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入場
無料

 屋内展示　まちなか交流センター
 屋外展示　結ステーション（物販、飲食）

会場：まちなか交流センター・結ステーション

2022
大野の企業が盛りだくさん！
世代を超えて楽しめる二日間！

企業見学バスツアー

餅まき・菓子まき大会！

さくらいとコンサート

琴恵流大野大正琴の会演奏

さくらいとコンサート

※イベントの内容や時間が一部変更になる場合がございますので予めご了承ください

「結の故郷・里芋音頭」愛好会 演舞

のっぺい汁大鍋振る舞い
（大野商工会議所青年部）

ＦＢＣ
ＮＥＸＣＯ 中日本グループ

㈱アドプロ

㈱アイケー、㈲東電気工事店、大野衛生設備㈱、大野市菓子組合
㈱オザキスポーツ、㈱共栄モータース、㈲九頭竜電子工業、米の菓ゆめすけ
㈲シザーズ内山、ショッピングモール ヴィオ、税理士法人ＯＮＥ
玉木健治税理士事務所、㈱中川設備、㈱前田組、㈱松浦印刷所
㈲明光電業、㈲森永電機、㈱吉村甘露堂、㈱福邦銀行勝山支店

稲山織物㈱

㈲宮本国文堂

㈲石田産業
㈲伊藤文具店
越前信用金庫
㈱エツミ光学
大野鉄工金属(協)
㈱かじ惣

九頭竜森林組合

㈱タニコーテック

花垣・㈱南部酒造場

ニチコン大野㈱
㈲西川建築設計事務所

三光産業㈱

㈱福井銀行大野支店

㈱北陸銀行大野支店
北陸電力㈱ 福井支店
前田電気㈱

㈱メンテナンスナカムラ
㈱平成大野屋
山一織物㈱

㈱昇竜

園児の歌と踊り発表
（いなほこども園 /いなやまこども園）

オープニング式典 9:00

商店街と会場を結ぶスタンプラリー
商店街（三番、五番、六間、七間、春日）の飲食店や
小売店で１つお買い物してスタンプGET！
観光協会でスタンプGET！
会場内出展ブースでスタンプGET！
３つ集めて景品をもらおう！

５企業５コースを巡る地元企業の魅力発見ツアー！
対　象：中学生・高校生及びその保護者等
内　容：A　ファーストウッド株式会社［15名 /9:30発］
　　　　B　ニチコン大野株式会社 第２工場［5名 /13:00発］
　　　　C　株式会社タニコーテック［10名 /9:00発］
　　　　D　合同会社 上田農園［10名 /10:20発］
　　　　E　社会福祉法人 大野和光園
　　　　　　［20名 /13:00発］
受　付：会場内インフォメーション
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ブルーフェニックス演舞
日本語スピーチコンクール表彰式
（大野市海外経済交流協議会）

日本語スピーチコンクール 13:00

11:00 頃 /14:00 頃

14:15

15:0014:30

ファッションショー
（奥越明誠高校生活福祉科生活コース）

他にも
楽しい企画が盛りだくさん！
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中日本高速道路㈱
当社及び各事業のPR活動
（TVCM・企業 PR の放映、パン
フレット・チラシの配布、ポス
ター・パネル展示など）

中日本ハイウェイ・パトロール
名古屋㈱
高速道路のパトロール会社より、
ハイウェイパトロールカーのミニ
カーを販売します

㈲清水仏壇店
仏壇、仏具、神棚、神具の販売・
修復

㈱南部酒造場
会社紹介・商品展示

㈱タニコーテック　
子供用手洗いシンクなどの展示

ニチコン大野㈱
会社紹介・商品展示

 一社 福井県エルピー
ガス協会奥越支部
ガス器具などの展示

山本時計店
シャルマンのメガネフレーム
次世代空気清浄機の展示・販売

奥越メディカル㈱
介護・福祉用ヘルストロン、
自律神経測定機、自動おしぼり機
などの展示

安心快適なリフォーム・耐震工事
の展示とかわいい卓上カレンダー
作りもやっています

福井工業大学
福井工大主催ロボットコンテスト
の紹介など

福井県工業技術センター
業務内容及び最新研究成果の紹介

奥越税務推進団体連絡協議会
電子申告、インボイス制度などの
紹介

アクサ生命保険㈱
健康経営に取り組む企業への
情報提供

中原設備
企業紹介・節水型商品の紹介

公財 産業支援センター
各種事業紹介及び、DXオープン
ラボの紹介

中部縦貫自動車道
大野油坂道路整備促進連絡協議会
中部縦貫自動車道の進捗状況報告

㈱エツミ光学
自社加工製品の展示、
サングラス販売

大南建設工業㈱

南部敦美畳商店
畳の素材展示、取扱商品の展示

大野商工会議所 健康経営コーナー
体組成計を使用した健康相談と紹介
健康経営の取り組み

福井刑務所
刑務所作業製品展示即売会

㈲浪慢館
焼鯖寿し、へしこのおにぎり、
幕の内弁当などの販売

グループ六帖畳
ミニ畳の作製・畳の縫い付け作業
実演・販売

福井県赤十字血液センター
献血バスを配車（6日のみ）

大野家具建具組合
まな板の販売

茨城県 古河市 商工観光課
古河市観光PR、古河ブランド
認定品の宣伝・販売

山二工業㈱
ペットと暮らす家をより快適に
するリフォーム商材の紹介

㈱吉村甘露堂
おかきの販売

㈱オザキスポーツ
スポーツ用品の販売、光触媒施
工例などの展示

火の鳥
火の鳥最強の４本セット、ビール、
ハイボールなどの販売

㈲杉本清味堂 /米の菓ゆめすけ
夢助だんご、あられ、おかきの
販売

㈱ゆいファーム
さといもコロッケや厚揚げなどの
販売

大野飲食業組合
タコ焼、ゆでセイコガ二などの
販売

大野商工会議所女性会
藩主隠居所にてお茶席を
お楽しみ下さい

屋外展示・物販
結ステーション

お清水
おろしそば、九頭龍舞茸の天ぷら、
生ビールの販売

ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台
六つ星コーヒーの提供、六呂師高
原シフォンケーキ、六呂師高原プ
リンの販売

愛来屋
ギョーザまんじゅう、肉まん、
ハリケーンポテトの販売

屋外飲食
結ステーション

奥越明成
高等学校コーナー

屋内展示
まちなか交流センター

まちなか交流センター 小会議室

屋外出展コーナー屋内出展コーナー はたらくくるまコーナー

・車両展示
・シュミレーターによる　
　レース

・スノコ（目皿）づくり
　1日40名まで

・手作りランタン
・工具体験
・工事廃材を使ったゲーム
・太陽光パネル、蓄電池の展示

・子供手形づくり
　1日35名まで

体 験 イ ベ ン ト 大 集 合 ！ 参 加 企 業 一 覧

・VRを使って認知症体験
・福祉関連用具の展示

・越美北線全線開通50周年記念
　タイムカプセルに思いをこめよう
・越美北線パネル展示

・木工体験

・点字の名刺づくり
・チャーム作成
・学習風景の写真点字

越前信用金庫

大野市 /大野商工会議所
みんなで乗ろう越美北線

大野衛生設備㈱

・お香作り体験
  1 日限定10組
  先着順で各2組ずつ
・仏壇仏具の展示

㈱かじそ仏壇製作所

ポリテクセンター福井

大野市菓子組合

三光産業㈱

奥越明成高等学校 
生活福祉科生活コース

福井県技能士会連合会
福井県左官工業組合
大野市左官組合

ネッツトヨタ福井㈱
大野店

福井県技能士会連合会
福井県建築組合連合会

奥越ブロック

前田電気㈱

・除雪車の展示（３種類）
・乗車体験
・ロータリー除雪車の駆動実演

・高速道路のトンネル点検・
　補修・清掃作業などで使用
　する高所作業車の乗車体験！
　ミニカーも販売します。

自衛隊 大野地域事務所

大野市役所 建設整備課

越美北線と乗合バスに 
乗る運動を進める会

中日本ハイウェイ
・エンジニアリング名古屋㈱

学科紹介展示

生徒製作品＆学科紹介
パネルの展示

缶バッチ等の販売実習

学科紹介展示

・練習用のお札を使った、
　お札の数え方体験
　（約30分 定員 10名程度）

 　　5日のみ 10:00- 

・茶席に使用される、上生菓子を作る体験教室
　（約30分 定員 8名）
　持ち物：エプロン、三角巾、タオル
　事前申込要：会場内インフォメーション

 　　6日のみ 14：00-

・バスの乗り方教室

 5 日のみ 10:00-10:30

・プラ板で自分だけのアク
　セサリーを作ろう！
　体験料は無料で、随時受付
　をしています！

   両日とも9：00-15:30


