
　時代を超えて受け継がれてきた伝統工芸の
技を見学できます。 種目によっては体験がで
きます。
※内容は予定です。変更する場合があります。

豊島区伝統工芸保存会出展ブース内

伝統工芸実演

会場はものづ
くりの魅力でいっぱい会場はものづ
くりの魅力でいっぱい

放射線と放射能の最新情報
～立教大学における新たな計測方法の研究～
講師 :村田  次郎 氏
立教大学
理学部物理学科准教授

　放射性ストロンチウムの新たな
計測方法の開発の現状のほか、放
射線・放射能全般に関する内容を
わかりやすくお話しいただきます。

東急ハンズに学ぶ！
ソーシャルメディア活用術
講師 :本田  浩一 氏
㈱東急ハンズ　新宿店
ＥＣ推進課　主任

　Ｔｗｉｔｔｅｒやｆａｃｅｂｏｏｋといった
ソーシャルメディアをブランディ
ングに活用する東急ハンズの事例
を、実際の運用担当者の視点から
お話しいただきます。

女性起業家の熱き情熱と行動力
～魔法の布スリングとの出会い～
講師 :園田  正世 氏
北極しろくま堂㈲　代表取締役
特定非営利活動法人　だっことおんぶの研究所　理事長

　赤ちゃんを抱くための布「スリン
グ」を全国に普及させ、数々の賞
を受賞した園田氏。起業する際
のアドバイスなど自身の体験談を
交えながらお話しいただきます。

無料

無料

広  

報
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◇主催　　としまものづくりメッセ実行委員会
㈳豊島産業協会、東京商工会議所豊島支部、㈳豊島法人会、東京中小
企業家同友会豊島支部、豊島区印刷関連産業団体協議会、豊島区伝統
工芸保存会、豊島区商店街連合会、豊島区観光協会、豊島区町会連合
会、豊島区中小企業診断士会、巣鴨信用金庫、東京信用金庫、ハロー
ワーク池袋、（公財）東京都中小企業振興公社、地方独立行政法人東京都
立産業技術研究センター、（独）造幣局東京支局、豊島区

◇後援　　関東経済産業局、東京都、東京都北区、板橋区、練馬区、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東支部、（独）産
業技術総合研究所、公益社団法人国土緑化推進機構、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会、㈶東京都環境整備公社、
（公財）東京都公園協会、東京信用保証協会、東京都中小企業団体中央会、東京中小企業家同友会、東京都社会保険労務士会
豊島支部、巣鴨ジュニアクラブ、㈳東京青年会議所豊島区委員会、㈳東京工業団体連合会、東京工業彫刻協同組合、東京貴
金属技能士会、東京都鍍金工業組合、東京義肢装具協同組合、㈳東京建設業協会、ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会、東京
中小企業投資育成㈱、産経新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、東京新聞、フジサンケイ ビジネスアイ、㈱日
刊工業新聞社、都政新報社、㈱豊島新聞社、豊島ケーブルネットワーク㈱、豊島区教育委員会

◇協賛　　巣鴨信用金庫、東京信用金庫、㈱サンシャインシティ、
大正製薬㈱、㈳豊島産業協会、㈱ビックカメラ、㈱ピーウォッシュ、
㈱リビエラ東京、㈱ＮＩＫ、㈱八千代銀行
◇協力　　㈱ウェブテクノロジ・コム、スーパーバッグ㈱、東京都地
球温暖化防止活動推進センター、㈱東ハト、ナムコ・ナンジャタウ
ン、㈱光プロダクション、無印良品［㈱良品計画］

（※順不同）

いよいよ開幕！都内最大級の見本市 ～過去最多９9社・団体が出展～
会場は１０８のブースと各種イベントで見どころ満載！！

入　場　無　料

区内限定
『横山光輝漫画フレーム切手』
販売価格：１,５００円（税込）（ペーパークラフト付き）

　豊島区千早にある光プロダクションの協力
のもと、フレーム切手を販売します。組み立
てると鉄人２８号が完成するペーパークラフト
付きです。
※「フレーム切手」は郵便事業株式会社の登録商標です。

同時に販売
『鉄人２８号切手』
販売価格：１,6００円（税込）

　こちらは２０１０年に発売され
たオリジナル切手です。
　また、横山光輝作品携帯ク
リーナー付ストラップも販売
するのでお楽しみに！！

11：00～12：00

13：00～14：00

14：15～15：15

コンビニ業界最前線
～ファミリーマートの目指すもの～
講師 :新野  貴史 氏
㈱ファミリーマート　広報・ＩＲ部
広報グループ　マネージャー

　豊島区に本社を置く、ファミ
リーマートが実践する社会貢献活
動などへの取組みをお話しいた
だきます。

14：15～15：15

特 別 講 演

光プロダクションとコラボレーション光プロダクションとコラボレーション注目！！

予約
優先

立教大学講演

特別講演❶ 特別講演❷

特別講演❸

セミナー会場

豊島区伝統工芸保存会

詳しくはホームページでhttp://www.toshima-messe.jp

会場はものづ
くりの魅力でいっぱい会場はものづ
くりの魅力でいっぱい

・銀器
・べっ甲

・江戸凧
・組ひも

・彫金
・籐工芸

（税込）
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体 験 教 室 無料

各種セミナー

㈱アイシム医療器
㈱アオトクリエイティブ
あがつまタオル㈲
芥川製菓㈱
アサヒ弓具工業㈱
㈲あしたば加工工場
㈱アジャスト
㈱アレグロ
一関産業集積推進協議会（一関市）
㈱伊藤園池袋支店
内田装身具製作所
エコ窓普及促進会
㈱ＮＩＫ
愛媛県内子町
大庭ビルメインテナンス㈱
㈱オフィスネット
オミ㈱
㈱佳来興産
㈱関越物産
菊池食品工業㈱

ＫＩＣＣプロジェクト推進委員会
Ｇｏｏ．Ｌｉｆｅ㈱
㈱クリテム
㈱クロスワン
広洋産業㈱
㈲さかつう
㈱サファリ・マーケット
㈱サンオート
シーエスワールド㈱
㈱ジェーエーティー
㈱実践マシンウェア
ジュエリーオオクボ
ジュエリー工房フジマキ
城北法律事務所
スーパーバッグ㈱
巣鴨信用金庫すがも事業創造センター（Ｓ-ｂｉｚ）
㈲スズキトミ
㈱セイコーアドバンス
㈱ゼネット
（独）造幣局東京支局

（税）第一経理
㈱ＤＡＩＥＩリペア
大陽精機㈱／㈳豊島産業協会
高村紙業㈱
宝印刷㈱
千鳥屋総本家㈱
中央理化工業㈱
㈱兆陽
㈱東京科学
東京工業彫刻協同組合
東京城北地域産業保健センター
東京信用金庫
東京信用保証協会
東京中小企業家同友会豊島支部
東京通信機㈱
東京都印刷工業組合豊島支部
㈶東京都環境整備公社
（公財）東京都公園協会
東京都社会保険労務士会豊島支部／㈳豊島産業協会
（公財）東京都中小企業振興公社

東京都鍍金工業組合城西支部
（地独）東京都立産業技術研究センター
㈱東京歯車工業
㈲東京ポリマー
豊島区印刷関連産業団体協議会 
（一財）豊島区勤労者福祉サービスセンター／㈳豊島産業協会
豊島区伝統工芸保存会
豊島区立千登世橋中学校ロボット部
㈳豊島産業協会
豊島消防署
㈳豊島法人会
栃木県那須烏山市
長野県箕輪町
㈱日本政策金融公庫池袋支店
日本弁理士会関東支部
はあとの木
パーベルケミカルズ㈱
白十字㈱
㈱花田
ハナツールズジャパン㈱

刃物のまち・岐阜県関市
ハローワーク池袋（池袋公共職業安定所）
久豊技研㈱
ヒトツウ商事㈱
ファミリーサービスエイコー㈱
㈱プラネット・コンサルティング
フログ工房
㈱ヘルシーロースター
マキノ製缶㈱
マスラー㈱
㈲丸佐東京園
㈱村井
㈱メルシー
㈱八千代銀行
㈱ヤマト
遊佐ビジネスネットワーク協議会
㈱ラシュラン
㈱ロマンバス
㈲Ｙ・ＦＬＡＰ

ア

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

第5回としまものづくりメッセ出展者一覧（予定）

会場で
待ってるよ♪

15：30～16：30

11：00～11：40

13：00～14：00

15：30～16：30

スタンプラリー　 抽選会

会場内に設置されている
スタンプを集めよう！
プレゼントがもらえるよ♪
※お1人様1回までです。

無料 予約
優先セミナー会場

震災復興講演環境ビジネスセミナー

ビジネス対談 販路拡大セミナー

零細問屋のＢＣＰ経営に役立つ！
省エネルギー研修会

メディアを活用した
中小企業の情報発信方法
～費用をかけず全国に発信～

こうすれば儲かる！
カリスマ企業支援家が
教える中小企業復活法

参加しよう♪

※講演・セミナー・対談は事前予約の方を優先とさせていただ
きます。
※申込みは電話・ＦＡＸ・Ｅメールでお願いします。
①申込み希望件名②氏名③電話番号をご連絡ください。

第５回としまものづくりメッセ運営事務局
株式会社アール・エス・シー（平日１０：００～１７：００）
Ｔ Ｅ Ｌ　０３－３９８０－０７５５
Ｆ Ａ Ｘ　０３－３５９０－１１２８
Eメール　ｍｏｎｏｄｕｋｕｒｉ@ｔｒｓｃ.ｃｏ.ｊｐ

※申込み期限は２月２７日（月）です。
※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

事 前 予 約 申 込 み 方 法

　自分で絵を描いてオリ
ジナルのエコバッグをつ
くろう。
※各回先着２０名
※当日13時１５分より受付で
整理券を配付します。

講師 :升本  和彦 氏
㈱升本総本店　代表取締役副社長

講師 :石澤  敏彦 氏
東京都地球温暖化防止活動推進センター
（クール・ネット東京）技術専門員

ナビゲーター :山本  浩治 氏
巣鴨信用金庫　すがも事業創造センター 次長

対談者 :東　和宏 氏
㈱日刊工業新聞社　北東京支局記者

講師 :小出  宗昭 氏
富士市産業支援センター ｆ-Ｂｉｚ　センター長

スーパーバッグ㈱

　パンチした紙とレゴブ
ロックを組み合わせてあ
そぼう。
※各回先着２０名
※当日１０時より受付で整理券
を配付します。

無印良品［㈱良品計画］

❶10：15～11：00 ❷11：00～11：45
紙とあそぶレゴブロック デザイナー気分♪自分だけのエコバッグづくり

❶13：30～14：30 ❷14：30～15：30
コミＰｏ！ でポッとマンガ作成
11：00～16：00

　コミＰｏ！ のソフトウェアを使
用して簡単にマンガをつくろ
う。
※先着順
※所要時間１０分程度／１人

セミナー会場セミナー会場セミナー会場

㈱ウェブテクノロジ・コム

七宝焼き体験
❶10：00～11：30 ❷13：00～15：00

　七宝焼きは金属などの表面にガラス質の
釉薬（ゆうやく）を焼き付けて模様・絵など
を表す装飾工芸です。勲章にも施されてい
る七宝の技術を体験できます。
※各回先着１２名
※１回３０分　計９回実施
※各回、工芸体験コーナーで受付します。 独立行政法人　造幣局東京支局

工芸体験コーナー

子どものための
科学教室
12：00～13：00

　身近な道具を使用して
科学の力を体験してみま
せんか？

セミナー会場

㈳豊島法人会

有料
1,500円
（１本）

　作品は、ペンダント又はストラップとし
て、後日郵送にてお渡しします。
※各回先着１０名
※各回、工芸体験コーナーで受付します。 豊島区伝統工芸保存会

べっ甲でマイアクセサリー
チャームづくり
❶10：30～11：00 ❷11：30～12：00
❸14：00～14：30 ❹15：00～15：30
工芸体験コーナー

&

カ

イベントスケジュール

時　間

１0：００～１1：００

１１：００～１２：００

１３：００～１４：００

１４：１５～１５：１５

１５：３０～１６：３０

セミナー会場

――

立教大学講演

環境ビジネスセミナー

特別講演①

震災復興講演

ビジネス相談コーナー

ビジネス
なんでも相談

（１０：００～１３：００）

省エネ推進
出張相談

（１３：００～１７：００）

時　間

１０：１５～１1：45

１２：００～１３：００

１３：３０～１５：３０

セミナー会場 工芸体験コーナー ビジネス相談コーナー

ビジネス
なんでも相談

（１０：００～１６：００）

紙とあそぶ
レゴブロック

デザイナー気分♪
自分だけの

エコバッグづくり

●べっ甲で
マイアクセサリー
チャームづくり

●七宝焼き体験

※時間は下記参照

３月1日（木）
時　間 セミナー会場 ビジネス相談コーナー

ビジネス
なんでも相談

（１０：００～１７：００）

３月2日（金） ３月3日（土）

コミＰｏ！ で
ポッと

マンガ作成
（１１：００～１６：００）

子どものための科学教室

ビジネス対談

特別講演②

特別講演③

販路拡大セミナー

１１：００～１１：４０

１３：００～１４：００

１４：１５～１５：１５

１５：３０～１６：３０
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