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15:45〜 16:30】
立地企 業講演 【
>講 演テーマ 東北立地 13年 の歩み
―東日本の拠点拡充に向けて一
株式会社 フジキン東北工場は 2005年 7月 岩手県
奥州市に半導体製造装置用ガス供給システムを集
積化 したガスシステム (lGS)の 専用工場 として
立地。東北への立地の経緯や人財、インフラ、地

16:30〜 17:00】
地元企業講演 【
>講 演テーマ 北 三 陸 フ ァク トリ… の 挑戦
―持続可能な水産業の創造 ―
岩手県の北三陸に位置する洋野町に 2010年 海産
物問屋、株式会社ひろの屋を創業。2011年 の東
日本大震災は北三陸の水産業に壊滅的な被害をも
たらし、地域は震災を契機 に疲弊 していく中、生
き残 っていくために地域未来投資促進法など国の
制度を活用 した下苧坪社長 の新 しい挑戦が始まっ
た。北三陸産の北紫雲丹の生産・加工方法 と匠の
技を次世代 へ とつなげていく持続可能な水産業の
実現を目指す"北 三陸ファク トリー"の 挑戦を ご
紹介 いただきます。

域の支援など立地後の状況、今後の東 日本拠点拡
充に向けた取組を ご紹介 いただ くとともに、2011
年の東 日本大震災をどう乗 り越え、被災経験か ら
得た教訓 は何かご紹介いただきます。
また、関西出身の田中工場長が感 じた岩手県奥州
市の生活環境 について率直にお話 しいただきます。

株式会社ひろの屋
代表取締役
下苧坪 之典氏

山台市か らの立地 環境、
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福 島県 およびイ
企業誘致 に関する資料や各地の産品ブースを設 けてお り、東北 6県 をよ り理解 して
いた だ く場 とな ってお ります。東北地域 とのつなが りをお探 しの方 は、 各 ブース に
おいて ご相談 いただき、 お時 間 の許す限 りそれぞれの地域 の 話をお聞 き くださ い。
また、第一 部 に登壇 した田中工場長様、下苧坪社長様 も参加 しますのでお気 軽 にお
声 を掛 けて くだ さい。
さらに東北各地の美味 しい食材、地元料理、地酒 な ど多数 お試 しいただ けます。
東北地域 を一度 に感 じて いた だける機会 です。是非 お楽 しみ くだ さい。

下記、口 ,日 ,日 のいずれかの方法でお申込みください。

松 屋 町筋

本町通
東警察署●

阪神高 速 道 路

●マイ ドーム大阪
●大阪商工会議所

ロ ホームページか ら

とうほ く投資環境・ビジネスセ ミナー

http:〃 www.tohoku.meJ.goJp/Sankalkyottapanese/topics/181228.html

ロ スマホから

QRコ ー ド →

①出ロ
中央大通
阪神 高速道路

Osaka Metro「 中央線」堺筋本町駅下車 徒歩約 5分
Osaka Metro「 堺筋線」堺筋本町駅下車 徒歩約 5分

ロ メールから

会場 大阪産業創造館 6階
大阪市中央区本町 1… 4… 5

御出席者の氏名、社名・所属・役職、住所、電話番号、メール
ア ドレス、交流会参加の有無を明記の上、
thk… ritti@meti.9oJpあ てメールにてお申 し込み ください。

経済産業省 東北経済産業局 産業振興課 (東 Jヒ 地域産業開発促進協議会事務局

TEL 022‐ 221‐ 4906

)

Email thk口 ritti@metiogoJp

担 当 /五 十嵐、海野、丼元、佐藤
●主催 :東 北地域産業開発促進協議会
(経 済産業省東北経済産業局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、(一 社 )東 北経済連合会、東北電力 (株 )、
(独 )中 小企業基盤整備機構東北本部、 (独 )日 本貿易振興機構仙台貿易情報 センター、 (公 財)東 北活性化研究センター、
(― 社 )東 北ニュー ビジネス協議会、新潟県)
′
●協力 :経 済産業省近畿経済産業局
●後援 :― 般社団法人アジア太平洋研究所、大阪商工会議所、大阪府商工会議所連合会、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体
中央会、公益社団法人関西経済連合会、独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部、一般財団法人 日本立地センター (五 十音順)

