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「2015“よい仕事おこし”フェア」の概要

開催日時

平成27年 9月8日（火）10:00 ～18:00
9月9日（水）10:00 ～16:00

〔平成27年9月7日（月）17:30 ～20:00（内覧会）〕

会

場

東京国際フォーラム（地下2階展示ホール／地下1階ロビーギャラリー／会議室Ｇ4）

主

催

城南信用金庫

協

賛

会津信用金庫、青い森信用金庫、秋田信用金庫、あぶくま信用金庫、石巻信用金庫、一関信用金庫、羽後信用金庫、

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9000

愛媛信用金庫、大垣信用金庫、大阪シティ信用金庫、岡崎信用金庫、おかやま信用金庫、金沢信用金庫、北上信用金

庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、気仙沼信用金庫、郡山信用金庫、コザ信用金庫、埼玉縣信用金庫、白河信用
金庫、新庄信用金庫、須賀川信用金庫、諏訪信用金庫、仙南信用金庫、大地みらい信用金庫、高松信用金庫、高山信

用金庫、たちばな信用金庫、鶴岡信用金庫、東奥信用金庫、富山信用金庫、奈良中央信用金庫、にいかわ信用金庫、

二本松信用金庫、沼津信用金庫、花巻信用金庫、浜松信用金庫、ひまわり信用金庫、広島信用金庫、福島信用金庫、

三島信用金庫、水沢信用金庫、水戸信用金庫、宮城第一信用金庫、宮古信用金庫、盛岡信用金庫、杜の都信用金庫、
山形信用金庫、米沢信用金庫（以上、50信用金庫）

後

援

復興庁、経済産業省関東経済産業局、経済産業省東北経済産業局、東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
県、福島県、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、川崎市、横浜市、相模原市、南相馬市、宮古市、東松

島市、石巻市、気仙沼市、いわき市、中小企業基盤整備機構関東本部、東京商工会議所、東北六県商工会議所連合
会、日本政策金融公庫、全国信用金庫協会、東京都信用金庫協会、東北地区信用金庫協会、信金中央金庫

特別協力

阿南信用金庫、天草信用金庫、飯田信用金庫、越前信用金庫、遠州信用金庫、大分みらい信用金庫、大阪信用金庫、
大田原信用金庫、渡島信用金庫、小浜信用金庫、掛川信用金庫、鹿児島相互信用金庫、かながわ信用金庫、蒲郡信

用金庫、亀有信用金庫、加茂信用金庫、唐津信用金庫、きのくに信用金庫、岐阜信用金庫、九州ひぜん信用金庫、京

都北都信用金庫、釧路信用金庫、熊本中央信用金庫、呉信用金庫、興能信用金庫、甲府信用金庫、さがみ信用金庫、
佐原信用金庫、三条信用金庫、滋賀中央信用金庫、しずおか信用金庫、島田信用金庫、島根中央信用金庫、巣鴨信

用金庫、高岡信用金庫、館林信用金庫、玉島信用金庫、敦賀信用金庫、東榮信用金庫、東春信用金庫、東濃信用金

庫、徳島信用金庫、栃木信用金庫、鳥取信用金庫、利根郡信用金庫、豊川信用金庫、豊橋信用金庫、長野信用金庫、
南郷信用金庫、西尾信用金庫、西中国信用金庫、西兵庫信用金庫、幡多信用金庫、飯能信用金庫、尾西信用金庫、備

北信用金庫、姫路信用金庫、広島みどり信用金庫、福井信用金庫、福岡信用金庫、富士信用金庫、富士宮信用金庫、
碧海信用金庫、北星信用金庫、北陸信用金庫、三重信用金庫、室蘭信用金庫、焼津信用金庫、大和信用金庫、米子信
用金庫、稚内信用金庫（以上、71信用金庫）

場

内

出展小間375ブース

● ビジネスエリア：204ブース

① 機械・金属・電子 製造（54ブース） ② 加工技術（17ブース） ③ 印刷・その他製造（33ブース）
④ IT・情報通信（23ブース） ⑤ 健康・医療・福祉（16ブース） ⑥ 建設・土木・住宅（25ブース）
⑦ その他（36ブース）

● 社会関連エリア：33ブース

① 行政関連（8ブース） ② 学校関連（5ブース） ③ 海外関連（7ブース） ④ その他団体等（13ブース）
● 全国！物産品販売エリア：49ブース

● ふるさと「にっぽん」観光エリア：19ブース

● 東北応援！うまいもの広場（飲食店）：9ブース
● バイヤーエリア：60ブース
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場

内

◎ 全国！信用金庫のご当地逸品イチ：155品目

◎ 特別展示3 ヵ所：経済産業省関東経済産業局（2020年東京オリンピック・パラリンピック活用地域活性化戦略
プラン）、子どもたちの心の音（被災地の子供たちの書写）、河北新報社・岩手日報社・福島民報社（東日本大震

災被災地の今～思いをつなげる～）

◎ イベントステージ：開会式、復興応援！福島県内経営者トークイベント、出展者プレゼンテーション、
被災地復興支援「書きましょ！」紹介ステージ、田中理恵さんトークショー

当日来場者数：29，423名（8日：18,296名、9日：11,127名）
事前商談申込件数：2，345件
当日商談件数：5，507件
出展者サポーター：313名

その他スタッフ：136名
OB・アルバイトスタッフ：82名
インターンシップ（大学生）スタッフ：20名

平成24年11月に東京ドームで行われた「日本を明るく元

「バイヤーエリア」を設け、幅広いビジネスマッチングをめざ

気にする “よい仕事おこし”フェア」以降、4回目の開催となる

してさまざまな企画を展開しました。また、OurPlanet -TV

「“よい仕事おこし”フェア」が、去る9月8日（火）、9日（水）の2

により、出展ブースの様子やフェアにご参加いただいた皆様

日間にわたり、東京国際フォーラムにて開催されました！

のコメントなどが当金庫のホームページから動画配信され

今回は、
東北地方全27金庫を含む50信用金庫にご協賛

ています。

いただき、復興庁をはじめ多くの官公庁・自治 体の後援と

375の企業・団体にご出展いただき、来場者数は2日間

協力のもとにフェアを開催。東京国際フォーラムの地下2階

で29,423名、商 談 件 数 は 事 前 申 込2,345件、当日商 談

展示ホールに「ビジネスエリア」
「東北応援！特産品販売」
、
、

5,507件にのぼりました。夏休み期間中ではなかったため

初開催の
「全国！信用金庫のご当地逸品イチ」を含む
「全国！

親子連れや観光客が少なく、また台風18号が接近し大雨の

物産品販売エリア」
「東北応援！うまいもの広場」
、
、地下1階

続くあいにくの空模様でしたが、東京駅・有楽町駅からアク

ロビーギャラリーに「社会関連エリア」
「ふるさと
、
『にっぽん』

セスしやすいこともあり、例年以上にビジネスマンの方々の

観光エリア ～クールジャパン～」、ガラス棟4階に商談用の

ご来場が目立ちました。
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1 9月8日 開会式（地下2階展示ホール内特設ステージ）

守田理事長

鍜治経済産業省関東経済産業局長

長島復興副大臣

畠福島県副知事

鞆田財務省関東財務局東京財務事務所長

● 守田理事長が代表挨拶・長島復興副大臣から来賓ご挨拶
9時30分から地下2階展示ホール中央の特設ステージで行

本の未来につながるよう全力で取組んでまいります」と、挨拶

われた開会式には、長島忠美復興副大臣ほか来賓7名が列

しました。

席。守田理事長の挨拶に続いて、来賓を代表して長島復興副

長島復興副大臣からは、新潟県中越地震で被災した新潟県

大臣、内堀雅雄福島県知事（代読：畠利行副知事）、鍜治克彦

古志郡山古志村の最後の村長として復興に奔走されたご自身

経済産業省関東経済産業局長、鞆田周一財務省関東財務局

の経験より「産業・生業の再生は、被災地である東北が大震

東京財務事務所長からご挨拶をいただきました。

災からの復興を果たすために重要な課題。一方的な支援では

守田理事長は、協賛の信用金庫・官公庁などご尽力への謝

なく、信用金庫が全国にネットワークをつくり、被災者が当地

辞とともに、
「当フェアは第1回から東北復興支援を掲げ、今年

の産物や人間力を活かし、誇りを持って自立できるよう促すこ

は特に「全国！信用金庫のご当地逸品イチ」と題し、政府の推

とが第一歩です。当フェアは、日本にとって、東北被災地にとっ

進する “地方創生”のもと日本全国の266信用金庫にお声か

て、大きな意味をもつもの」と激励の言葉をいただきました。

けして、102の信用金庫そして47都道府県すべてのご当地の

また、畠副知事より、内堀福島県知事の
「震災から4年半、

銘品が揃いました。東日本大震災の復興も道半ば、原発再稼

避難が続き風評被害の残る中も、大型観光キャンペーンでの

働の問題やさまざまな課題を解決し、困っている皆様をお助

賑わいや常磐自動車道の全面開通など明るい話題も増え、福

けして誰もが安心して幸せに暮らせる社会、豊かで活気あふ

島は輝きを取り戻しつつあります。今回福島県から参加した21

れる社会をつくることが、信用金庫の変わらぬ使命です。お客

の企業、団体が全国の企業と絆を結び、“よい仕事おこし”につ

様応援企業として、フェアを通じ全国の信用金庫と手を携え

ながればと期待しています」という力強く前向きなメッセージ

て、各地の志ある中小企業の皆様と絆を育み、明るく元気な日

が紹介されました。

● 甘利大臣など皆様からの祝電紹介
さらに、経済再生担当 社会保障・税一体改革担当 内閣府

全国信用金 庫協会、東 京都信用金 庫協会、日本政 策 金融公

特命担当大臣甘利明

庫、埼玉縣・愛媛・沼津・しずおか・焼津・島田・おかやま・城

様、東 京 商工会 議 所 会

北・きのくにの各信用金庫、しんきん保証基金およびしんきん

頭三村明夫様よりいた

情報システムセンターをはじめ、多くの皆様からお祝いの言葉

だいた祝電が披露され

を頂戴していることが紹介され、最後に来賓の方々9名による

たほか、信金中央金庫、

テープカットのセレモニーが行われました。
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2 地下2階展示ホール「ビジネスエリア」、ガラス棟4階「バイヤーエリア」
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2 地下2階展示ホール「ビジネスエリア」、ガラス棟4階「バイヤーエリア」

● 多数の商談が成立！企業と企業の“新たな出会い”で活気にあふれました
地下2階展示ホールでは、263の企業・団体が各ブースで

♥ 出展者 Ｄ社

独自の新製品やものづくり技術など自社の魅力を積極的にＰ

東北の施工会社から防 蝕塗料の件で相談を受けた。海産

Ｒし、ガラス棟４階のバイヤーエリアを含めて、数多くの商談

物を取扱っている東北の出展者が多く、抗菌剤に興味を持た

が行われました。

れた出展者が多かった。東北の出展者の方々は熱心で丁寧に

出展者・来場者からの声

対応してくれた。今後の商談が楽しみである。

♥ 出展者 東北Ｅ社

♥ 出展者 Ａ社
香料系のメーカー様がブースにいらっしゃって、化学製品に

秘湯の宿としての当館が、このブースでの販売・紹介がしっ
かりでき、かつてお越しくださった方にもたくさん再会できた

香料を混ぜる相談を受けました。特に食品の香りがする製品

とてもあたたかい2日間でした。ほとんどの来場者（約990人）

や、アロマテラピーの製品が期待できます。他にも今後の開発

が、次もまた来ていただける可能性が出てきております。

テーマの案件もいただき、同じく期待しております。
ビジネスフェアへの出展は初めてだったので、次回はチラシ
やポスターをしっかり準備し、今回得た改善点を活かしたいと

この機会を用意してくださった、信用金庫のみなさんの懐
の深さに大変感謝しております。

♥ 出展者 東北Ｆ社

思います。

♥ 出展者 Ｂ社

旅行関連会社から、外国人旅行者をターゲットにしたおみ
やげ商品などの共同開発についてご提案いただきました。地

過去のイベント出展は車関連のものが中心でしたが、今回

元では老舗といっても、新たな販路開拓は常に重要な課題で

はさまざまな業界の方との交流ができ、車内向けの高級パーツ

す。オーダーメイドのご依頼をいただき、また、ブースでも用意

（アイフォンケース）のコラボレーション企画を検討するなど、

していた商品が初日に完売し、急遽追加で取り寄せるほど好

大変有意義な時間を過ごせました。
支店の皆様の手厚いご支援のおかげでたくさんの商談がで

評でした。試食を召し上がる来場者のみなさんの反応を直に
聞けるのも嬉しいですね。

きました。ありがとうございました。

♥ 来場者 Ｃ社
難易度の高いシール材用ディスペンサーホルダー加工先を

福島からこのフェアに出展させていただいた手応えを感じ
ています。貴重な機会をありがとうございました。

♥ 東北 Ｇ商工会議所

探しに来場したところ、インフォメーションのものづくりコン
シュルジュの方から親身に相談に対応していただき、複雑部

東北地方の販路開拓事業の目的を共有できるバイヤーの
方々との情報交換をさせていただけました。

品の機械加工を手がける会社のブースまで案内いただきまし

今回は残念ながら両日とも雨模様でしたが、お米の試供品

た。図面や要求事項の打ち合わせまですることができ、見積書

ＰＲも金庫スタッフ職員の皆様にご協力を賜り、完全配布が

を依頼しています。

できました。
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♥ビジネスホテルでの採用可能性が強まりました。雨にもか
かわらず、足を運んでいただき、貴重なコミュニケーション
がとれたことを感謝いたします。
♥無料で出展させていただき、大手百貨店との有望な出会い
がありました。
♥商談の中で、今度改めて印刷設備を見たいとの話があり、契
約へ結びつく可能性ができた。東北地方の支援もできて、活
気ある大変よいフェアだった。
♥サプライチェーンが切れかかり、新たな委託先を探していた
ので、すぐれた金属加工技術をもつ製作所と複数マッチン
グすることができて大変ありがたい。図面をお渡しし、見積
もり依頼中である。
♥出展者様ほぼ全先へ挨拶回りをすることができました。担
当してくださったサポーターの方のおかげと、大変感謝して
おります。
♥事前商談を活用することによって、ブース内での待ちの営業
ではなく、他ブースに出向いて営業することができたので、
より効果的だった。他の出展者も同じ中小規模であるため、

♥当地の観光情報を、外国人向けアプリに入れたいので情報

商談がスムーズで今後はパートナー企業として見込める部

提供してほしいとの依頼があった。積極的に協力して、観光

分が大いに感じられた。また、異業種との交流ができ、本当

ＰＲにつなげたい。

に出展してよかったと思う。

♥取引開始希望が具体的にあり、契約書案の提示までできた。
また、見積り案件の図面を預かるなど、想定外の成果を得
た。信用金庫、営業担当者間の連携が素晴らしく、新規見込
客の紹介、また、協力企業の出逢いの機会に恵まれた。
♥大規模イベントは業種でブースが分けられ、どうしても工芸
品ブースの来客 数は少なくなるところを、本フェアは同一
ブースであったので来客数が多かったと思います。家具修理
の会社から桐タンスの修理を依頼したいとの相談もありま
した。
♥当社の商材に興味を持っていただき、後日、改めて打合せ予
定となった企業様が数社あった。とても有意義な商談をす
ることができ、中小企業にとって、このフェアは得難い企画
だと思う。
♥来場者に商品説明をしたところ、他社に特注していた商品
が、当社では標準品で取扱っていることが判明。次回より発
注いただけることとなった。
♥同業他社と商談したが、自社とは違う発想のものづくりを垣
間見られて、有意義な時間だった。
♥仕事量オーバーのため加工の委託先を探していたが、難易
度の高いエンジン部品の生産を委託できる高い技術力を
もった企業と出会うことができた。既に取引条件の契約は
済み、見積もり作業を依頼した。
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2 地下2階展示ホール「ビジネスエリア」、ガラス棟4階「バイヤーエリア」

バイヤーエリア

「全国！物産品販売エリア」
：
「全国！信用金庫のご当地逸品イチ」
東北応援！特産品販売
「東北応援！うまいもの広場」

今年のフェアには、昨年の2倍近い60のバイヤーが参加。
内定者などがバイヤーブースへの案内を手伝い、
「商品の内
容について突然質問を受け、内定者とはいっても来場されたお
客様からは同じように企業の一員に見えるのだから、それだ
け責任があるのだと緊張しました」

今回初めての開催となった「全国！信用金庫のご当地逸品

と、ビジネスの現場を体感する貴重

イチ」。株式会社三越伊勢丹様の全面的なバックアップのもと、

な機会になったようです。

日本全国47都道府県から102にのぼる信用金庫のご協力で
実現！各信金イチオシの特産物・銘品155品が一堂に会する
という画期的な規模の企画でした。
「東北応援！うまいもの広場」に並ぶ仙台牛たん・大間マグ
ロのねぎま汁など飲食 店のご当地グルメや東 北駅弁ととも
に、購入した各地のおいしい逸品を味わいながらくつろぐ来場
者で休憩スペースは終始大賑わい！
東北を中心とした特産品販売も、2日目に急遽仕入れを追
加するブースも見られ、好評を博しました。商談の合間に立ち
寄られた出展者やビジネスマンの方々に、東北地方の応援だ
けでなく全国に広がる信用金庫のネットワーク “絆”の強さを
感じていただくことができたのではないでしょうか。

マッチング相談カウンター
今回初の試みとして、ビジネスエリア入り口すぐのインフォ
メーション横に「マッチング相談カウンター」を設け、大手製造
企業等出身のキャリアを活かし城南信用金庫のアドバイザー
として活躍している「ものづくりコンシェルジュ」がサポートい
たしました。
フェアにご来場されたお客様にマッチングしたい業種や企
業を具体的にご案内し、スムー

東北の“ご当地グルメ”が大集合

ズな商談チャンスに結びつける
のが狙いで、多数の成約につな
がり、ご好評をいただきました。
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3 地下1階 ロビーギャラリー

ふるさと『にっぽん』観光エリア
～クールジャパン～
政府の掲げる “地方創生”の方針のもと、東北地方だけでな
く日本各地から行政機関や観光関連団体などが集まり、魅力
ある地域のＰＲを行いました。

各所でフェアを盛り上げて
くれた、ゆるキャラ：みきゃ
ん（愛媛県）と八重たん（福
島県）

社会関連エリア
東 京新聞やOurPlanet-TVなどメディア関連はもちろん、
中国・インドネシアなど企業の海外進出に対する相談を受付
したり、教育機関、エネルギー関連の団体などから多彩な取
組みが紹介されました。
開会式で鍜治経済産業省関東経済産業局長から
もご紹介いただいたとおり、2020年に開催予定の
東京オリンピック・パラリンピックでは、“地方創生”
をめざし、関東周辺だけでなく日本全国の地域活性
化が期待されています。
会 場 内 のパネルで は、五 輪 を活 用したプロモ ー
ションのユニークなアイデアが掲示されました。

環境・エネルギー問題に積極的に
取組んでいるアースガーデンより、農
耕地の上を有効活用できる太陽光発
電設備「ソーラーシェアリング」のモ
デルを設置していただきました。
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材しました。各社紙面の構成を、①お勧め商品

大学生の記者体験
～東京新聞～

③震災の影響

②会社沿革

④取材を終えて、の4項目に分け、写真撮影と

併せて5名がそれぞれ分担して質問し、記事にまとめるという

例年は夏休み期間中の小学生が「こども豆記者」になって

形でインタビュー。東京新聞のブース前に集合してからインタ

新聞づくりにチャレンジしていましたが、今年は、産学官金連

ビュー→記事作成→校正→印刷まで2時間強のタイトなスケ

携の取 組みの一環として、東 京 新聞の全面的なご協力のも

ジュール、原稿も30分程度で記者専用のPC端末に打ち込む

と、当金庫と提携を結んでいる千葉商科大学・昭和女子大学

という臨場感あふれる体験に、学生たちも必死に取組みまし

の学生のみなさんに、フェアの様子を取材し、東京新聞「国際

た。

フォーラム版」号外に掲載する記事の作成を体験してもらい
ました。

1 （8日午前）

農業生産法人 有限会社ANEKKO

3 （9日午前）

ねぎびとカンパニー 株式会社

2 （8日午後）

両大学計20名の混成チーム1班5名を4班つくり、1日目・2

4 （9日午後）

日目の午前／午後に、東北からの出展企業・団体を1社ずつ取

有限会社 トロイカ

秋田印刷製本 株式会社

記事作成の流れを、社会部の
記者の方が説明。
カメラなどの 機 材も記 者の
方が使う物をお借りして、企業
ブースへ。インタビュー 開 始！
（約30分）
メモを取る顔、カメラを構え
る手つきも真剣そのもの…。

初稿・第二稿と、出力され
た 原 稿に間 違いがないかど
うか 皆 で 繰り返しチェック
（約10分）

実 際に記者の方 が使う携 帯用端 末 が1人に1台割り振ら
れ、記者の皆様にアドバイスいただきながら、原稿作成＆写
真選定（約30 ～40分）

完成！
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3 地下1階 ロビーギャラリー

見られました。貴重な経験になったのではないでしょうか。

企業取材は初めてという学生がほとんどで、取材先にバイ
ヤーとの商談予定が入っていたり、社長さんの名前を訊き忘れ

また、東京新聞の記者体験以外の時間には、フェアの出展

て再取材に走ったり、時間内に記事が書き終わらず焦ったり…

企業サポーターとしてブースへの呼びこみなど活動し、学生の

色々なハプニングも、現場ならでは。仕事場の緊張感を味わう

みなさんにとって非常に充実した２日間となったようです。

とともに、
「５人いたから協力して紙面にで
きた」
「 ２年生の自分が１年生の皆を引っ張
らなくちゃと思った」と短い間にもチーム
ワークや責任感が生まれ、
「インタビュー
に応えてくださる社長さんの様子から、仕
事をする楽しさが伝わってきた」と笑顔も

平塚さん（千葉商科大）

菅さん（千葉商科大）

青嶋さん（千葉商科大）

が加わっていました！）

OurPlanet-TVがフェアを
動画配信

今後も、産官学金の結びつきを深め、地域で働く現場の人
と人、企業同士がよ

今回も、OurPlanet-TVがフェア各所を取材しながら出展

り緊 密 に 関 わり合

企 業のお勧め商品やイベントの模 様をレポートして動画配

い な がら発 展でき

信を行いました。学生記 者のみなさんも、取材中の様 子や、

るような 企 画 を 展

記事を書き終えた感 想などレポートに協力してくれました。

開していきたいと思

（OurPlanet-TVのインタビュアーにも、インターンの大学生

います。

OurPlanet-TVのブースでインタビューに応える
橋本さん・西井さん（昭和女子大）

地下2階 展示ホール内特設ステージイベント
える「書きましょ！」活動／ロンドン五輪体操日本代表であり、

地下２階展示ホール内の特設ステージでは、福島県喜多方
市ご出身のフリーアナウンサー唐橋ユミさん司会のもと福島

日本体育大学児童スポーツ教育学部助教の田中理恵さんの

県内で事業を行っている経営者の方々に登壇いただき、復興

トークショーのほか、新開発の自社商品やシステムなどをＰＲ

の現状や今後の課題などを伺うトークイベント／矢野きよ実

する出展者のプレゼンテーションが行われました。

さんが主宰する、被災者の抱えた心の叫びを「書」に表して伝

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

9月8日（火）

9月9日（水）

トークイベント 唐橋ユミさん
復興応援！福島県内経営者 トークイベント
出展者プレゼンテーション
◉一般社団法人 下呂温泉観光協会
◉株式会社 北日本リゾート
◉株式会社 ささ圭
◉タスクイクイップメント 株式会社
◉トーテク 株式会社
◉株式会社 トランプス
◉株式会社 マダムトモコ ◉株式会社 キャトルプラン
トークイベント 矢野きよ実さん
被災地復興支援「書きましょ！」
出展者プレゼンテーション
◉太陽計測 株式会社
◉株式会社 ティエスイー
◉有限会社 AZU建築 ◉株式会社 イケガミ
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トークイベント 田中理恵さん
2020年 東京オリンピック・パラリンピックに向けて
「～そして続く未来へ～」
出展者プレゼンテーション
◉株式会社 白組
◉株式会社 ウイズダム
◉株式会社 クオーレ ◉株式会社 シスコム
◉データ・ジャパン 株式会社
◉株式会社 日本ラノス

4 地下2階 展示ホール内特設ステージイベント

トークイベント 唐橋ユミ さん
復興応援！福島県内経営者トーク

トークイベント 矢野きよ実 さん
被災地復興支援「書きましょ！」

トークイベント 田中理恵 さん
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて
「～そして続く未来へ～」

出展者
プレゼンテーション

株式会社 ささ圭

株式会社 ティエスイー

トーテク 株式会社

株式会社 白組

タスクイクイップメント 株式会社
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あ

と

今年も、
「2015 “よい仕事おこし”フェア」を無事に終え
ることができました。準備・内覧会も含め、雨模様の天気
を心配しながら有楽町で過ごした3日間、本当にお疲れ

が

き

地域のお客様、関係するすべての方々と“夢”と“感動”と“笑
顔”を分かち合えるよう邁進していきましょう！

様でした！
今回の成功も、出展企業の方々をサポートするため、日
本全国に元気を発信するため、自分のことではなく他の
誰かのためを想いながら、一心に持ち場で務め取組んで
くださったみなさんのご尽力のおかげです。心から、あり
がとうございました。
これから行うさまざまなイベントも、みなさんの力を合
わせて大成功につなげ、金融機関の枠を超え、お取引先、
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