後 援・協 賛

東京商工会議所世田谷支部
世田谷区商店街連合会

協

賛 （50音順・敬称略）

いいちゃん会
岡部健一
きらぼし銀行烏山支店
株式会社金冠堂
群馬県川場村

(公社)世田谷工業振興協会
世田谷区内農協協議会

株式会社システムズヤジマ
昭和信用金庫
株式会社山崎産業
合同会社 LINO

東商世田谷支部会員一覧 （50音順・敬称略）

２つの会場を回ってスタンプを集めてね。

すべて集めたら、 世田谷産業プラザ５階の
案内所までお越しください。
ステキな景品をプレゼントします！
※先着順 ・ 無くなり次第終了

4 5
ふれあい広場 ステージプログラム
10:00〜10:20
10:30〜11:10
11:15〜11:50
11:55〜12:15
12:15〜12:35
12:45〜13:05
13:05〜13:25
13:30〜14:00
14:00〜14:20
14:20〜14:40
14:40〜15:00
15:00〜15:20
15:20〜15:40
15:50〜16:00

2022 年10 月22日 土 10 時 〜16 時

三軒茶屋ふれあい広場・世田谷産業プラザ５階
主

催

「せたがや産業フェスタ2022」実行委員会

実行委員会
構成団体
ステージイベント
モニターでの動画上映

開会式
キラリ輝く個店グランプリ表彰式
団体ステージPR・団体PR動画上映
商店街動画コンテストPR動画上映
eスポーツ会場の当日録画動画上映

ゆるキャラ大集合➀
CM協賛動画上映
イラストグランプリ表彰式
団体 PR動画上映
ゆるキャラ大集合➁
eスポーツ会場の当日録画動画上映
CM協賛動画上映
商店街動画コンテストPR動画上映
閉会式・閉会宣言

東京商工会議所世田谷支部青年部
世田谷区商店街連合会青年部
(公社)世田谷工業振興協会青年部会
世田谷区農業青壮年連絡協議会
(公社)世田谷法人会青年部会
(公社)北沢法人会青年部会
(公社)玉川法人会青年部会
(公社)東京青年会議所世田谷区委員会

共

催

世田谷区 (公財)世田谷区産業振興公社

後

援

世田谷区教育委員会

会場案内

ホームページ

車両や自転車の通行が多い通りに面していますので
会場を行き来する際には必ず歩道をご通行ください。

あい広場

スーパー

三軒茶屋ふれ

ラザ 5階

世田谷産業プ

世田谷線
三軒茶屋駅
キャロットタワー

世田谷通り

田園都市線
三軒茶屋駅

R246

渋谷→

2022

株式会社 金冠堂
（一社）東京都トラック協会世田谷支部
フェアトレードタウン世田谷推進委員会

1 2 3

ものづくり・ひとづくり・まちづくり

駒
沢
→

物品協賛（50音順・敬称略）

株式会社ダスキン玉川
一般社団法人玉川青色申告会
株式会社玉川精螺
株式会社玉川ホールディングス
有限会社チェリトリー
有限会社チトセタイヤ
合資会社賃貸住宅研究室
月産業有限会社
株式会社テクノエコ
株式会社手塚工務店
テンプル大学ジャパンキャンパス
株式会社東急コミュニティー
東急セキュリティ株式会社
東京海上日動火災保険株式会社東京新都心支店
東京コーポレーション株式会社
東京中央食品株式会社
株式会社東京メガネ
東陽化成株式会社
株式会社東洋社
東洋ドライルーブ株式会社
株式会社土佐屋商店
中島食品株式会社株式会社ナカノ
中原地所株式会社
株式会社ニットク
株式会社ニッポンダイナミックシステムズ
日本興産株式会社
日本トリート株式会社
日本フロンティア株式会社
株式会社パーソン・プレイス
有限会社橋本苑
株式会社菱田住宅相談所
日の丸商運株式会社
平原商事株式会社
株式会社ファイブスターズ
株式会社ファニーホーム
ファルホークインターナショナル有限会社
藤産業株式会社
古川産業株式会社
株式会社フロンティア・フーズ
株式会社フロンティアワン
株式会社ベストサポート
株式会社宝古堂美術
有限会社ホーム管理サービス
有限会社ホットス
まき歯科
有限会社増田自動車
株式会社マッツ
株式会社丸シ宍戸鉄男商店
三田税理士事務所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行世田谷支店
師岡建設株式会社
モンブランビル株式会社
株式会社八十嶋
山元オブラート株式会社
株式会社ユアーズ・コーポレーション
株式会社ユーテック
ゆずき薬局
株式会社ユタカ産業
ユニオン商事株式会社
株式会社ユニテック
用賀運送株式会社
株式会社良電社
黎明電設株式会社
レジリエンス社会保険労務士法人
有限会社ロータリースポーツ

こ ど も スタ ンプ ラリ ー

茶沢通り

株式会社アーバンフロンティア
株式会社 I-TEC24
秋田電気工事株式会社
旭鮨総本店株式会社
有限会社アズテックサービス
株式会社アドバンスクリヤマ
株式会社アベコー
株式会社アムス
株式会社イシワタリ
いであ株式会社
株式会社井上香料製造所
株式会社ウイジン
有限会社ウールーズともや
株式会社ウテナ
株式会社エコ・エイト
大賀運輸株式会社
大高電設株式会社
有限会社沖倉運送
小俣建設工業株式会社
梶原建設株式会社
梶山 正雄
神奈川サンインターナショナル株式会社
烏山駅前通り商店街振興組合
管清工業株式会社
合同会社菊地酵素
経堂農大通り商店街振興組合
株式会社金冠堂
酵素ラボ
小杉造園株式会社
株式会社サークル
株式会社サウンドシステム
三益不動産株式会社
株式会社三恵
三軒茶屋商店街振興組合
サンスペクトメディカル株式会社
シード株式会社
株式会社ジェイコム東京世田谷局
株式会社四季建築設計事務所
株式会社シグマテクノ
宍戸コンクリート工業株式会社
シマダハウス株式会社
シマダリファインパートナーズ株式会社
昭和信用金庫
神興建設株式会社
株式会社新生堂
株式会社新日本エージェンシー
スマート保険企画株式会社
株式会社スリーワイ
株式会社セガワ
世田谷駅前商店街振興組合
公益財団法人世田谷区産業振興公社
世田谷区商店街振興組合連合会
公益社団法人世田谷工業振興協会
株式会社世田谷サービス公社
世田谷信用金庫
一般社団法人せたがや中小企業経営支援センター
世田谷トラック運送事業協同組合
セルモ羽根木教室
セントラル工商株式会社
創和工業株式会社
株式会社ダイイチセイビ
第一ダイヤモンド工事株式会社
大信興業株式会社
株式会社大成出版社
株式会社代田橋製作所
太平建設株式会社

世田谷区制 90周年記念

eスポーツ大会

三軒茶屋ふれあい広場

2022

グランツーリスモSPORT
■東商オリジナル渋沢グッズの販売

２人対戦プレイ・タイムアタック式

会場内のご案内

※渋沢栄一／新一万円札の肖像画モデル

勝者には景品をプレゼント！

１

※受付は先着順となります。

↑下北沢

お友達やご家族での参加 OK

東京商工会議所世田谷支部青年部

■せたがやPay の PR

© 2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

"Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive

2

--------------------------------------------------------------------------------------------

■世田谷みやげの販売とPR

3

(公財)世田谷区産業振興公社・世田谷区商店街連合会青年部

お友達やご家族での参加 OK
勝者には景品をプレゼント！

4

※受付は先着順となります。

群馬県川場村 (世田谷川場ふるさと公社)

■フェアトレード商品の販売

5

© SEGA

■運転シュミレーターで運転者適正診断
■安全運転への啓蒙活動

13 東京都電気工事工業組合世田谷地区本部青年部会

★スタンプラリーの景品は
エレベーター横の案内所
にてお渡しします

13

11
14

15

11

9

8

8

7

世田谷区保護司会 世田谷分区

■中小企業診断士による経営相談コーナー

2F

ゆるキャラ

(一社) せたがや中小企業経営支援センター

■世田谷区図柄入りナンバープレートのPR
■食品ロス削減に関するPR
■ 世田谷区 WEラブ赤ちゃんプロジェクトのPR
■男女共同参画センターらぷらすの PR

太子堂出張所

■建築無料相談
■建築写真や建築模型の展示など

東京都社会保険労務士会世田谷支部

■第 72 回社会を明るくする運動啓発活動
( 犯罪や非行防止の啓発活動 )

6

1F

®

10 行政情報コーナー

大集合

世田谷区内の商店街から、いろんなキャラクターがやって来ます。
ふれあい広場会場内で一緒に記念撮影もできますよ♪
※キャラクターとのふれあいは、スタッフが誘導いたします。

12

※事前申込制。
空きがあれば、ふれあい広場にて当日受付します。
16 東京世田谷南ロータリークラブ
東京オーキッド世田谷南ローターアクトクラブ

■体成分測定
■お薬無料相談など

17 (一社 ) 世田谷区薬剤師会

18 (公社)東京青年会議所世田谷区委員会

EV EV

7

■マインクラフトサーバー設定とゲーム体験
■ アバター作成プログラムとビートセイバー VR 体験

18
17

5

15 (一社) 東京都建築士事務所協会世田谷支部

16

19

4

救護所

世田谷区農業青壮年連絡協議会

■年金・労働相談会
■年金や働き方改革などの労働法関係情報の
展示と提供

9

■ 子ども(4〜12歳)がデジタル技術に触れられる
STEAM 学習体験
(1人あたり1〜2 分程度 )

案内所

14

世田谷区建設団体防災協議会・世田谷区住宅相談連絡協議会

三軒茶屋駅↓

■耐震住宅模型の作成体験
■家具転倒防止金具、火災警報器、
感震ブレーカーなどの展示

茶沢通り

■電気工事士試験のプチ体験
( スイッチ配線キットを使った体験 )

絵はがきコンクール
受賞作品展示→

※会場内は禁煙です
※エレベーター混雑時は階段をご利用ください

ｅスポーツ大会 会場

12 (一社) 東京都トラック協会世田谷支部

総合案内

2022

会場内のご案内
↑下北沢

11 (公社)世田谷法人会青年部会・(公社)北沢法人会青年部会・(公社)玉川法人会青年部会

3

フェアトレードタウン世田谷推進委員会

世田谷産業プラザ５階
■イータ君ペーパークラフトづくり
■税金のことを分かりやすく伝える活動
■税に関する絵はがきコンクール受賞作品展示

三軒茶屋駅↓

■川場村産の農産物などの販売
■区民健康村と川場村のパンフレット配布

２人対戦プレイ

１ 2

世田谷区商店街連合会青年部

--------------------------------------------------------------------------------------------

ぷよぷよe スポーツ

10

ステージ

© 2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

※せたがやそだちは世田谷区内の畑で育てた
採れたて、新鮮な農産物です。

6

茶沢通り

Entertainment Inc.

■せたがやそだちの農産物販売

※会場内は禁煙です
※自転車の乗入れ・駐輪はできません

■ものづくり体験
木を削ってマイ箸作り

19 (公社)世田谷工業振興協会青年部会

よっきー
用賀商店街
振興組合

が〜やん

三茶わん

世田谷区商店街 三軒茶屋銀座
連合会
商店街振興組合

登場予定時間

えるくん もーるちゃん
烏山駅前通り
商店街振興組合

①12時 45 分 〜 ②14 時 20 分 〜

※内容及びプログラムは予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

