
問い合わせ先

( 独）科学技術振興機構 JST イノベーションサテライト岩手、  ( 一社）岩手県発明協会、（社）電池工業会、盛岡市、

協同組合産業社会研究会経営者革新会議（盛岡市新事業創出支援センター )

共 催：

後援：　公益社団法人 日本化学会東北支部　

岩手県工業技術センター　企画デザイン部

020 -0852   岩手県盛岡市飯岡新田 3-35-2

T E L：　019 -635-1115　FAX：019-635-0311

E-mail：　CD0002＠pref.iwate.jp

U R L：　http://www.pref.iwate.jp/~kiri/

～ 復興支援のために！～

★『岩手県立松風園』さんによる

　コーヒーゼリー、コーヒーの販売

★『ファーム仁王』さんお弁当などの販売

ご来場される皆様へ

★『岩手県立松風園』さんによる

　コーヒーゼリー、コーヒーの販売

★『ファーム仁王』さんお弁当などの販売

同時開催

第47回 岩手県発明くふう展
盛岡少年刑務所 作業製品展示販売
産総研・巡回サテライト事業

近隣同時開催

岩手県環境保健研究センター 一般公開

◆君も
　ロボット操縦士！

◆センサーで
　遊ぼう！

◆ロボコンを体験しよう！

一般公開

あそぶ
あそぶ

あそぶ

地方独立行政法人
岩手県工業技術センター

2011
9:30-16:00

★パンの販売もあります！

　“手づくりパンおれんじ”さん

【9日（土）　13：00〜】
◇『ＥＴロボコン2011東北地区リベンジ大会』

今年も吉浜ラーメンが

やってきます !!　（販売）

◆おいしい岩手を食べよう
　県産食材を使ったお菓子！
　・「ほやしお醤油」を使用した薄焼き
　・三陸ワカメを使用したクッキー
　・酒粕を利用したアイス

◆おもしろ塗料大集合！◆岩手県発明くふう展

一般公開

金 土

地方独立行政法人
岩手県工業技術センター

一般公開2011
9:30-16:00

★パンの販売もあります！

　“手づくりパンおれんじ”さん

◆木を形にはめ込む！
◆レーザーで彫る！

◆スズ合金で
　鋳物体験をしよう！

　【8日（土）　13：00〜】
◆『ＥＴロボコン2011東北地区リベンジ大会』

今年も吉浜ラーメンが

やってきます !!　（販売）

先着1000名様
スタンプラリーに挑戦して
アンケートに答えると

「科学のおもちゃ」

プレゼント！

水産技術センターが

やってくる！

海の生き物を紹介！

今年度の一般公開では、東日本大震災津
波により親を失った子どもの支援のため
の「いわて学び希望基金」への募金を募
ることとしました。
ご来場の皆様のご協力をお願い申し上げ
ます。
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◆楽しく学ぼう
　「手づくり乾電池教室」

①10時～、②14時～
土曜日
のみ

販 売



※ 展示・体験内容および販売のメニューにつきましては予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

　科学や先端技術を楽しく体験していただきながら、試験
研究や企業支援など、私どもの業務を広く県民の皆様へご
理解いただくことを目的とした年に一度のイベントです。
会場内には楽しいコーナーがいっぱい！お誘いあわせの上、
ぜひご来場ください。

・「盛岡南イオン行き」約15分下車後、徒歩約20分
・「向中野経由矢巾営業所行き」約25分　
　「工業技術センター前」下車すぐ

●盛岡駅よりタクシーで約10分

2011 年 10 月 7 日（金）・8 日 （土）    9：30 - 16:00　　駐車場有

●盛岡南ICより車で約10分
●盛岡駅よりバス

工業でいろいろ体験 ！ ！ ！
◆スズ合金で鋳物体験
どろどろに溶けた金属は、どんな形に？？

◆盛岡市新事業創出支援センター入居企業の展示
（株）ナレロー、赤武酒造（株）、さんりく工房（株）、ほか

◆産総研・巡回サテライト事業
世界一いやし効果の高いロボット『パロ』がやってきます！

◆おもしろ塗料大集合 !
色をつけるだけが塗料じゃない！
色々な能力をもった塗料達を紹介します。

◆木を形にはめ込む
木に形を押し込んでピッタリ形どおりに色紙がはめこまれる！
びっくり技術を紹介！

◆センサーで遊ぼう！
センサーの目をかいくぐって、お宝ゲットだ！

◆君もロボット操縦士！
ロボットを操縦して、任務を遂行せよ！！

◆レーザーで彫る
レーザー光線の威力でどんなに小さな文字も
彫れちゃいます！

◆第 47回岩手県発明くふう展
県内の児童、生徒、一般の皆さんからの
アイデアあふれる応募作品を大公開！

◆水産技術センターがやってくる！
　海の生き物を紹介！ヒトデもさわれるよ！

◆ＥＴロボコン体験！
コースをつないでロボットを走らせよう！
長く走らせられるかな！

◆工業技術センターの復興への取り組みの紹介
当センターの復興へ向けた様々な取り組みを紹介します。

◆工業技術センター紹介
当センターの業務や研究成果などをご紹介します。

◆ ８日 ( 土 ) 13：00 ～
　『ＥＴロボコン 2011 東北地区リベンジ大会』
全国大会出場を逃したチームによる大会です。
ロボット達が各チームがつくるソフトウェアで懸命に
動く姿をぜひ見に来てください。

◆楽しく学ぼう「手づくり乾電池教室」
　東日本大震災で役立った乾電池を作って理解しよう！

販 

売“ 手づくりパンおれんじ ”さんのパンの
  販売があります！ 【お昼頃】

◆おいしい岩手を食べよう
＊ほやしお醤油を使用した薄焼き
＊三陸ワカメと農研機構東北農業研究センターが育成した
　新しい小麦「ゆきはるか」を使用したクッキー。
　岩手県生まれの日本で初めてとなる菓子専用の小麦です！
＊酒粕を利用したアイス

県産食材を使ったお菓子！

　　“吉浜ラーメン” がやってきます！
油を使用しないヘルシーな海鮮ラーメン！

イカ焼、ホタテ炊込おにぎりなども！

★『ファーム仁王』さんによるお弁当などの販売
★『岩手県立松風園』さんによるコーヒーゼリー、コーヒーの販売

～ 復興支援のために！ ～

土曜日①10時～、②14時～

いわての技術
たんけん！ はっけん！

いわての技術
たんけん！ はっけん！
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工業技術センター

今年度の一般公開では、東日本大震災津波により親を失った子どもの支援
のための「いわて学び希望基金」への募金を募ることとしました。
ご来場の皆様のご協力をお願い申し上げます。
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   地方独立行政法人 岩手県工業技術   地方独立行政法人 岩手県工業技術   地方独立行政法人 岩手県工業技術   地方独立行政法人 岩手県工業技術センターセンターセンターセンター一般公開共催一般公開共催一般公開共催一般公開共催のごのごのごのご案内案内案内案内

10月７日（金）・８日（土）９：３０〜１６：００　県工業技術センターの一般公開が行われます。

M-tecも共催することになり、入居企業さんのご案内をさせていただくことになりました。

    各企業さんのご紹介方法

株式会社株式会社株式会社株式会社ラングラングラングラング　パネルによるごパネルによるごパネルによるごパネルによるご紹介紹介紹介紹介

 　（文化財の３次元計測及び図化）

 　埋蔵文化財事業に関わる情報をデータ化している会社です。

URL   http://www.lang-co.jp/

株式会社株式会社株式会社株式会社アトムアトムアトムアトム環境工学環境工学環境工学環境工学　パネルによるごパネルによるごパネルによるごパネルによるご紹介紹介紹介紹介 .

 　（ハイブリット型冷暖房HPシステム構築事業及び太陽熱集熱器販売事業）

 　太陽熱集熱器やジオサーマル（地中熱）を使った快適な家づくりをしませんか。

　　省エネ、環境にも人にも優しい家です。

URL   http://www.ajic.co.jp/

株式会社株式会社株式会社株式会社ナレローナレローナレローナレロー　　　　　実際実際実際実際にパソコンでにパソコンでにパソコンでにパソコンで体験体験体験体験していただくしていただくしていただくしていただく他他他他、、、、販売販売販売販売もいたしますもいたしますもいたしますもいたします。。。。

　　（コンピューターのソフトウェアの開発及び販売）

　　本を見なくても、ワード、エクセル、パワーポイントなどのやり方が目で確認できます。

　　初心者や忘れた方、もっと詳しく知りたい方にピッタリです。

　　今回販売する商品は一般販売されていない特別限定品のご提供です。

　　（このボリュームで２０００円です！）

URL   http://www.narero.com/

赤武酒造株式会社赤武酒造株式会社赤武酒造株式会社赤武酒造株式会社  商品商品商品商品のののの展示展示展示展示

　　（清酒・リキュール製造販売）

　　大槌からやって来ました。県産の食材を用いたリキュールは一本一本が手作業です。

　  お酒の弱い方でも飲める甘くて美味しいお酒です。

URL   http://www.akabu1.com/

さんりくさんりくさんりくさんりく工房株式会社工房株式会社工房株式会社工房株式会社　　商品商品商品商品のののの展示展示展示展示　（　（　（　（三陸三陸三陸三陸でででで採採採採れたワカメれたワカメれたワカメれたワカメ））））

　　（昆布、わかめ等の塩蔵商品の製造、販売）

　　釜石・大槌からやって来ました。三陸で採れた貴重なワカメです。

　　今、少しずつ前進しています。

岩手県工業技術センターの一般公開は、見たり、作ったり(工作)、食べたり(試食等)、遊ぶ

ことができるので、大人も子供も楽しむことができます。

皆様のご来場をお待ちしております。是非お越しください。

盛岡市新事業創出支援センター指定管理者

協同組合産業社会研究会経営者革新会議

　〒020－0852　

　盛岡市飯岡新田１地割27番3

　電話　019－656－0120

　FAX 　019－656－0121　　　

Email:  m-tec.morioka@bz03.plala.or.jp 

http://www.morioka-tec.com/


