㈱
みなと営業所
〒236-0003 横浜市金沢区幸浦1-15-9
TEL.045-776-1560　FAX.045-776-1565

自動販売機の
　プロフェッショナル、
　　　DyDoです。
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一般社団法人 横浜金沢産業連絡協議会　
公益財団法人 横浜企業経営支援財団
横浜市経済局　横浜市温暖化対策統括本部　横浜市金沢区
（一社）横浜市工業会連合会　横浜商工会議所金沢支部
神奈川県中小企業団体中央会　横浜市金沢団地（協）
金沢中央事業会　金沢産業団地内各協同組合
㈱横浜シーサイドライン　（公大）横浜市立大学　関東学院大学
金沢シーサイドタウン連合自治会　横浜シーサイドフォーラム

主　催
共　催
後　援
（予 定）

キラリ　未来へ。

横浜金沢産業団地発信イベント
横浜金沢からキラリと光る技術・製品・事業・企業の情報を発信します！

横浜市金沢産業振興センター

横浜市金沢産業振興センター
横浜市金沢区福浦１-５-２　シーサイドライン 産業振興センター駅下車　徒歩１分
※来場にあたっては、公共交通機関をご利用下さい。
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www.sanrenkyo.jp
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産連協会員企業・組合、環境・省エネ・防災関係企業のブース展示

横浜型地域貢献企業・横浜知財みらい企業・横浜グローバルものづくりガイド掲載企業や
全日本製造業コマ大戦等の産連協会員の特色ある企業・取り組みの紹介

展示会場内プレゼンテーションエリアでのセミナー＆デモ
金沢区臨海部エネルギーマネジメント事業紹介、開放空間にスーパークリーン空間を形成する技術紹介ほか

頑張るものづくり企業パネルディスカッション＆公募情報・支援メニュー紹介（予定）
（公財）横浜企業経営支援財団　神奈川県中小企業団体中央会　於 大会議室

横浜グリーンバレー、ＩＤＥＣ経営相談窓口＆相談事例、産学連携・行政機関・教育機関の取組紹介

その他展示、デモンストレーション等

交流会　交流会参加者による親睦、意見交換等

（一社）横浜金沢産業連絡協議会　☎ 045-781-1131／FAX 045-781-1136
お問い合わせ先

横浜市金沢区福浦１-５-２

AM１０:00～PM4:00
2015/２/１8水

表面

練習量豊富なテニススクール
レッスンは1クラス8人まで！！Let’s

enjoy!!

tennis

金沢テニススクール045-783-4364お問合せ Yahoo!

金沢テニススクール
金沢産業振興センター内



テニスコート

広場広場
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メインセンター
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駐車場

10：30～
第一部　頑張るものづくり企業
　　　　パネルディスカッション
第二部　公募情報・支援メニュー
　　　　紹介（予定）

ＰＩＡメッセ２０１5 会場案内図ＰＩＡメッセ２０１5 会場案内図
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医療用・動物用・工業用各種X線装置の開発・製造・販売・輸出入。

大正13年創業。各メーカー製品取扱い。より良い製品をユーザーに。

未来を見つめて私たちはお客様と共に新しい価値を創造し続けます。

食用、化粧用、医薬用色素の製造会社です。

地球にやさしい軽金属部品に最先端の表面処理技術で高付加価化。

照明器具の開発・製造・販売。

環境・健康に寄与する装置を開発している会社です。

エネルギー中心に食料・住宅・保険・薬局などを展開する総合商社。

金沢区発、世界へ。車社会の発展にグローバルに貢献しています。

繊維リサイクルや保護具を通じての作業現場の改善のお手伝い。

金沢八景から新杉田駅を結ぶ新交通システムシーサイドラインです。

建物修繕工事、建物劣化調査、建物管理。

環境コンサルティング企業として４７年の実績を持つ市内業者です。

記念品販促品の企画・名入カレンダーの製造販売、葬祭返礼品販売。

株式会社大倉物産。金属加工機械と機電工具の卸売業。

特殊映像機器の開発・製造・販売を一貫して行っています。

全日本製造業コマ大戦協会の事務局として活動しています。

中小企業の振興発展のため、組織化、連携、経営基盤確立等を支援する団体です。

幸浦一丁目に新拠点を開きました。地域密着の営業展開を図ります。

携帯型X線装置、動物用X線装置、デジタルラジオグラフィー装置。

精密卓上旋盤、表面粗さ計、二次元画像測定機、ツールプリセッター。

環境・省資源化対応の詰替用包装材料を中心に紹介します。

医薬品用色素添加剤供給事業とバイオ医薬品原薬供給事業の紹介。

Ａｌ・Ｍｇ・Ｔｉサンプル展示。是非、手に取ってご体感下さい。

工場・倉庫でご使用頂ける『ＬＥＤ照明器具』をご紹介いたします。

自社製品紹介にかかる展示。

ＨＴＣ  ～火災リスクを安全対策と火災保険がセットでガード～

当製品はＭＴ車でスムーズなギヤシフトに欠かせない存在です。

繊維リサイクル商品、保護具、作業現場改善商品。

シーサイドラインキャラクターのキラキラ☆シーたんグッズ発売中♫

建物の機能維持と資産価値の向上。

環境省の無料省エネ診断や対策補助などの情報を提供します。

記念品・販促品、名入カレンダー、葬儀返礼品の参考展示他。

照明ＬＥＤ化と生ゴミ処理、医療系廃棄物を乾燥減量でコスト消滅。

水中テレビロボット及び船底清掃水中ロボットの展示。

日本・海外でも行われている「コマ大戦」を地元で紹介します。

ものづくり補助金を活用した企業の取り組みをご紹介。

災害救援自販機展示、自社紹介ほか。

アールテック㈱

㈱沼田商会

藤森工業㈱

癸巳化成㈱

テクノ工業㈱

横浜機工㈱

㈱エッチアールディ

カメイ㈱

協和合金㈱

ナカノ㈱

㈱横浜シーサイドライン

㈱夢現

㈱オオスミ

㈱カレンズ

㈱大倉物産

㈱キュー・アイ

全日本製造業コマ大戦協会

神奈川県中小企業団体中央会

 ダイドードリンコ㈱

社名・団体名等 企業紹介・事業紹介等
出展内容等出展位置

出展
位置 企業紹介・事業紹介等

出展内容等
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ＩＤＥＣ支援メニュー、相談窓口の紹介。

表面処理技術とデザインを中心とした技術支援を行っています。

横浜市立大学で取り組んでいる教育・研究活動等を紹介します。

２０１５年４月より１０学部１３学科１１コースになる総合大学。

金沢区臨海部をモデル地区とする横浜グリーンバレー構想を紹介。

企業・大学・行政の連携により、地元企業の活性化を目指します。

ＩＤＥＣ事業紹介、施設ＰＲ（入居者募集）、相談窓口ＰＲ（経営・技術ほか）

事業概要の紹介及び分析事例のサンプルや写真の展示を行います。

横浜市立大学の教育・研究活動等の紹介

関東学院大学の紹介、取り組みの紹介等

エネルギーマネジメント事業（電力見える化）機器を展示します。

学生視点による地元企業の魅力（いいとこ）を冊子で紹介します。

（公財）横浜企業経営支援財団

横浜市工業技術支援センター

公立大学法人　横浜市立大学

関東学院大学

横浜市温暖化対策統括本部

横浜市金沢区役所

社名・団体名等
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11：00～ 包装・パッケージの紹介及び企業紹介 ＜藤森工業㈱＞
12：00～ オープンクリーンテクノロジーの紹介（開放空間に清浄度ＩＳＯクラス１のスーパークリーン空間を形成）＜㈱沼田商会＞
13：00～ 火災リスク診断、火災ダメージ極小化提案、最適火災保険３点がセットになったＨＴＣビジネス＜カメイ㈱＞
14：00～ ＣＯ２削減（省エネ）対策支援（環境省事業）のご案内 ＜㈱オオスミ＞
15：00～ 船底清掃ロボットにより船舶の燃料削減 ＜㈱キュー・アイ＞
15：30～ 金沢区臨海部エネルギーマネジメント事業について ＜横浜市温暖化対策統括本部＞

プレゼン＆
デモエリア

中面


