■･･･当社出品展示会 2013全国主要見本市・展示会情報（上半期１月〜６月）
会 期

月

2

展 示 会 名

主 な 展 示 内 容

会

場

入場料

主 催 者

電話＆URL

開催地

03-5209-1056/海外事務局
03-3512-5673
http://www.smts.jp http://
www.smts.jp/english/

東京

13日〜15日

第47回スーパーマーケッ 食品関連、酒類・飲料関連、その他商品関連、店舗設備・
東京ビッグサイト
ト・トレードショー 2013 機器関連、情報・サービス関連、環境・衛生管理関連

有料

13日〜15日

第8回 こだわり食品フェ ふるさと食品、健康食品、有機食品、高齢者用食
ア 2013
品、
保健機能食品、
他

東京ビッグサイト

有料 （財）食品産業センター

03-3224-2359
http://www.
shokusan.or.jp/

東京

東京ビッグサイト

有料

03-5296-1009
http://www.
medicarefoods.com

東京

東京ビッグサイト

（社）国際観光日本レ http://www.jma.
有料 （一社）日本旅館協会、

医療・介護分野の食品と関連商材−摂食・嚥下困難者
19日〜20日 メディケアフーズ展 2013 用食品、
栄養調整食品、
病院・施設向け業務用食品、
機
能性素材、
設備・機器、等
第41回 国際ホテル・レスト ホテル・旅館等の宿泊業、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食業に向
けた、業務用厨房設備、客室備品、家具・インテリア、パーティー・ブラ
19日〜22日 ラン・ショー
（HOTERES JAPAN 2013） イダル演出機器、食器・テーブルウェア、IT関連システム、スパ、等
19日〜22日

第34回 フード・ケータ
リングショー

給食サービス・施設（学校・病院・福祉・事業所）に向けた製
品：食器、衛生用品、厨房機器、栄養管理ソフト、給食・業務
用食材、等

第10回「シーフード
ショー大阪」

魚、シーフード、
水産加工、
鮮度保持技術、食品加
工技術

UBMメディア（株）

ストラン協会、
（公社）国際観光施設協会

東京

or.jp/hcj/

東京ビッグサイト

有料

（公社）日本給食サービス協会（一社）日 03-3434-1377
本弁当サービス協会（公社）日本メディ http://www.jma.
カル給食協会（一社）日本能率協会
or.jp/hcj/

東京

東京ビッグサイト

有料

（一社）日本厨房工業会
（一社）日本能率協会

03-3434-1377
http://www.jma.
or.jp/hcj/

東京

03-5775-2855
http://www.exhibitiontech.
com/seafood

大阪

03-6256-7355
http://www.japanshop.jp/

東京

ドサービス機器、調理道具まで調理施設に関わるすべての物が揃う

21日〜22日

（一社）新日本スーパーマー
ケット協会

（一社）日本能率協会、
（社）日本ホテル協会、 03-3434-1377

ホテル・レストランから給食施設まで、あらゆるフードサービス業界

19日〜22日 第13回 厨房設備機器展 に必要な厨房設備機器が集結する展示会−最新の厨房機器からフー

ATCホール（アジア太平 関係者
（社）大日本水産会
洋トレードセンター） のみ

商空間デザイン・ディスプレー、店舗用装飾材・インテリア素材・製品、店舗什器・設備・
JAPAN SHOP 2013
照明器具、サイン・看板、グラフィックス製作機器・資材、店頭POP・SPツール、インスト
東京ビッグサイト
（第42回店舗総合見本市）ア・マーケティングツール、AV機器・システム、関連情報・出版、コンサルティング、他

5日〜8日

有料

日本経済新聞社

（一社）日本能率協会、
（社）日本ホテル協会、 03-3434-3453

FOODEX JAPAN 2013 農産物・加工品、畜産物・食肉加工品・乳製品、水産物・加工品、調理・加工食品、パン・
麺類・パスタ、菓子・デザート、調味料・香辛料・スプレッド・油脂、アルコール飲料、
（第38回 国際食品・飲料展）非アルコール飲料、輸入食品、健康志向食品、オーガニック食品・自然食品、出版、他

幕張メッセ

フランチャイズ・ショー フードサービス・小売り・サービス業のフランチャイズ
本部による加盟店募集やニュービジネス企業による販
2013
（第29回）
売代理店・業務提携先の募集、等

東京ビッグサイト

無料

日本経済新聞社

03-6256-7355
http://www.fcshow.
jp/

東京

インテックス大阪

有料

日本製パン製菓機械工業会

03-6673-4333
http://www.
mobacshow.com/

大阪

東京ビッグサイト

有料

UBMメディア（株）

03-5296-1025
http://www.this.
ne.jp

東京

オーガニック&ナチュラ 自然食品、伝統食品、オーガニック認証食品・飲料、マクロビオティッ
ク食品、ベジタリアン・ヴィーガン向け食品、自然派・オーガニック化
ル・プロダクツ展
粧品・日用品、オーガニックコットン、自然素材の衣類・生活用品、等

東京ビッグサイト

有料

UBMメディア（株）

03-5296-1025
http://www.this.
ne.jp

東京

3日〜5日

第38回食肉産業展
2013

食肉、食肉加工品、ハム・ソーセージ製品、各種製
造、流通管理、
設備・機会・資材

東京ビッグサイト

有料

食肉産業展実行委員会

03-3663-2011
http://www.shokunikusangyoten.jp

東京

3日〜5日

第16回 ファベックス
2013

惣菜デリカ・弁当・中食・外食業界の業務用専門店
（食
品・食材、厨房設備・機器、
容器・包装、
情報システム、
ディスプレイ、
出版、他）

東京ビッグサイト

有料

日本食糧新聞社

03-3271-4816
http://www.fabex.
jp/

東京

3日〜5日

第10回 デザート・ス
イーツ&ドリンク展

菓子・デザート・スイーツ・飲料の素材・製品、機
器・器具、
店舗設備、
容器・包装・資材、出版、他

東京ビッグサイト

有料

日本食糧新聞社
協同組合全日本洋菓子工業会

03-3271-4816
http://www.fabex.
jp/

東京

機能性素材、調味料、
香料、
甘味料、安定剤等、
食品
製造に欠くことのできない食品素材・添加物

東京ビッグサイト

有料 （株）食品化学新聞社

03-6459-0444
http://www.
iﬁajapan.com

東京

ベーカリーに関わる原料、
食材、具材、調味料、製
造技術、機材、マーケティングツール、等

東京ビッグサイト

有料 ベーカリー素材EXPO実行委員会 http://www.bakery-

5日〜8日

３月

6日〜8日

2013 モバックショウ
製パン製菓産業に必要な機械・設備・器具、原材
6日〜9日（第23回国際製パン製菓関
料・資材、
関連情報や各種製法等の公開展示
連産業展）
健康食品、サプリメント、原料、受託製造、健康・美容機
器、化粧品、フィットネス、スポーツグッズ、メタボ、シ
13日〜15日 健康博覧会 2013
ニア等に関連した商品・サービス
13日〜15日

月

4

※展示会場へは、
※展示会場へは、
今一度主催者まで
今一度主催者まで
ご確認の上、
ご確認の上、
お出かけください。
お出かけください。

ifia JAPAN 2013
15日〜17日（第18回国際食品素材/
添加物展・会議）
15日〜17日

第2回 ベーカリー素材
EXPO 2013

関係者
（一社）日本旅館協会、
（社）国際観光日本レ http://www.jma.
のみ ストラン協会、
（公社）国際観光施設協会
or.jp/foodex

03-6459-0444

15日〜17日

第23回 西日本食品産業 外食・中食・給食産業機械、製菓・製パン機器、食肉・水
産・農産加工機器、衛生・品質管理機器、店舗サービス機
創造展'13
器、包装資材、小道具、原材料、食材、機能性食品、等

マリンメッセ福岡

関係者
日刊工業新聞社
のみ

アルコール飲料/ソフトドリンク、食品（農産物/畜産物/水産物/加工
食品/調味料）、デザート、厨房設備/調理器具、テーブルウェア、ユニ
フォーム、店舗運営設備/リフォーム、衛生関連製品、開業支援サービ
ス/フランチャイズチェーン本部、経営促進/販売促進サービス、等

インテックス大阪

関係者
INTER-FOOD KANSAI実行委員 http://www.
のみ
foodexpo-kansai.jp/

2013 NEW 環境展 東京会場 バイオマス、温暖化防止、緑化、大気、土壌、水、IT・ソリュー
ション、計量、収集、運搬、搬送、作業環境改善、測定、分析、
21日〜24日
（N-EXPO 2013 TOKYO） 廃棄物処理、リサイクル、環境学術、震災復興支援技術、等

東京ビッグサイト

有料

食品製造プロセスに関わるあらゆる分野の製品、技術・サービス
（原料処理、食品製造・加工、エンジニアリング、生産流通システ
ム・ITソリューション、鮮度管理・品質保持、包装・充填、計測・分
析・検査、衛生対策、環境対策・リサイクル、設備機器、特許、等）

東京ビッグサイト

有料 （一社）日本食品機械工業会

月

第1回 洋菓子素材EXPO 乳製品、油脂、チョコレート、フルーツ、ナッツ、小麦粉、
鶏卵、包装、容器、添加物、糖類、洋酒、その他製菓原材料、 東京ビッグサイト
2013
機械機器、製造技術関連、マーケティング、店舗開発、等

21日〜23日 INTER-FOOD KANSAI

2013

６月

FOOMA JAPAN 2013
（国際食品工業展）

11日〜14日

東京

expo.com

15日〜17日

5

千葉

有料

洋菓子素材EXPO実行委員会

03-6459-0444
http://www.bakeryexpo.com

東京

092-271-5715
http://www.nikkanseibueve.com/food/

福岡

0120-686-351

日報ビジネス（株）

大阪

03-3262-3562
http://www.nippo.
co.jp/n-expo013

東京

03-6809-3745
http://www.
foomajapan.jp

東京

【会社概要】
代表取締役会長 上原 武市
取締役社長 平良 斉
設立年月日／ 1967 年 11 月 1 日
資本金／ 4 億 5 千万円
総売上高／ 220 億 6000 万円（平成 23 年）
従業員数／ 515 人（パート・アルバイ
ト含む グループ全体）
関連会社／㈱新幸地、アンマーフーズ
㈱、ホクガン運輸㈱、沖縄冷食水産加
工事業協同組合、㈲アンマー農産

夢・チャレンジ！−沖縄の食文化を世界に−
【上原武市会長プロフィール】
1934 年 11 月 12 日生まれ
（78 歳）
趣味「仕事！」

「食」に携わって 45 年、沖縄を代表する企業「株式会社ホクガン」さんをご紹介致します。
同社を率いるのは関連グループ企業ともに１代で築き上げられた創業者「上原武市会長」。
「医食同源」を商品作りのコンセプトとして、健康に良く、美味しい沖縄の伝統食品の製造
販売で躍進を続けられ、現在、更なる夢・チャレンジが栃木県日光工場で展開中です。
日光工場 2F 生産ラインには弊社から各種最新鋭機を導入して頂きました。
＜ホクガンの原点＞
1967 年創業以来、生活する上で欠かせない「食」にかかわ
れてきたことは、この上ない喜びと感じています。
私は上原家の長男として喜界島で生まれ、小学校 6 年生の時
に漁師の街で知られる糸満に移って来ました。戦後間もない頃
より、毎朝 3 時に起きて近所のかまぼこ工場に出かけ、かまぼ
こを自転車の荷台に積んで行商をしていました。その当時、道
路も今みたいに舗装されておらず、急な坂で自転車が倒れて膝
や足などを擦りむいたりして、けがをしたことを思い出します。
かまぼこは食料の乏しい時代にあって朝食がわりであり、その
かまぼこの味が今も忘れられません。
両親は、現在の糸満ロー
創業 45 年、「食」一筋に
タリー付近でマチャーグ
ワー（小さな売店）を営
んでいました。
「新幸地売
店」です。缶詰や米、そ
して、豚の飼料としてバ
ラカス（大豆の搾りかす）
などを販売していました。
今、㈱ホクガンがある
のは、その時に買っていただいた糸満の一軒一軒のお客様に
よってあるもので、本当にありがたいです。
私は 15 歳の時に丁稚奉公に出され那覇に来ました。その後
17 歳の時に米卸業として独立し、沖縄各地をまわりお米の卸を
していた時期もありました。
＜北岸冷凍の設立＞
初めは倉庫業でもするつもりで那覇市泊に土地を購入し、冷
蔵倉庫を作ったのがきっかけでした。そのうち冷凍庫を借りて
いた企業が自社で冷凍庫を持ってしまい、その冷凍庫を活かす
ためにはと考えたのが魚の卸を行う北岸冷凍の始まりです。そ
して食糧が少なかった沖縄に本土から冷凍食糧を輸入しました。
当時は、本土復帰前。北岸冷凍は輸入業者として起こした会
社です。本土から輸入したのは、サンマやサバ、イカなどの冷
凍魚です。今でこそ栄養価の高い青魚と言われていますが、当
時は、ただ安く大量に手に入る食料のひとつ。通常の輸入はコ
ンテナが主でしたが、より多くの魚を輸入しようと三陸地域か
ら船をチャーターしたこともありました。沢山売れましたね。
今から思えば消費者ニーズに合っていたと言う事ですね。

＜地産地消を目的としたブランド「アンマー印」の誕生＞
その後、本土復帰を経て、日本はもとより、海外からも食糧が
入ってくるようになり食料の供給も安定してきた頃、食の欧米化
によって長寿県沖縄がその座を脅かされる事態になっていくわけ
です。昔ながらの沖縄の家庭料理が失われていく中、沖縄の食を
見直さなければならないと思いました。沖縄県民が食べるものは
自分たちで作るべきではないか。そのためにはブランドを作らな
ければいけない。そう思い社員に呼び掛けたんです。
しかし、なかなかこれといったものが出てこない。そんな時、
車を運転しながらふと思いついたのが「アンマー」という言葉
だったのです。アンマーとは沖縄方言でお母さんということで
す。シンプルでわかりやすく万国共通なお母さんのイメージで
す。
「これだ！」
とピンときました。そして、出来たのがバーキー
（カゴ）を頭に乗せてたアンマーのイラストです。
糸満では男は海に出て漁をする生産者
だとすれば、夫が獲ってきた魚を買い取
り売って歩くアンマーは、財布を握る大
蔵大臣であり流通業者の役割も担ってき
ました。
アンマーは強く、たくましく、そして、
やさしくあたたかい。まさに僕の母その
ものでした。
小学生の頃、学校から帰ってくると、ただいまの代わりに「ア
ンマー」と言いながら帰宅した記憶があります。アンマーその
ものが家庭だったのです。だからこそ「アンマー」ブランドに
私の食への思いを込めました。そして、アンマー印のブランド
を作ると同時に生産工場も建て、仕入れ販売業から加工業へと
事業を拡大し、手始めにかつおの削り節を手掛けました。
＜「医食同源」
、世界の「ANMAR」へ＞
沖縄は、もずくなどの海藻や太陽をいっぱいに浴びた島野菜
など体にいい食材がいっぱいあり、昔の人たちは沖縄で採れた
海藻や野菜を使用して、自らの体を作ってきました。
今こそアンマーが家族の健康のために作ってくれた昔ながらの
沖縄伝統食を見直すときがきていると思います。
＜沖縄の食文化を伝える
ホクガンの製品＞
株式会社新幸地製造

「琉球料理と沖縄の健康食材をお届けします」
沖縄料理、食材のお取り寄せは
アンマーショップへ！

＜ホクガン事業概要＞
１．冷蔵・冷凍倉庫及び低温保管事業
２．鮮魚、貝類、活魚及び冷凍魚介の仕入販売
３．冷凍食品・加工食品・並びに酒類仕入れ販売業
４．農水産物の一次加工・輸入・仕入販売業
５．加工食品の製造販売業（冷食、チルド食品、
レトルト、サプリメント食品）
６．製氷製水製造販売業

＜本 社＞
〒 900-0001 沖縄県那覇市港町 3-6-1
TEL098-862-2331FAX098-861-4281
＜糸満工場＞
〒 901-0305 沖縄県糸満市西崎 4-11
TEL098-840-3131FAX098-840-3344
＜日光工場＞
〒 321-2404 栃木県日光市轟 1195-3
TEL0288-31-0033FAX0288-31-0034
＜石垣工場＞
〒 907-0011 沖縄県石垣市八島町2-28-2
TEL0980-83-9911FAX0980-83-9912

「琉球料理を健康食の基本として世界へ広げたい」という想いから、
現在は英語表記の「Ｆｒｅｓｈ！ＡＮＭＡＲ」ロゴが採用されています。

株式会社ホクガン 日光工場

こうした中、当社では、もずくを素材とする商品開発をどこ
よりも早く取り組みました。もずくはノンカロリーでヌルヌル
成分には健康にいいといわれるフコイダンを多く含んでいるこ
とも分かっています。さらに沖縄家庭料理の代表であるチャン
プルーは、豆腐や島野菜などを使うため栄養のバランスが良く、
一度の食事で多くの野菜を摂取できる理想的なメニューです。
また、抗酸化の野菜を生産し、自社製品の材料に使用するた
め、2004 年に「アンマー農産」を設立し、2010 年にはモズ
クの 1 次加工場として「石垣工場」を建設しました。石垣では
ターム（田芋）も作っています。
「ANMAR ブランド」の商品作りの根底は「医食同源」です。
健康的な沖縄料理を次世代へとつなげるために、沖縄の大切な
「食」という宝をしっかりと育てていきたいと考えております。
＜ 2009 年日光工場始動、沖縄の「食」を大都市圏に＞
2008 年 11 月、栃木県日光市に敷地面積１万 8229 平方メー
トル、工場延べ床面積 5304 平方メートルの日光工場を建設し
ました。本土での製造拠点設置については「沖縄の健康食品」
を首都圏に浸透させたいという思いで、2003 年から検討を開
始してきました。 日光市に決めた理由としては、モズク製品
や島豆腐作りには欠かせない良質の水が豊富にあり、首都圏ま
での交通の便も優れていることからです。
ホクガンとしては県外初の製造拠点となりましたが、2009 年
より１F では沖縄の食の基本素材である削り節や島豆腐、もずく
関連商品を製造し、また、2011 年には２階スペースに「スヌイ
ヒラヤーチー（沖縄風お好み焼き）
」や「スヌイ天ぷら」などの
冷凍食品生産ラインをヤナギヤさんにお願いし導入しました。
＜今後の夢＞
これからもホクガンは「医食同源」をコンセプトに、沖縄の
豊かな食文化、健康的で伝統ある沖縄料理を身近に感じて頂き、
次世代に繋げられるよう努力して参りたい
と思います。
モズクのほとんどは国内で消費されてい
ますが、健康志向が高まる海外へ販路を拡
大していくこと、更には海外にも生産拠点
を作り、食のグローバル展開を図りたいと
考えていま
アンマーフーズ株式会社製造 す。

▲２Fに設備されたスヌイヒラヤーチー（冷食）生産ライン（成型〜蒸し〜焼き〜フリーザー）

▲スヌイ天ぷら（冷食）生産ライン
（成型〜 IH フライヤー〜脱油〜フリーザー）

http://www.anmar-shop.com/
①

株式会社ホクガン糸満工場製造

株式会社ホクガン日光工場製造

＜上原会長とヤナギヤ佐々木常務＞

②

③

④

①スヌイヒラヤーチー（沖縄風お好み焼き） ②スヌイ天ぷら（もずくのかき揚げ）
③うむくじあんだぎー
（紅芋の揚げ物）
④どうる揚げ
（田芋の揚げ物）

※台本です①〜④

毎週土曜日 21 時〜

かまぼこ工場が舞台！
日本テレビ系 新土曜連続ドラマ
1月19日〜放送中！
＜お見事！川崎の日テレ生田スタジオ内に完成したセット。事務所も完璧！＞

突然のオファーから、あっという間に放送スタート！
TOKIO の長瀬智也さん主演の日テレ土曜新ドラマ「泣くな、は
らちゃん」は 1 月 19 日に初回が放送されましたが、皆さんはもう
ご覧になられましたか？
このドラマ、物語の舞台となるのは「蒲鉾工場」で、川崎の日本
テレビ生田スタジオ内に作られたセットが主な撮影現場となってい
ます。事務所も工場も実に良く出来ていますが、この撮影セットに
使用されている蒲鉾製造機器類には、ヤナギヤ製「擂潰機」を始め、
急遽ご協力頂いた明石鉄工所様の「裏ごし機」やサミー様の「2 槽
式手揚げ鍋」
、そして蒸し箱や水槽台車、タルなど当社の研究開発
棟内のテスト用備品がそのまま使用されています。
撮影の協力オファーがあったのは昨年 11 月 26 日のことで突然
の連絡でしたが、緊急整備と他社メーカー様のご協力もあり、1 ヵ
月後にはご希望の品をお届けすることが出来ました。
それにしてもテレビの世界はスゴイです。12 月 7 日がクランク
インというのに主演以外のキャストがまだ決まっていないとのこ
と。このような状況でスタッフは準備を進め、同時進行でキャスト
も決定しながら撮影がスタートしています。そして、スタジオへの
納品は 12 月 27 日、あっという間に美術さんや装飾スタッフの力
で 29 日にはスタジオでの撮影がスタートしました。ちなみに頂い
た台本には主題歌の曲の題名はまだ空白でした！
この日本テレビ新土曜連続ドラマ「泣くな、はらちゃん」は、漫
画（２次元）の世界と現実（３次元）の世界で繰り広げられるファ
ンタジーラブストーリーで、漫画の世界から飛び出してきて人間に
恋をする主人公 “ はらちゃん ” を長瀬智也さんが務め、かまぼこ工
場で働くヒロイン “ 越前さん ” を麻生久美子さんが演じています。
また、ヒロイン越前さんに片思いする “ 田中くん ” を関ジャニ∞の
丸山隆平さん、田中くんに恋する “ 紺野清美 ” を忽那汐里さん、そ
して謎の女性 “ 矢口百合子 ” を薬師丸ひろ子さんと、豪華キャスト
が勢揃いです。
注目の新ドラマ「泣くな、はらちゃん」には、鈴廣蒲鉾さんが大
きく係わられており、蒲鉾づくりや装飾の指導、さらには実際に鈴
廣さんの蒲鉾工場の撮影もあったようです。
また、当社としましては今後ドラマのエンドロールで小さくても
会社名が流れることや、擂潰機や装飾に使われたカレンダーのヤナ
ギヤロゴがテレビに映る ちなみに、越前さん家の表札は
「蒲鉾板」で出来ています。
ことが楽しみです。
＜泣くな、はらちゃんの主なキャスト＞
はらちゃん：長瀬智也 越前さん：麻生久美子
田中くん：丸山隆平
紺野清美：忽那汐里（田中くんに片思い）
矢口百合子：薬師丸ひろ子（謎の女性）
工場長：光石研 越前さんの弟：菅田将輝 越前さんの母親：白石加代子

あっという間に
蒲鉾工場に！→
何気なくヤナギヤのカレンダーが！

（平成 23 年度補正予算）

「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」
学生が企業の魅力を伝える

魅力発信グランプリ開催

山口大学「チームヤナギヤ」が審査員特別賞を受賞！
平成 24 年 11 月 23 日、勤労感謝の日に広島県立美術館
「講堂」において、
経済産業省主催の「魅力発信グランプリ」
が開催されました。
本大会へは中国地区の 8 大学から全 32 チーム（映像チー
ム含む）が参加し、ヤナギヤを発表した山口大学の「チー
ムヤナギヤ」は審査員特別賞に輝きました。
＜魅力発信グランプリとは＞
経済産業省では、中小企業の経営力強化を図るため、地域で
学んだ大学生等を地域において円滑に採用でき、かつ定着させ
るための自立的な仕組みを整備することで、中小企業が継続的
に若手人材を確保し、中核人材として育成していくことを目的
として、
「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」（平成 23
年度補正予算）を実施されています。
中国地域においては、岡山県中小企業団体中央会（活動エリ
ア：岡山県／ 14 大学参加）と社団法人中国地域ニュービジネ
ス協議会（活動エリア：鳥取県、島根県、広島県及び山口県／
21 大学参加）が本補助事業の採択を受け事業を実施しています。
そこで、このたび中国地域ニュービジネス協議会により事業
の一環として「魅力発信グランプリ」が開催されたものです。
取材の模様は前回の Willow10 月号でお伝えしましたが、学
生が主に夏休みを利用して地元中小企業を数日間チームで訪問
し、経営者や従業員のインタビューを行った上で、取材先企業
の魅力を取りまとめたもので、学生・大学関係者・取材先企業
関係者等で埋め尽くされた熱気ムンムンの会場で発表が行われ
コンテスト形式にて審査されました。
また、当日はコンテストとは別に取材成果を映像（動画）と
してまとめた学生チームの DVD 放映も行われました。
当日は午前 10 時からの学生チーム発表から、映像チーム
DVD 放映、表彰式・記念撮影と、終わってみれば夕方の 6 時で、
長丁場にもかかわらず皆元気に発表を終え、記念撮影も無事終
了致しました。
学生の目線で企業の魅力を引き出して頂き、本当に感謝感激で
した。定められた少ない時間の中でどのチームもよく企業の魅力
をまとめ上げ、参加されていた企業のご担当者様も営業ツールに
「この発表データをそのまま下さい」コメントされていました。

審査員特別賞を受賞した山口大学「チームヤナギヤ」
（左から）山名由美さん、田原佐紀さん、森野由加さん

最優秀賞は山口大学・広島修道大学混成チームによる「株式会社
HIVEC」の発表でした。
（ちなみに、最優秀賞１、優秀賞 2、審査員特
別賞 3 でした。＊審査員は 3 名：経産省、帝国データバンク、テレビ
新広島より各 1 名です）
発表大学：鳥取環境大学（鳥取市）、山口大学（山口市）
、
県立広島大学（広島市南区）、広島修道大学（広島市安佐南区）
、
広島市立大学（広島市安佐南区）
、比治山大学（広島市東区）
、
広島工業大学（広島市佐伯区）
、安田女子大学（広島市安佐南区）
【以上８大学（順不同）※全 32 チーム（映像チーム含む）】
発表企業：株式会社コシバ、ヒロコン株式会社、株式会社ナガ・ツキ、
株式会社ヤナギヤ、カワノ工業株式会社、株式会社東洋高圧、
株式会社ハーストーリィプラス、株式会社フジマ、プラザ広島株式会
社、巣守金属工業株式会社、株式会社弘法、株式会社ＨＩＶＥＣ、株
式会社データホライゾン、菱光産業株式会社、株式会社山豊、デリカ
ウイング株式会社、株式会社酒商山田、株式会社シグマ、株式会社や
まだ屋、株式会社今西製作所、株式会社小田原ハウジング、株式会社
アイグラン、大昌工芸株式会社、有限会社瀬戸鉄工、株式会社ＨＲＤ、
株式会社コーポレーションパールスター、株式会社多機能フィルター、
アオイ化学工業株式会社、
株式会社ケミカル山本、株式会社中国警備保障、株式会社かわの、株
式会社アイ・コミュニケーション【以上 32 社（順不同）】

