
イベントプログラム21日 土

お楽しみサイエンスショー
おなじみの空気砲実験や風船割りゲーム（お子様参
加型）など、ビックリ、ワクワクがいっぱい！お子様と
いっしょに科学の不思議や面白さが体験できるス
テージショーです。

時間 13:15～14:00
場所 メインステージ

「なるほどものづくりセミナー～IoT製品で楽しく便利な暮らし～」

最近よく耳にするモノのインターネットって何のこと？モノのインターネット化（IoT）に
よって皆さんの暮らしや仕事がどう変わり、どのように役立つのかお話いただきます。

獨協大学教授
・経済アナリスト

森永 卓郎氏

講師時間 10:30～11:15 場所 メインステージ

［略歴］
東京大学経済学部経済学科卒業
日本専売公社、三井情報開発(株)総合研究所、(株)ＵＦＪ総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)）を経て、現在、経済アナリスト、獨協大学経済学部
教授。労働経済学と計量経済学のほか、金融、恋愛、オタク系グッズなど、多くの分野で論評を展開。ＴＢＳ系「がっちりマンデー !!」、日テレ系「情報ライブ ミヤネ屋」、
ＮＨＫ「社会の見方・私の視点」など番組出演多数。

長野高専ロボット
展示コーナー

「ロボカップ・ジュニア大会」に出場したサッ
カーロボットの展示＆デモを開催！
モノづくりの技を結集した自立型ロボット
です。試合形式の操作体験もできます！

時間 10:30～、12:30～、14:00～

【協力】国立長野高専航空・ロボット製作部

県内中学生チームの自作ロボットが集まり、
ロボット競技大会を開催します。
テーマは“TObase TOride 2017（飛ばせ
砦）”　折り紙アイテムを投げ敵陣の基地へ
乗せる。アイディア対決です。

【主催】
長野県技術・家庭科教育研究会「長野県中学生ロボットコンテスト実行委員会」

中学生のものづくりアイデアが集結！

長野県中学生ロボットコンテスト

Ｎ‐ｒｏｂｏ2017
善光寺平ロボコン

●予選トーナメント

（２Ｆロビー）

（メインステージ）

●決勝トーナメント

10:00～12:00

15:00～16:00

長野工業高校
「ものづくり体験教室」

参加無料

【協力】長野工業高校※各教室とも材料予定数により終了となります。

橋をつくって
渡ろう！

電子工作を体験しよう！ スプレーアートを体験しよう！

楽しい手づくりスライム！ 自作ゲームアプリを体験しよう！

時間 １回目10:00～12:00/2回目13:30～15:30（各2時間）
場所 アリーナ特設コーナー 参加料 無料 ※各自でノートPCをご持参ください
対象 各回とも小学4 ～ 5年生15名ずつ（事前予約順で定員になり次第締め切り）

参加申込方法 フェア公式ホームページの「開催プログラム」欄からメールにてお申し込みください。

親子de電子工作教室～ ESP32とArduBlockでIoTを体験してみよう！～

いろいろな物をインターネットにつないで操作でき
るIoT(モノのインターネット)の仕組みを、電子工作
を通じて親子で体験します。
電子回路を組み立て、基本的な実験の後、GUIベー
スのプログラミングツール：ArduBlockとスイッチ
やセンサーなどを組み合わせてモノをインター
ネットに繋げます！

県内児童生徒のアイデアあふれる作品が出
品・展示されます。
※21日（土）11:30～12:00には、ステージで入選者の表彰式が

行われます。

場所

第44回
長野県発明くふう展

【主催】長野県、長野県教育委員会、長野県発明協会

１Ｆホワイエ 2日間常時展示

併催
イベント

[講師]　河野悦昌（秘密結社オープンスペース）
[運営協力]　GEEKLAB．NAGANO

2日間共通 イベントプログラム20日 金 21日 土

近年、モノづくり現場では家庭用から業務用までさまざまな製品にインターネットシステムを搭載する動きが進んでいます。
会場では便利で、安全正確で、労力やコストを軽減する幅広い分野のＩｏＴ関連製品をご紹介します。

【出展】 沖縄セルラーアグリ＆マルシェ株式会社

水耕栽培キット「やさい物語」

IoT海洋性生物水槽キット

IｏTで
工場稼働
監視！

建設現場に
IｏT導入！

IｏTで
安全管理！

【出展】株式会社エキスパートギグ

【出展】 株式会社阿智精機

【出展】 株式会社前田製作所

「CarriRo」は、自動運転の技術を応用した未来の
搬送ロボットです。物流や製造業の現場で、人や台
車の後に追従し一度に何台もの台車を搬送する
ことにより、搬送の作業負荷軽減及び効率化を同
時に低コストで実現します。

【出展】 株式会社ZMP

荷締めベルトの緩み感知センサー
「ユルサー・バイフォー」

工場向けIoTシステム
「EXG-CA（進化型アンドンシステム）」小型カメラ・Wi-Fi無線内蔵LED照明

対話型デジタルサイネージ

コマツ・スマートコンストラクション

現場の今を把握。「即」業務改善。利益増大。機器に「つなぎ」、情報を「あつめ」、結果
を「みえる」化！経営改革！
（システム模型によるデモを行います）

コマツのスマートコンストラクション、それは建設
現場における施工工程の最初から最後まで、工事
に関わるすべての人、建機、土までも３次元データ
でつなぐソリューションです。さらにコマツの技術
力を活用することで、安全で生産性の高い、高品
質な現場作業を実現します。
・コマツスマートコンストラクションと情報化施工
建機のビデオ上映
・油圧ショベルミニチュアモデルによるマシンガ
イダンス動作実演
・クラウドサービス（コムコネクト）の動画による現
場事例紹介
・関連パネルの展示

トラックの積み荷を縛るベルトの緩みは大
事故につながります。当社開発の新製品は、
積み荷ベルトに取り付けられたセンサーと
運転席に設置されたモニターで構成され、
ベルトの緩みをセンサーが感知すると、運
転席のモニターに警報で表示されます。会
場では実際のトラックで本製品の仕組みを
ご紹介します。

物流支援ロボット
「CarriRo（キャリロ）」

「やさい物語」はスマホアプリを通じて、リーフレタ
スなどの成長過程を楽しみながら、新鮮でおいしい
野菜を簡単に栽培できるキットです。気温・水位デー
タのほか、画像データもスマホに記録・閲覧可能で
す。植物工場事業のノウハウを活かした製品です。

現在開発中の「IoT海洋性生物水槽キット」はスマホ
アプリを通じて、サンゴ等海洋性生物の成長過程を
楽しみながら、簡単に飼育できるキットです。水温・
水位データのほか、映像データもスマホに記録・閲
覧可能となる予定です。

【出展】 ナガサカIoTソリューションズ／【協力】㈱TMリンク、エニーシステム㈱

 

さまざまな分野で業務効率化やマーケテ
イング、セキュリテイ確保のための「可視
化」を実現するIｏＴツール。このカメラ内蔵
LED照明のもとなら、例えば介護施設でお
年寄りの動きを感知したり、来店者の動線
を確認・分析することが可能になります。

Wi-Fi環境で各種コンテンツをリアルタイムに配信。IoT機能による
画面操作や情報入力により、対話型式で適切な情報を提示すること
ができます。

IｏTが
物流の
効率化！

電気機器に
IｏTを
プラス！

ご家庭でも
ＩｏＴ製品！

LED管内にカメラ、
無線モジュール内蔵

（掲載の写真はイメージです）

Internet of Things
仕事や暮らしをますます便利にする「ＩｏＴ」製品展示デモコーナー

2017
特別企画展

共催／信濃毎日新聞社

地域最大級の多業種総合展示会

長野市ビッグハット
長野市若里3-22-2[10:00▶17:00] [9:30▶16:00]

2017.10/20金.21土

明日へつなぐ出会いと発想

主催／産業フェア in 信州 実行委員会
［構成団体］ 長野県長野地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、高山村、長野商工会議所、千曲商工会議所、須坂商工会議所、信州中野商工会議所、飯山商工会議所、長野市商工会、
戸倉上山田商工会、高山村商工会、長野法人会、長野県テクノ財団善光寺バレー地域センター、長野県中小企業振興センター、日本貿易振興機構長野貿易情報センター（JETRO長野）、
長野県食品工業協会、長野県経営者協会長野支部、長野県中小企業団体中央会長野支部、長野県商工会連合会長野・北信支部、長野工業振興会、長野市ICT産業協議会、千曲市工業振興協議会、
須坂工業振興会、須坂工業クラブ、信州大学学術研究・産学官連携推進機構、国立長野高専地域共同テクノセンター、長野県工業技術総合センター、長野県発明協会

事務局 〒380-0904
長野市七瀬中町276 長野商工会議所内

最新のICT関連や
モノづくりをはじめ、

各種製品やサービスが集結！
特別企画

I nt er ne t  o f  Th i ng s
IoT:モノのインターネットが加速する！

長野県地域発元気づくり支援金
活用事業

入場
無料



A産学官連携ゾーン
A-01 国立高専機構 長野高専 学校案内、産学連携関係資料等� 長野市

A-02 長野県工科短期大学校 研究・学校活動の紹介等� 上田市

A-03 長野県工業技術総合センター 業務紹介、研究開発・産学官連携事例等の紹介� 長野市

A-04 国立大学法人 信州大学 信州大学の研究紹介� 長野市

A-05 長野市ものづくり支援センター（UFO NAGANO) パネル展示、企業誘致に関するお知らせ等� 長野市

A-06 (公財)長野県テクノ財団善光寺バレー地域センター 業務紹介、産学官共同研究事例の紹介等� 長野市

A-07 (一社)長野県発明協会 知財総合支援窓口、各種支援制度の説明等� 長野市

A-08 (国研)理化学研究所　計算科学研究機構 スパコンを知る集いin長野の紹介、研究機構の紹介� 兵庫県

A-09 須坂市／須坂商工会議所 市内企業・研究会の紹介� 須坂市

A-10 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構（ポリテクセンター長野） 業務の紹介等、親子ものづくり体験� 長野市

A-11 (一財)中部電気保安協会 太陽光パネル、セグウェイ、感震ブレーカー� 長野市

A-12 高岡商工会議所 高岡市の産業・観光の紹介� 富山県

A-13 (一社)長野県食品工業協会 産学官連携、研究開発等の紹介� 長野市

B テクノロジーゾーン
B-01 シナノ電子(株) ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ自動供給装置、指示電気計器、振動モーター等� 長野市

B-02 不二越機械工業（株） 会社案内、研磨システム、シリコンウェーハ等� 長野市

B-03 NiKKi Fron（株） ふっ素樹脂製品、クラッチフェージング、ＣＦＲＰ他�長野市

B-04 (株)星光技研 超音波応用製品(ミストスクリーン、超音波噴霧器など)�長野市

B-05 次世代経営研究会 板金加工・プラスチック射出成型等のモノづくり体験、会員の技術紹介�長野市

B-06 戸倉上山田商工会工業部会 市内企業出展、会社案内� 千曲市

B-07 千曲市産業支援センター 家電、マレットゴルフ、小水力発電、WEBカメラ� 千曲市

B-08 エムケー電子(株) 「みみもとホン」、「音声クリアガイドシステム」等� 長野市

B-09 (株)TOSYS ITを活用した働き方改革、LED照明機器のIoTソリューション� 長野市

B-10 信光工業(株) 機能めっき、電解水生成装置、水素水サーバー� 長野市

B-11 中野スタンピング(株) エンジン部品関係、精密金型、鍛造品等� 中野市

B-12 (株)ケイエスワイ Raspberry�Pi関連製品の特別販売、子供のための体験コーナー 長野市

B-13 B-cip(ながのビジネス共創プロジェクト) 可視光線他� 長野市

B-14 (株)前田鉄工所 ボイラ、熱交換器。移動式薪焚給湯器�Potbio� 須坂市

B-15 長野テクトロン(株) 可視光通信システム� 長野市

B-16 (株)八光電機／長野八光商事(株) 工業用熱風発生機、熱交換器、各種ヒーター� 千曲市

B-17 安長電機(株) メカトロ製品、産業用ロボット� 長野市

B-18 二十一世紀北信州ものづくり産業振興会 会員の加工サンプル品、技術提案等� 中野市

B-19 (株)羽生田鉄工所 ＣＦＲＰ成形品の展示等� 長野市

B-20 アルプス計器(株) フォークリフトバッテリーのリユース、非常用蓄電装置等� 長野市

B-21 オリオン機械(株) ジェットヒーター� 須坂市

B-22 (株)マウスコンピューター iiyamaディスプレイ、法人向けPC、VRデモ、スマートホームIoTデバイス� 飯山市

B-23 北信エリア商工会議所　広域連携支援事業 柴石陶器、折畳みベンチ、アンテナ、仏壇、オーダー家具等� 長野市

C 住環境ビジネスゾーン
C-01 中部建設工業(株) ポリウレア樹脂塗装の紹介� 長野市

C-02 (株)長野ナブコ ナブコの自動ドア� 長野市

C-03 (株)メルシー 管理医療フットケア機器（DXトレーナー）の体感� 福岡県

C-04 コムパックシステム(株) 包装資材全般、段ボール装飾品� 上田市

C-05 (株)Looop 業界最安値クラス蓄電池、新電力サービス、太陽光発電システム� 諏訪市

C-06 (有)エフ工業 モーターオイル� 千曲市

C-07 高山電業(株) 蓄電池、太陽光発電、オール電化、省エネ商材等� 須坂市

C-08 信越空調(株) 移動式エアコン� 須坂市

C-09 オシキ電機設備(株) デマンド・遠隔監視システム、太陽光発電� 須坂市

C-10 (株)守谷商会 地中熱を利用した新しい冷暖房システム� 長野市

C-11 石油システム中央推進協議会・長野県石油商業組合 高効率石油給湯器「エコフィール」等� 東京都

C-12 BelleEstate(株) 住宅用木材� 長野市

C-13 (株)Aplumberプラマー オアシスウォータークーラーの展示・PR� 長野市

C-14 (株)サンジュニア 太陽光発電システム、蓄電池� 須坂市

C-15 天野漆器(株) 高岡銅器の現物展示、現代色塗装の紹介� 富山県

C-16 (有)川津工芸 螺鈿ガラス、高岡漆器の展示� 富山県

C-17 (株)ヤマト 小型マッサージ機、家庭用岩盤足浴機� 東京都

D 情報ビジネスゾーン
D-01 (株)システックス Salesforce、FileMaker、歩行姿勢測定ご紹介� 長野市

D-02 長野市ICT産業協議会 協議会の概要紹介、小学生パソコン教室事業の紹介� 長野市

D-03 (株)ケイケンシステム 専門知識不要BIツールの紹介、IoT関連� 長野市

D-04 (有)ケー・アンド・エフ コンピュータサービス VRコンテンツ�インバウンド向けIoTアプリ� 長野市

D-05 石田通信機(株) 簡単導入で便利なカメラシステム� 長野市

D-06 (株)杏花印刷 フォトブック（AR付き）／小型カメラ、Wi-Fi無線内蔵LED照明� 長野市

D-07 (株)電算 高齢者見守り捜索アプリ、Pepper� 長野市

D-08 NECソリューションイノベータ(株)　長野センター 遠隔業務支援システム、接客ソリューション� 長野市

D-09 第一企画(株) 地域情報ポータルサイト、企業出版のご案内� 長野市

D-10 (株)クレド 生産計画ガントチャート付　新生産管理システム� 群馬県

D-11 ユニプリント(株) 外国語翻訳観光パンフ、AR動画、電子看板� 松川町

D-12 野村證券(株)　長野支店 NISA、ジュニアNISA、積立投資等� 長野市

D-13 (株)U-NEXUS iPadとFileMakerを使った生産性アップの事例紹介� 長野市

E ソリューションゾーン
E-01 ハイブリッド・ジャパン(株) 可視光通信技術のご紹介� 長野市

E-02 国際拠点港湾伏木富山港　ポートセールス事業推進協議会 伏木富山港を活用した物流の効率化PR� 富山県

E-03 ながの結婚支援センター 結婚支援事業の案内� 長野市

E-04 (株)ミディシークワドラント 自宅で簡単！がんリスク検査とガラスコート�長野市

E-05 浪　宏友事務所 無料相談コーナー、ビジネス縁起観ミニ講座�長野市

E-06 アイリスオーヤマ(株) LED照明の紹介� 長野市

E-07 (株)アクセル 軽貨物運送、軽貨物トレーラーの紹介� 須坂市

F 食ビジネスゾーン
F-01 (株)タカ商 病院、老健、デイサービス向け介護食、施設向け給食の紹介� 長野市

F-02 信濃化学工業(株) プラスチック製食器� 長野市

F-03 ホクト産業(株) 包装資材・農業資材、包装関連機器等� 長野市

F-04 ホクト(株) きのこ・レトルト食品の展示販売、栽培きのこの実物展示� 長野市

「食」の展示即売会
食-01 名水の里くろべ観光物産展 ます寿し、かまぼこ等を販売予定� 富山県

食-02 （株)富山ねるものコーポレーション 蒲鉾、はべんシリーズ� 富山県

食-03 (株)葵食品 昆布〆各種、お刺身ぬか漬けさば� 富山県

食-04 高崎商工会議所、高崎観光協会 高崎市の銘菓、高崎だるまの展示・販売� 群馬県

食-05 北信エリア商工会議所　広域連携支援事業 各種スイーツ、黒豆茶、味噌、醤油� 長野市

食-06 (株)吉田屋鱒寿し本舗 ますの寿し、昆布ます寿し等� 富山県

食-07 (株)高野総本店 長野県産ワイン・焼酎・日本酒� 長野市

食-08 (株)タカ商　Foods Meeting レトルト・冷凍食品、ＯＥＭ製造フロー等� 長野市

食-09 (株)荻野屋 釜めしの販売� 長野市

食-10 千曲農産加工(株)　 無添加生そば・生うどん、干しそば等� 千曲市

食-11 (有)御菓子司　青柳　 杏の和菓子、そばまんじゅう、塩ようかん等� 千曲市

食-12 (有)アノンド インド料理　お弁当・お惣菜の販売等� 長野市

食-13 信州大学工学部・長野市 人材育成プログラム「ながのブランド郷土食」開発商品の紹介�長野市

食-14 (株)ビオカ 有機加工食品(有機ドレッシング、有機のたれ、など)�長野市

食-15 (有)ゼフィルス 紫黒米、りんご、りんごジュース� 長野市

食-16 (株)クオン クオンミネラル水の試飲・販売� 長野市

特別企画展  IoT関連モノづくり 展示デモコーナー
特-01 ナガサカIoTソリューションズ 「Wi-Fi内蔵ＬＥＤ照明」� 千曲市

特-02 (株)エキスパートギグ 工場向けIoTシステム「EXG-CA（進化型アンドンシステム）」� 栃木県

特-03 (株)前田製作所 コマツ・スマートコンストラクション� 長野市

特-04 (株)ＺＭＰ 物流支援ロボット「CarriRo（キャリロ）」� 東京都

特-05 (株)阿智精機 荷締めベルト緩み感知センサー「ユルサー・バイフォー」� 阿智村

特-06 沖縄セルラーアグリ＆マルシェ(株) IoT水耕栽培キット「やさい物語」／IoT海洋性生物水槽キット� 沖縄県

出展社リスト

企業プレゼンテーション

20日金
13:00～13:20 国立研究開発法人　理化学研究所（計算科学研究機構「スパコンって何？�どんなことができるの？」 センター会場

13:30～13:50 安長電機(株) 「FA業界におけるＩｏＴの活用事例」 センター会場

14:00～14:20 富山県立地通商課 「伏木富山港活用のメリット」 センター会場

21日土 13:00～13:20 国立研究開発法人　理化学研究所（計算科学研究機構「スパコンって何？�どんなことができるの？」 センター会場
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第44回長野県発明くふう展
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住環境ビジネスゾーンC ※ステージ内容は
　各日のイベント
　プログラム参照

長野高専
ロボット展示

21日

NAGANOものづくり
エクセレンス2017
特別展示コーナー

20日

・ 個別マッチング商談会／
  経営相談会（11:00～16:00）

20日

・ 長野市農業フェア
21日

・ 食品輸出商談会（10:30～16:00）
・ 交流会（17:15～18:30）

20日

長野工業高校
ものづくり教室

21日

会場案内図

IoT関連企業ブース特別企画
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B-09
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【特別企画】IoT体験工作教室21日

ごあいさつ
　本年も多くの企業・団体によるご出展、ならびに関係機関のご協力を賜り、「産業フェアｉｎ信州2017」を開催させていただき
ますことを心より感謝申し上げます。
　2006年から開催してまいりました「産業フェアin善光寺平」は、今年から名称を改め「産業フェアin信州」として開催させてい
ただくことになりました。北陸新幹線延伸を機にさらに広域的な産業交流により各社のビジネス拡大や販路開拓につなげると
ともに、産学官連携による広域的ネットワークの形成や、将来の担い手である学生の皆さんに地元産業や企業への関心を高め
ていただくことを目的としています。
　さて今年は近年話題の「IoT」をテーマとし、特別展示や各種セミナーが行われます。さまざまな分野で活用が進むIoT技術
への視点は、モノづくりにおけるアイデア創出への一助になるものと確信しております。
　また、今年も圏域内の各社の製品展示や、見識豊富な方々による講演等を通じ、ビジネス関係者には専門情報収集を、地元
住民にはモノづくりへの興味・関心を高めていただきたいと考えております。
　本フェアは地域のあらゆるモノづくり企業のさまざまな製品を一堂にご覧いただける機会です。どうぞごゆっくりご見学くだ
さい。

産業フェアin信州
実行委員会 会長

北村 正博

「うまいものまるごと大商談会2017
 東北信・上越」
10:00～15:30／ビッグハット アリーナ２Fホワイエ

20日金

同時開催

「2017長野市農業フェア」
9:00～15:00／ビッグハット正面

21日土

イベントプログラム20日金

産業フェア出展社交流会

【参加料】1,000円
（当日会場入口にてお支払いください）

時間 17:15～19:45 場所 会議室1
出展社のほか、ものづくり関係者の皆さ
んに自由にご参加いただけます。
情報交換の機会として皆様のご参加を
お待ちしています。

食品関係事業者の
皆様限定

【主催】佐久・上田・長野・北信地域振興局、佐久・上田・長野・北信農業改良普及センター、新潟県上越地域振興局
【共催】（公財）長野県中小企業振興センター、佐久・上田・長野・北信６次産業化推進協議会、八十二銀行、長野信用金庫、
 上田信用金庫、長野県信用農業協同組合連合会、日本政策金融金庫、長野工業振興会

時間 10：00～15：00 場所 ビッグハット２階ホワイエ

うまいものまるごと大商談会
2017東北信・上越

●出展者展示・試食ブース ●おいしい信州ふーど（風土）
●上越のおいしいもの紹介
●地域振興局「長野果物語」

当日ご覧いただける展示コーナー

◇個別マッチング商談会
新規取引をお探しの企業の受発注取引に向け
た商談申し込みを受け付けています。 

◇経営相談会
創業、新事業・新分野進出、経営革新、販路拡大
による事業展開に関するご相談に対応します。

時間 11:00 ～16:00 場所 会議室5

県内企業のための
ビジネス支援コーナー

参加無料（事前予約制）

商談会の詳細は振興センター HP「ビーなび信州」及び産業フェア公式HPをご覧ください。

【問合せ】公益財団法人長野県中小企業振興センター マーケティング支援センター TEL:026-227-5013（担当：田村）

時間 10:30～16:00 場所 会議室1

国内商社との
食品輸出商談会

今後、食品輸出に取り組みたい、又は新たな海外販路を開拓した
い企業に向けた商談会です。

参加無料（事前予約制）

【主催】ジェトロ長野貿易情報センター　TEL:026-227-6080 (担当：石川)

商談会の詳細はジェトロ長野HP「イベント情報」をご覧ください。
※事前予約制のため、当日の参加申込は受付しておりません。

「ものづくり大賞NAGANO」表彰式
「NAGANOものづくりエクセレンス」認定式

時間 9:20～11:00予定 場所 メインステージ

【主催】 ものづくりＮＡＧＡＮＯ応援懇話会・長野県 ※写真は昨年の様子です。

長野県内のものづくり企業を応援する「ものづくりNAGANO応援懇話会」では、毎年優れたものづくり企業を「ものづくり大賞NAGANO」として表彰してい
ます。エントリー企業の中から選ばれた「大賞」、「きらりと光る技術賞」、「特別賞」の表彰がおこなわれます。さらに当日大賞の中からグランプリを決定・表彰い
たします。また長野県がものづくり企業の優れた技術・製品を認定する「NAGANOものづくりエクセレンス」の認定式もおこなわれます。併せて各社
の紹介コーナーも展開します。

コマツが2015年2月から展開している建設現場向けソリューション事業「スマートコンストラクショ
ン」は、国が提唱する「i-Construction」の基準に準拠するだけでなくオープンイノベーションも積
極的に活用することでお客様の現場の安全および生産性の向上のために最適な手段の提供を
進めています。

要旨

時間 15:00 ～16:00 場所 メインステージ

「コマツのスマートコンストラクション」
株式会社小松製作所（コマツ）執行役員 
スマートコンストラクション推進本部長

（兼）コマツレンタル株式会社代表取締役会長

四家 千佳史氏

講師

演題

ものづくり特別講演会

［略歴］1997年11月、福島県郡山市にて株式会社ＢＩＧＲＥＮＴＡＬを創業、代表取締役社長。2008年4月、株式会社ＢＩＧＲＥＮＴＡＬと経営統合によ
りコマツレンタル(株)の代表取締役社長に就任。2015年1月より現職。

i Smart Technologie 株式会社 
執行役員 COO

黒川 龍二氏

講師

「安い！早い！簡単！常識外れのIoTモニタリングサービスご紹介」演題

導入費用安く、古い設備でも最短2時間程度で導入でき、しかも使い方が簡単！自社でシステムを
開発し、4億円の設備投資削減と年間1億円の労務費を削減済。さらにそのシステムを他社でも
役立てて頂けるよう別会社を設立。あらゆる面で常識外れのIoTモニタリングサービス。システム
を作り上げた経緯や使い方の工夫など、システムだけでなくマネジメントについてもお話いただき
ます。

要旨

時間 13:00～14:00 場所 メインステージ

製造業技術者向けIoTセミナー

［略歴］旭鉄工㈱に入社後、生産技術・工程改善活動に携わる。木村社長の指示を受け、ものづくり改革室を立ち上げ、トヨタ生産方式に基づい
た改善を推進。その経験を活かし、IoT技術を活用した「製造ライン遠隔モニタリングシステム」の開発を主導。実際の運用に携わり、使いやす
いシステムを作り上げ大きな成果をあげる。

併催
イベント

【共催】 長野県工業技術総合センター ＩｏＴ研究会　
【後援】 ＵＦＯものづくりサロン

【後援】 ＵＦＯものづくりサロン

【共催】 ＵＦＯものづくりサロン

併催
イベント

併催
イベント


