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みんなで築こう三条の輪 そしてはばたけ金物卸
「燕三条トレードショウ」
去る10月５日㈭～10月６日㈮の二日間、燕三条地場産業

場となる強力なイベントとしたい」と述べられました。

振興センターで燕三条トレードショウ2017（ 当組合後援）
が

その後、来賓の挨拶、祝電披露のあとテープカットを

開催されました。出展会社138社、三条金物卸商協同組合の

合図に「燕三条トレードショウ2017」は開場されまし

ブースには㈱ナガオカ・リコ―はじめ15社の企業が出展しまし

た。今年度は去年の３倍の企業が出展したこともあり去

た。来場者数3,751人という大盛況な二日間でした。

年よりも大きな規模の展示会となりました。各ブースで

昨年から「卸にも脚光を」と開かれたこのトレード

は様々なヒット商品から新商品、自社のオリジナル製品

ショウは今年で２回目となります。初日のオープニング

の展示がなされ、担当者が来場者を相手に燕三条で販売

セレモニーでは報道記者や運営関係者、来場者と多くの

している商品をアピールしていました。名刺交換、新規

人たちが集まりました。トレードショウ実行委員長の燕

の取引交渉から商品説明と価格の交渉などが行われてい

商工会議所田野会頭は開会の挨拶で「去年は来場者アン

るところもあるようでした。同時期に開催していた「燕

ケートの中で出展43社と少なすぎると言った声もあり

三条工場の祭典」の影響か、来場者は一般客から地元の

ましたが、今年は製造業も出展の対象としたことで多

同業者、全国のバイヤーから海外バイヤーと幅広く、開

くの参加企業があり138社となりました。今後の目標は

場時間から終了時間まで人の流れが途切れることのない

300社位の商社が毎年参加する燕三条製品のアピールの

賑やかな二日間となりました。また、このイベントのも

トレードショウ

商談会
お知らせ
「三条金物卸商協同組合のホームページ」では
会員向けの情報や、組合事業・セミナーなどの記事
を
「ニュース速報」
として随時アップしております。

宿泊プラン比較サイト「旅くら」

絶賛稼働中！

三条金物卸商協同組合HP http://www.kanamono.gr.jp
三条金物組合

広報誌に広告を載せませんか？
体裁：A4・カラー6～8P（紙質：コート紙）
発行予定：年3～4回（随時発行）
発行部数：300部
Sanjo Hardware A Wholesale Dealer Cooperative 2017 Transaction
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うひとつの企画として同じ会場の４階で（独）中小企業
基盤整備機構主催による「燕三条ジェグテック商談会」
も執り行われ、㈱東急ハンズ、㈱小田急百貨店をはじめ

全国利器工具卸商組合連合会

第35回大阪・堺大会

とする国内企業をはじめ、米国、台湾企業を合わせた大
手商社14社が集う県内初のインバウンド向け商談会と
なりました。この商談会は出品者とバイヤーそれぞれが

去る29年10月27日㈮に大阪府堺市内のホテルにて利

商談したい会社を選択して、１社対１社で行われる商談

商連の大阪・堺大会が開催されました。前回の岐阜関大

です。こちらでは一区切り25分間の時間の中で新規契

会から三年ぶりとなります。三条金物卸商㈿からは長岡

約や商品アピールが行われました。

理事長、金子総務委員長以下、総勢5名が出席。大会前

初日の夜には同会場の５階で燕三条トレードショウ交

の理事会では今後も長い歴史を有する利商連大会を継続

流会が行われ200人ちかくの出展社とバイヤーおよび関

し、輪番制を維持するためにも、懇親と情報交換に特化

係者が参加されました。中締めではトレードショウ実行

した形（懇親会のみ）に簡素化する事が提案され可決承

副委員長である長岡理事長が挨拶をされました。長岡理

認されました。

事長は『去年の「燕三条卸メッセ」と言うネーミングか

本大会では福井隆一郎利商連会長よりご挨拶と出席者

ら今年は心機一転「燕三条トレードショウ」と名を変え

への謝辞があり、利商連役員の方々への感謝状贈呈では

たこのイベントは多くの企業に参加していただき、多く

相談役代表として金子太一郎さんが表彰されました。そ

の来場者にも来ていただき盛大ですばらしいイベントに

の後は事業報告、理事会で承認された大会の簡素化など

する事が出来ました』と謝辞を述べられました。燕と三

が議論、承認され無事大

条で協力してグレードアップされて行われたこの燕三条

会が閉会されました。

トレードショウは来年も多くの出展社と来場客が期待さ

その後の懇親会は堺市で

れます。

同時開催された利工連と
の合同懇親会ということ
でいつにも増して盛大な
会となり懇親を深めまし
た。次回は平成31年に兵
庫大会が開催される予定
です。
福井隆一郎利商連会長

中締めを述べる長岡実行副委員長

感謝状を授与される金子太一郎さん

特別講演の
ハニワ課長
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千利休と与謝野晶子の歴史資料館
「さかい利晶の杜」
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燕三条工場の祭典

燕三条ものづくりメッセ
去る10月26日㈭・27日㈮の２日間にわたり燕三条地
場産業振興センターを会場にして「燕三条ものづくり
メッセ2017」が開催され、三条金物卸商協同組合も後援
という形で他の関係諸団体と共に参加いたしました。
今年で４回目となるイベントですが燕三条地場産業振
興センターが主催となり地元燕三条地域はもとより全国
各地から過去最高の251社がブースに出展、主催者発表
によると２日間で１万人を超える多くの来場者がありま
した。東京ビックサイトや幕張メッセなど大都市での会
場を使って行われる見本市とは違ってネクタイ姿のバイ
ヤーに混じって各会社の制服姿で訪れる社員や職人さん
も多く見受けられ、この燕三条地域のものづくりのレベ
ルの高さ、研究熱心さが伝わる会場でした。
昨年までは当卸商協同組合も「取扱説明書」などの
テーマで出展していましたが、今年は卸商協同組合の組
合員の会社からは出展がなく、いささか寂しいところも
ありました。それでもこの地域で普段あまり見ることが

去る10/5㈭~10/8㈰の4日間、「2017燕三条工
場の祭典」が開催されました。昨年度から従来の
「工場」のほかに農業を主体とした「耕場」、販

できない先端技術や商品・サービスを各出展者の担当者
から直接聞いて触ることが出来る機会であるこのイベン
トは大いに有意義だったと思います。

売を主体とした「購場」も加わり、より幅広く燕
三条ブランドの魅力を伝える、いい意味で「何で
もアリ」のイベントになっています。5回目とな
る今年は103の事業所が参加し、当組合からは㈱
山谷産業さんと弊社アイガーツールが参加しまし
た。弊社は倉庫の一部を開放し、キズ物や廃盤品
などのアウトレットセールとグラスの彫刻体験を
催し、土日の2日間で400名ほどのお客様にご来
場頂きました。
このイベントの参加企業の中でも卸売業は珍し
いのでしょうか、接客をしていて「問屋さんって
どんな仕事なんですか？」という質問を多く受け
ました。とかくメディアでは「ものづくり」とい
う視点から職人さんやメーカーさんがクローズ
アップされますが、その一方で私たち卸問屋は祖
父の代から汗だくになりながら全国を回って製品
を売り込み、流通の役割を担ってきました。現在
においては流通の有り様が大きく変化し、その対
応を迫られますが、それでも大本となるところは
不変であると感じます。「燕三条は工場の町です
が、あきんどの町でもあるんですよ。」そんな話
をすると、お客様は熱心に耳を傾け、喜んで帰っ
ていかれました。私たち出展者側もとても楽しい
2日間でした。
㈱アイガーツール 松谷英吉

株式
会社
本社
埼玉営業所
〒955-0081 新潟県三条市東裏館2-17-15 〒355-0077 埼玉県東松山市上唐子1032-1
TEL：0256-34-5121㈹ FAX：0256-35-6020㈹ TEL：0493-53-6444㈹ FAX：0493-53-6446㈹
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平成 29 年度 第 3 号会務報告
開催日
8/1 ㈫

8/9 ㈬

8/10 ㈭

8/31 ㈭

9/14 ㈭

9/15 ㈮

会

議

組合強靭化委員会

4

容

テーマ「製 品安全対策のメリットをPSアワード
受賞者に学ぶ」
「製品安全対策優良企業
講師：㈲鈴文 代表取締役 鈴木一氏
表彰
（PS アワード）
セミナー」
講師：㈲栄工業 代表取締役 山村則子氏
講師：㈲県央総合保険 小林孝夫氏

出席者

5名

未来創造委員会

1.鍛冶屋訪問事業について
2.その他

7名

1.鍛冶屋訪問事業について
2.その他

6名

次期理事長選考委員会

10/5 ㈭
10/6 ㈮

燕三条トレードショウ 2017

10/20 ㈮

組合員健康診断

1.第13期理事長選任について
2.その他

燕三条産地の商品をまとめて紹介

（一財）
健康医学予防協会

平成 29 年度走行月

利用額

組合手数料入金

7 月迄の累計
8 月（72 件）

14,877,949

446,338

2,355,404

9 月（72 件）

16,486,952

494,609

2,850,013

切手 ･ 印紙

7名

5名

15 社
（組合員～）
7社
22 名

10/24 ㈫

理事会

1.第13期理事長選任について
2.臨時総会開催について
3.30周年記念誌発行について
4.その他

11/16 ㈭

広報委員会

1.金物ニュースについて
2.その他

6名

11/20 ㈪

組合強靭化委員会

1.商品開発について
2.その他

8名

11/21 ㈫

役員会

1.臨時総会の開催について
2.その他

9名

10 名

）昨年度

ダンボール（西山） ダンボール（セッツ）

利用額

1,687,255
（1,870,601）

278,467
（246,597）

20,520
（12,420）

手数料

55,753
（56,941）

15,470
（13,700）

1,140
（690）

8 月分

切手 ･ 印紙

ダンボール（西山） ダンボール（セッツ）

利用額

2,115,261
（2,355,574）

288,393
（286,524）

24,840
（14,256）

手数料

58,526
（60,084）

16,022
（15,918）

1,380
（792）

9 月分

商品開発途中経過
組合オリジナル商品開発を目指し、強靭化委員会で
進めてきた「シュラスコ道具」ですが11月21日㈫の
役員会にていくつかのサーベルが出来上がりサンプル
披露されました。この企画は三条市からの補助金を
活用しているもので今年度内に三条市経済部商工課に
シュラスコの商品化に向けて報告会を開催する予定です。

三条ものづくり学校

燕三条地場産業振興センター
終了後：交流会

10/5 ㈭
～6㈮

「燕三条トレードショウ」

10/26 ㈭

「燕三条ものづくりメッセ 2017」 燕三条地場産業振興センター

10/27 ㈮
～ 28 ㈯

全国利器工具卸商組合連合会
第 35 回大阪 ･ 堺大会

大阪府堺市「ホテル・アゴーラリージェンシー堺」

11/24 ㈮

新潟県中小企業団体中央会
第 4 回理事会

鍋茶屋

累計
1,909,066

（

1.金物ニュースについて
2.その他

未来創造委員会

高速道路 ETC 利用状況・（協）新潟県異業種交流センター手数料（利用額の 3％）

11 名

広報委員会

【その他外部】 「燕三条工場の祭典」
10/5 ㈭
開会式

4

内

1.作成製品について
2.平成29年度事業内容について
3.その他

共同事業利用実績

平成 28 年 11 月に組合員でシュラスコを
実体験した時の画像です。

