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■催事名称

■開催テーマ

さいたまの中小企業力(そこぢから)
さいしんビジネスフェア2021 ～彩・発・見！ひと まち 出会い～

《さいしん》から『ニューノーマル』（新常態）のご提案
埼玉県内外の企業とオンラインマッチング

■開催日時・場所・内容 ●オンライン会場▶公式HP内特設サイト
さいしんビジネスフェア2021チャンネル
2021年5月10日(月)～6月30日(水)
①オンライン出展ブース

埼玉県内外より301の企業・団体が出展し、独自の事業・サービスをPRするとともに、オンライン上で商談を実施。
②オンラインテーマ展示

埼玉縣信用金庫の歴史や取り組みを紹介。
③3チャンネル同時配信（LIVE配信6月9日、アーカイブ配信6月10日～6月30日）

メインチャンネル、ビジネスチャンネル、オンラインショッピングチャンネルの3チャンネルを開局し、オリジナル番組を3チャンネ
ル同時配信。
《さいしん》特産品オンラインショップ「粋」
2021年5月10日(月)～8月9日(月)

●リアル会場▶さいたまスーパーアリーナ
さいしんビジネスフェア2021公開スタジオ
2021年6月9日(水) 10:00～18:00
埼玉県内の企業・団体100者が出展し、オンラインでは体感できない、埼玉発の技術や製品・サービスをリアルに体験でき
る展示会を開催。3チャンネルでLIVE配信する番組の収録やテーマ展示エリアを展開。

■リアル会場 入場料 無料

■開催目的 ①埼玉県内の中小企業にビジネスマッチングによる販路拡大の機会を提供すること。
②埼玉県の食、物産、伝統工芸品を広く一般消費者に紹介すること。
③当金庫及び協賛信用金庫取引先の出展による全国各地の特産品を紹介し「しんきんの絆」をアピールすること。
④地域(まち)と人(ひと)、技術(しごと)のマッチングによる地域創生。

■主催 埼玉縣信用金庫

■特別協賛 川口信用金庫／青木信用金庫／飯能信用金庫（順不同）

■協賛 (一社)全国信用金庫協会／信金中央金庫／(一社)東北地区信用金庫協会／(一社)関東信用金庫協会／
(一社)東京都信用金庫協会／埼玉県信用金庫協会／釧路信用金庫／大地みらい信用金庫／網走信用金庫／
盛岡信用金庫／花巻信用金庫／気仙沼信用金庫／米沢信用金庫／鶴岡信用金庫／水戸信用金庫／
鹿沼相互信用金庫／千葉信用金庫／城南信用金庫／多摩信用金庫／平塚信用金庫／三条信用金庫／
富山信用金庫／高岡信用金庫／しずおか焼津信用金庫／沼津信用金庫／京都信用金庫／京都中央信用金庫／
京都北都信用金庫／姫路信用金庫／淡路信用金庫／但馬信用金庫／新宮信用金庫／きのくに信用金庫／
米子信用金庫／しまね信用金庫／島根中央信用金庫／玉島信用金庫／広島信用金庫／呉信用金庫／
しまなみ信用金庫／萩山口信用金庫／西中国信用金庫／東山口信用金庫／徳島信用金庫／高松信用金庫／
愛媛信用金庫／筑後信用金庫／飯塚信用金庫／たちばな信用金庫／熊本第一信用金庫／(一社)さいしんコラボ産学官
(順不同)

■後援 経済産業省 関東経済産業局／埼玉県／熊谷市／行田市／春日部市／鴻巣市／蓮田市／深谷市／富士見市／
川越市／草加市／ふじみ野市／北本市／小川町／嵐山町／寄居町／川島町／三芳町／
株式会社日本政策金融公庫／独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部／
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)埼玉貿易情報センター／公益財団法人埼玉県産業振興公社／
一般社団法人埼玉県物産観光協会／埼玉県信用保証協会／公益社団法人日本技術士会埼玉県支部／
一般社団法人埼玉ニュービジネス協議会／東洋大学／埼玉工業大学／日本工業大学／国立大学法人 埼玉大学／
公立大学法人 埼玉県立大学／芝浦工業大学／埼玉医科大学／ものつくり大学／女子栄養大学／
学校法人都築学園 日本薬科大学／学校法人郷学舎アルスコンピュータ専門学校／埼玉新聞社／テレ玉／FM NACK5／
株式会社日本金融通信社／株式会社日刊工業新聞社 さいたま総局／株式会社金融経済新聞社
(順不同)

■出展業種(リアル会場) 【A】金属・機械・部品加工
【B】AI・IoT関連
【C】卸・小売・運輸・サービス
【D】環境・バイオ・農業
【E】その他の分野
【F】食品関係
【G】健康・医療／公共・教育・支援関係
【H】電気・化学
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■トップページ閲覧者数 16,128人
■オンラインブース一覧ページ閲覧者数 6,724人
■商談件数
■オンラインショップ閲覧者数

688件
14,021人

開催実績概要

■来場者数 1,613人
■商談件数 1,239件

オンライン会場 リアル会場

■メインチャンネル視聴者数 2,363人
■ビジネスチャンネル視聴者数 1,921人
■ショッピングチャンネル視聴者数 1,358人



ビジネスチャンネル

5

オンライン会場
主要コンテンツ一覧

2.オンライン会場
開催期間：2021年5月10日(月)～6月30日(水) ※ 《さいしん》特産品オンラインショップ「粋」 8月9日(月)まで公開

オンライン出展ブース

さいしんコラボ産学官

さいしんの歩み

旅の生きがい大学

協賛企業スポーツ振興への貢献

《さいしん》特産品オンラインショップ
「粋」

メインチャンネル オンラインショッピングチャンネル

まちづくりファンド

さいしんのれん街

圏央道の宝物グランプリ
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公式サイト内にはオンライン出展者専用のページを開設しました。出展者を50音順に並べた一覧（カテゴリ別に並べることも可能）より
出展者のページへ簡単に訪問できる仕組みを構築しました。ブースでは商品の紹介やカタログのダウンロード配布、オンライン会議ソフトを
使った商談などが活発に行われ、ウィズコロナ時代における商談会の新たなスタイルを提示しました。

オンライン出展ブース

一般ブース

飲食関係ブース



7

2.オンライン会場 コンテンツ構成

テーマエリア

サイト内に、リアル会場と連動して、さいしんのこれまでの歩みや様々な取組をご紹介するテーマエリアを展開しました。テーマエリアは「01 さい
しんの歩み」、「02 《さいしん》のれん街」、「03 旅の生きがい大学」、「04 まちづくりファンド」、「05 圏央道の宝物グランプリ」、「06 さい
しんコラボ産学官」、「07 スポーツ振興への貢献」の7つのカテゴリーで構成しました。

01 さいしんの歩み



02 《さいしん》のれん街
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03 旅の生きがい大学

2.オンライン会場 コンテンツ構成
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04 まちづくりファンド
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2.オンライン会場 コンテンツ構成

05 圏央道の宝物グランプリ
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06 さいしんコラボ産学官
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07 スポーツ振興への貢献

2.オンライン会場 コンテンツ構成



《さいしん》特産品オンラインショップ「粋」

埼玉県を始め、全国各地の信用金庫にご協力いただき、オンラインショッピングサイト『《さいしん》特産品オンラインショップ「粋」』を5月10
日から8月9日まで開設しました。地元で人気の名産品から知る人ぞ知る隠れた特産品やオンライン初の商品まで、いずれもこだわりにあ
ふれた商品構成で、高い評価をいただくと共に多くの方にご利用いただきました。

リンクECサイト
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●《さいしん》特産品オンラインショップ「粋」出品者一覧

肉

ライブの山賊焼 バラエティーセット
株式会社ミート工房かわば 《埼玉縣信用金庫 》

秩父豚肉味噌漬け
世界商事株式会社 《埼玉縣信用金庫 》

TOKYO ー X ハム・ソーセージバラエティ詰合せ
株式会社大多摩ハム小林商会 《多摩信用金庫 》

小江戸黒豚 おつまみセット
有限会社大野農場 《埼玉縣信用金庫 》

国産南部どり 炭火やきとり盛り合わせ20本
株式会社マクゲンフーズ 《埼玉縣信用金庫 》

こぶたのしっぽ手作りハム、ソーセージセット
こぶたのしっぽ 《埼玉縣信用金庫 》

MOROYAMA 匠ベーコン
Smoke Factory Tansy 《埼玉縣信用金庫 》

古代豚のお肉「お楽しみセット」
古代豚白石農場 《埼玉縣信用金庫》

豊西牛100%ビーフハンバーグ 120g×10枚セット
株式会社和廼舎 《埼玉縣信用金庫》

金猪豚 ハム詰め合わせ
株式会社 嶋本食品 《淡路信用金庫》

米沢牛ロースすき焼用
株式会社米沢牛黄木 《米沢信用金庫》

米沢牛サーロインステーキ
株式会社米沢牛黄木 《米沢信用金庫》

国産あい鴨 『パストラミとソーセージのおつまみセット』
株式会社浜田商店 《埼玉縣信用金庫》

®
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ふじ馬刺し上赤身2個セット
株式会社フジチク 《熊本第一信用金庫》

東松山名物みそだれ風味 バラエティーグルメセット
とんかつぼたん 《埼玉縣信用金庫》

A4・A5ランクの深谷牛薄切り肉 約250g
株式会社 山下牧場 《埼玉縣信用金庫》

加須市ブランド豚【香り豚】と黒毛和牛で作った簡単おかず
セット
長沼精肉店 《埼玉縣信用金庫》

東松山名物 味噌ダレやきとり
やきとり おおき 《埼玉縣信用金庫》

タマシャモ物語3箱セット
株式会社おじま自然農園 《埼玉縣信用金庫》

ふりかけて食べる鶏削り節セット(プレーン2個・醤油1個)
有限会社轟屋 《埼玉縣信用金庫》

スイーツ・お菓子

草加せんべい食べ比べ
株式会社いけだ屋 《埼玉縣信用金庫》

ちちぶまゆ
株式会社中村 《埼玉縣信用金庫》

102プレミアムフローズンくリーむパン12個詰合せ
株式会社八天堂 《しまなみ信用金庫》

いも恋・芋おこわ詰合せ(いも恋5個入×3箱、芋おこわ5袋)
株式会社右門 《埼玉縣信用金庫》

金笛木桶バウムホール【プレーン・しようゆ・いちご3種セット】
笛木醤油株式会社 《埼玉縣信用金庫》

五家宝詰め合わせ(太巻、太巻杏入り、細巻、細巻抹茶入り)
株式会社花堤 《埼玉縣信用金庫》

プレミアムたまごカステラ
株式会社紅葉堂 《埼玉縣信用金庫》

2.オンライン会場 コンテンツ構成

やわらかゴールドプレーン8枚入り
株式会社梅林堂 《埼玉縣信用金庫》

ウイスキー香る干柿アイスギフト
GRN 株式会社 《高岡信用金庫》

バウムクーヘンギフト3段セット
株式会社丸沼商事 《埼玉縣信用金庫》

和菓子詰合わせ
有限会社藤宮製菓 《埼玉縣信用金庫》

やきとり煎餅詰合せ（特別セット）
有限会社四ツ橋せんべい 《埼玉縣信用金庫》

プレミアムセット
株式会社東京 Mamma マンマ Sweetpotato 《多摩信用金庫》

お楽しみセット
株式会社デイジイ 《埼玉縣信用金庫》

【フランス菓子ジョゼ 】酒粕華美
フランス菓子ジョゼ 《埼玉縣信用金庫》

黄金のモンブランロール２本セット
有限会社ロリアン 《平塚信用金庫》

元祖 長崎バウムクーヘン
島田屋製菓有限会社 《埼玉縣信用金庫》

北海道 濃厚焼きレアチーズタルト
株式会社 RomanticRoad 《埼玉縣信用金庫》

シェフおすすめ!ジェラート12個セット
株式会社 リスの森 (Gelateria Rimo) 《網走信用金庫》

自然卵の無添加プリン（プレーン、抹茶、ほうじ茶）
坂ダイニング 《愛媛信用金庫》

パンとラスクのセット（生食パン、フリュヒテブロード、ラスク）
手作りパン工房パントピア東松山まるひろ通り店 《埼玉縣信用金庫》

ベビーカステラ詰め合わせ
M BABY 《埼玉縣信用金庫》

寄居蜜柑商品詰合せ
株式会社荻野商店 《埼玉縣信用金庫》

彩果の宝石フラワー & プレミアム
株式会社トミゼンフーヅ 《埼玉縣信用金庫》

エッグバウム6個入り（カスタード味・小倉味・ゆず味）
株式会社波田坊 《埼玉縣信用金庫》

創業90年余年 伝統の米菓&イタリア仕込本格ジェラートSET
有限会社大一米菓 《埼玉縣信用金庫》

葛きゃんでぃ 18個入り
有限会社 岡埜本店 《埼玉縣信用金庫》

ベルジェレコルテ フルーツプリンとフルーツゼリーの詰合せ
フーズワン株式会社 《埼玉縣信用金庫》

渋沢栄一伝 カステラ焼き８個入×２箱セット
株式会社フォレスト 《埼玉縣信用金庫》

エロヴェナ ビスケット
株式会社アクア 《埼玉縣信用金庫》

医王焼 おかき屋さんのあげもちセット
株式会社石黒 《鹿沼相互信用金庫》

柴又セット（柴又ぶらり、寅さん手ぬぐい詰め合わせ）
株式会社高木屋 《埼玉縣信用金庫》

白鷺宝詰合せ18個入
株式会社浦和花見 《埼玉縣信用金庫》

海産物・水産物

燻製詰め合わせセット
有限会社 S・MTA 《埼玉縣信用金庫》

ボイル切紅ずわいがに4肩
株式会社ハマダセイ 《但馬信用金庫》

≪新物≫岩手県産カット済塩蔵わかめ
株式会社山佐屋 《埼玉縣信用金庫》

はなび
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蒲焼大
有限会社小島屋 《埼玉縣信用金庫》

厳選素材でつくった西京漬ギフトセット（マグロ、カジキ、ブリ）
新宮水産株式会社 《新宮信用金庫》

網走産冷凍いばらがにむき身 詰め合わせ
株式会社マルホ阿部水産 《網走信用金庫》

網走産冷凍ゆでカットタコ、ホタテ貝柱フレークセット
株式会社マルホ阿部水産 《網走信用金庫》

漬けしらすといかの塩辛の3本セット
株式会社川国 《平塚信用金庫》

【愛媛八幡浜産】ピチピチ朝獲れ鮮魚の一夜干し8枚セット
えひめシーフードサービス株式会社 《愛媛信用金庫》

【肝醤油 】と【肝醤油ジュレ】で食べるホタルイカ刺身キット
株式会社葵食品 《高岡信用金庫》

サザエチャンジャセット
有限会社海士物産 《しまね信用金庫》

冷凍鱒乃寿し ひとひら 9個入
有限会社庄右衛門 《富山信用金庫》

【下関ふく】とらふぐお刺身セット（3~4人前）
有限会社 福一商店 《西中国信用金庫》

朝めしのり6本詰合せ
株式会社横田屋本店 《気仙沼信用金庫》

和歌山、太地町の鯨・詰め合わせ5点セット
重大屋由谷商店 《新宮信用金庫》

気仙沼スモークセット
大弘水産株式会社 《気仙沼信用金庫》

特撰きときと昆布〆3種セット
株式会社額 《富山信用金庫》

うなぎの朴葉巻き 6個入り
株式会社糀家 《埼玉縣信用金庫》

干物詰め合わせセット（冷蔵）
株式会社 やまいち 《京都北都信用金庫》

郷土料理 丹後のばらずし、自然なおいしさ 焼鯖すし セット
株式会社加悦ファーマーズライス 《京都北都信用金庫》

金の牡蠣・銀の牡蠣 風呂敷包みセット
株式会社 広島かきドットコム 《広島信用金庫》

果実・ジャム・飲料

狭山新茶煎茶ティーバッグ「ソイロンフィルム使用」
武蔵野茶工房株式会社 《埼玉縣信用金庫》

Birthオリジナルブレンドハーブティー
株式会社大慶堂 《埼玉縣信用金庫》

@FARM スペシャルセット
三共木工株式会社 《埼玉縣信用金庫》

飲むる深谷ねぎ
株式会社つばさグリーンファーム 《埼玉縣信用金庫》

青搾りじゃばらストレート果汁360ml×2本
株式会社ファイブワン 《きのくに信用金庫》

バ ー ス

農産物・乳製品

【土のはぐくみ 】四国の農家さんこだわりお野菜セット詰め合わせ
株式会社TKY 《徳島信用金庫》

秩父やまなみチーズ工房 ファミリーセット
秩父やまなみチーズ工房 《埼玉縣信用金庫》

渋沢栄一翁ふるさと館漬物セット
マルツ食品株式会社 《埼玉縣信用金庫》

泉州水なす（ダシ漬）とぬか漬
株式会社てが 《京都信用金庫》

有機しょうゆ・有機だしつゆセット
弓削多醤油株式会社 《埼玉縣信用金庫》

食王調味料セット（こりゃヤバい & こりゃヤバい埼玉 & 琥珀）
合同会社食王 《埼玉縣信用金庫》

鮮度一番 荏胡麻油 2本セット
有限会社モリシゲ物産 《埼玉縣信用金庫》

カントリーハーヴェスト厳選ギフトセット
高橋ソース株式会社 《埼玉縣信用金庫》

昆布のやわらか煮3種の味とナッツ味噌セット
株式会社秀穂 《千葉信用金庫》

深谷リーキ味噌180g×3袋
六次産業協同組合 《埼玉縣信用金庫》

麺類

ぴょんぴょん舎 盛岡冷麺詰合せ（12食）
株式会社中原商店 《盛岡信用金庫》

鴻巣市特産品詰合せ
一般財団法人鴻巣市観光協会 《埼玉縣信用金庫》

煮干しそば2食・野菜たっぷり餃子30個セット
株式会社よしかわ 《埼玉縣信用金庫 》

生うどん・万能出汁つゆセット
株式会社真打 《埼玉縣信用金庫》

大河ドラマ記念 渋沢栄一セット
株式会社新吉 《埼玉縣信用金庫》

生ラーメンとすだち麺の詰め合わせセット
有限会社渡辺中華製麺 《徳島信用金庫》

頑者本店つけめん2食入り
株式会社頑者 《埼玉縣信用金庫》

TKM gift
株式会社 BOZ 《埼玉縣信用金庫》

庄内産「つや姫」と「麦切り」のたらふくセット
庄内観光物産館 《鶴岡信用金庫》

五島うどんセット
戸田商店 《たちばな信用金庫》

肉汁うどん（生めんセット）
名代 四方吉うどん 《埼玉縣信用金庫》

Aセット（肉汁うどん2食・鳥汁うどん2食）
大進食品株式会社 《埼玉縣信用金庫》

その他

さいしん限定!ナポリピッツァ3枚セット 特製チョコケーキ付
株式会社大﨑 《埼玉縣信用金庫》

守半總本舗 海苔茶漬６袋入
株式会社守半總本舗 《城南信用金庫》

北本トマトカレーレトルト（ギフトボックス）
特定非営利活動法人北本市観光協会 《埼玉縣信用金庫》

阿波の恵
株式会社池添蒲鉾店 《徳島信用金庫》

近江牛餃子‟極味”・海老しゅうぼう・黒豚焼売・海老焼売セット
株式会社味紀行うち川 《京都信用金庫 》

七福そうか鍋 味比べセット
株式会社埼玉屋旅館 《埼玉縣信用金庫》

アスメシカレー ６個セット
株式会社ばっかす 《埼玉縣信用金庫》

スンドゥブ
株式会社ロイヤルエンターテインメント 《埼玉縣信用金庫》

牡蠣だし８袋入×4袋箱入（料理レシピ付）
株式会社広島ヤンマー商事 《広島信用金庫》

杉永蒲鉾（蒲鉾）詰合せセット
有限会社 杉永蒲鉾店 《たちばな信用金庫》調味料

「焼肉のたれ」「秩父おなめのバーニャカウダソース」セット
株式会社ノースコーポレーション 《埼玉縣信用金庫》
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リアル会場構成概要

メインスタジオ ビジネススタジオ オンラインショッピングスタジオ

3.リアル会場
開催期間：2021年6月9日(水) 10:00～18:00

テーマ展示エリア 出展エリア 商談エリア

リアル会場はオンライン会場で配信するビジネスコンテンツを収録し、LIVE配信する公開スタジオとして、また、埼玉県内の技術や資源を
体験できる場として構成されました。リアル会場の開催にあたっては、政府の「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、
(一社)日本展示会協会が定めた＜展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン＞並びに埼玉県が定めた＜彩の国「新
しい生活様式」安心宣言＞に準拠し、出展者、来場者の安全を確保しながら開催しました。
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安心・安全な
会場環境の確保

感染症対策

リアル会場では、新型コロナウィルス感染症への感染リスクを限りなく
ゼロに近づけるため、出展者、来場者、関係者が安心して参加でき
る安全な会場環境の提供を目指しました。非接触型の接客、ソー
シャルディスタンスの確保、マスクの着用、手指消毒、定期的な除
菌・消毒など、徹底した感染症対策を講じ、安心・安全な会場
環境の維持に努めました。

展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防
ガイドライン

彩の国「新しい生活様式」安心宣言

全ての来場者に検温の実施

会場内の要所に注意喚起のためのサインの掲出

会場内各所に手指消毒用の除菌剤と検温器を設置

各展示ブースに手指消毒用の除菌剤を配布

商談スペースは3m以上の間隔で1テーブル2名に限定し、各テーブルに飛沫防護用のアクリル板を設置

受付時のソーシャルディスタンスの確保

来場管理アプリを活用した非接触型の来場受付を実施 スタッフによる定期的な会場内の除菌・消毒作業
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メインチャンネル

3.リアル会場 コンテンツ構成

さいしんビジネスフェア2021のリアル会場を、オンラインコンテンツの配信スタジオに見立て、メインチャンネル、ビジネスチャンネル、オンライン
ショッピングチャンネルの3つのチャンネルを開局しました。メインチャンネルではさいしんビジネスフェア2021の公式行事をはじめ、ビジネスに役
立つ基調講演やオリジナル企画番組を配信しました。9:30の開局宣言から17:45のグランドフィナーレまで、多彩なプログラムで構成した
番組編成で、リアル会場とオンライン会場の双方を盛り上げました。

メインチャンネル司会

テレビ埼玉アナウンサー

平川 沙英さん

●収録・配信時間▶9:30～10:00

さいしんビジネスフェア2021のリアル会場の開催に先立ち、メイン
チャンネル、ビジネスチャンネル、オンラインショッピングチャンネルの3
つのチャンネルを同時開局する、開局宣言が行われました。
主催者を代表して開局の挨拶に臨んだ橋本理事長は、コロナ禍
の中での開催に賛同し、ご協力いただいた特別協賛の3信金の
皆様をはじめ、全国44信金の皆様、協賛いただいた企業の皆様、
そして全ての関係者に深い謝辞を述べるとともに、ニューノーマルに
おける新たな展示会の在り方を提示する今開催への期待と

●出演者
埼玉縣信用金庫 安田格会長
埼玉縣信用金庫 橋本義昭理事長
埼玉縣信用金庫 池田啓一専務理事
埼玉縣信用金庫 西村芳夫専務理事
川口信用金庫理事長 木村幹雄様
青木信用金庫理事長 清水博司様
飯能信用金庫理事長 松下寿夫様
埼玉県知事 大野元裕様 (VTR出演)

メインチャンネル番組表

9:30～10:00 開局宣言※3スタジオ同時中継

10:00～11:00 【基調講演】
日本経済のゆくえ
コロナ禍を乗り越え輝く企業・輝く人

11:15～11:45 【埼玉150周年記念事業】
埼玉三偉人の足跡から埼玉の歴史をたどる

12:00～12:45 【J:COM番組】
さいしんビジネスフェア2021×埼玉の逆襲
～マッチング大作戦で目指せ全国埼玉化～

13:00～14:00 【地域密着系ふるさと情報番組】
信金による ふるさと「お国自慢」

14:15～14:45 【コラボ産学官特別番組】
新型コロナウィルス最先端の治療と予防

15:00～15:45 渋沢栄一に学ぶビジネスマインド

16:00～16:45 【J:COM番組】(再放送)
さいしんビジネスフェア2021×埼玉の逆襲
～マッチング大作戦で目指せ全国埼玉化～

17:15～17:30

17:45

フィナーレ番組

グランドフィナーレ

開局宣言



左から
川口信用金庫理事長 木村幹雄様
青木信用金庫理事長 清水博司様
飯能信用金庫理事長 松下寿夫様

挨拶をする
埼玉縣信用金庫 橋本義昭理事長

埼玉県知事大野元裕様の
ビデオメッセージ

成功への意気込みを述べました。また、大野元裕埼玉県知事か
らビジネスフェア開催に向けて届けられたビデオメッセージが披露さ
れ、コロナ禍にあって今後進められるべきデジタルトランスフォーメ
ションの嚆矢となる当フェアへの熱い期待が寄せられました。最後に
橋本理事長によって3つのチャンネルの同時開局が宣言されました。
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●収録・配信時間▶10:00～11:00

大正大学表現学部客員教授で経済ジャーナリストの渋谷和宏
氏による基調講演「日本経済のゆくえ コロナ禍を乗り越え輝く
企業・輝く人」が行われました。講演は大きく2つのテーマで語られ、
1つは、個人消費の分野で2010年ごろから団塊世代のリタイア
に伴って到来した100年に一度といわれる規模の大きな構造変
化と、その足元で生まれ、コロナ禍においてもなお際立つビジネス
チャンスについてでした。もう1つはそのチャンスを生かすため、企
業・個人はそれぞれ何をすべきかについてであり、様々な実例や、
実在するビジネスパーソンの成功事例を示しながら、変化の時代
にあって、成功するためのキーワード「聴く力」の重要性を力強く
語っていただきました。

●講演者
渋谷和宏氏
大正大学表現学部客員教授・経済ジャーナリスト・作家

【基調講演】
日本経済のゆくえ コロナ禍を乗り越え輝く企業・輝く人

前列左から
埼玉縣信用金庫 安田格会長 橋本義昭理事長
後列左から
埼玉縣信用金庫 西村芳夫専務理事 池田啓一専務理事
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●収録・配信時間▶11:15～11:45

●出演者
杉山正司氏
埼玉県立歴史と民俗の博物館 主任専門員兼学芸員

河尻浩介氏
サッポロビール株式会社首都圏本部 埼玉支社長

山中史朗氏
サッポロビール株式会社首都圏流通本部 流通営業統括部 第5営業部長

坂本昌己氏
秩父鉄道株式会社 取締役執行役員 企画部長

2021年は明治政府の廃藩置県によって埼玉県が誕生して150
年目の節目にあたります。これを記念して埼玉県立歴史と民俗
の博物館学芸員・杉山正司氏の解説によって、埼玉三偉人と
称される塙保己一、荻野吟子、渋沢栄一の三人の事績を検証
しながら埼玉の歴史をたどる教養番組の収録・配信を行いました。
失明というハンデキャップを背負いながら国学者として大成し、ヘレ
ン・ケラーが人生の手本にしたとされる塙保己一。近代日本にお
ける国家資格を持った最初の女性医師で女性運動家としても知
られる荻野吟子。そして実業界から近代日本の礎を築き、「日本
資本主義の父」と称される渋沢栄一。近代日本成立期に活躍
した埼玉県出身の三偉人の足跡をたどった後、渋沢栄一と深い
関りを持つ2つの企業、サッポロビールと秩父鉄道からご出演いた
だいた河尻浩介氏、山中史朗氏(ともにサッポロビール)、坂本昌
己氏(秩父鉄道)に加わっていただき、渋沢栄一との関わりや埼
玉県150周年に向けた活動などをご紹介いただきました。

●収録・配信時間▶12:00～12:45

「世界埼玉化計画」をテーマに掲げ、春日部市出身のビビる大
木さんが隠された埼玉の魅力を世に知らしめるJ:COMの人気バ
ラエティ番組「埼玉の逆襲」とさいしんビジネスフェア2021のコラボ
企画番組をメインスタジオからお送りしました。番組内では埼玉
県出身芸人はなしょーのお二人による会場内の中継レポートや、
橋本理事長が番組の人気キャラクターたまやん。から出された10
の質問に答えるコーナー、埼玉県の東西南北の各エリアで、さい
しんのれん街大賞の1位に輝いた店舗の紹介、《さいしん》特産
品オンラインショップ「粋」に出品された埼玉県産の逸品の紹介を
まじえたクイズ企画など、バラエティ番組ならではの構成で、リアル
とオンライン双方の会場を盛り上げました。

●出演者
MC：ビビる大木さん（埼玉県出身タレント）

会場内中継レポーター：はなしょーさん(埼玉県出身芸人)

キャラクター：たまやん。

司会進行：仁科美咲さん

埼玉縣信用金庫 橋本義昭理事長

再放送▶16:00～16:45

3.リアル会場 コンテンツ構成

【埼玉150周年記念事業】
埼玉三偉人の足跡から埼玉の歴史をたどる

【J:COM番組】さいしんビジネスフェア2021×埼玉の逆襲
～マッチング大作戦で目指せ全国埼玉化～

杉山正司氏

河尻浩介氏 山中史朗氏 坂本昌己氏
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●収録・配信時間▶13:00～14:00

●コメンテーター
川端祥司氏
レインボウパブリシング株式会社 代表取締役
中小企業基盤整備機構関東本部チーフアドバイザー
観光ビジネス総研研究員／麒麟のまち観光局アドバイザー

小宮啓二朗氏
信金中央金庫 地域創生推進部長

鎮目博道氏
映像プロデューサー・ライター シーズメディア代表

竹下公平氏
ロイヤルパインズホテル浦和 総料理長

日本各地の11信用金庫から届けていただいたお国自慢VTRを、
コメンテーターとして出演いただいている異なるジャンルのプロフェッ
ショナルがコメントやアドバイスを送る情報番組の収録、配信を行
いました。
○VTR出演をいただいた信用金庫(放送順)
盛岡信用金庫／花巻信用金庫／気仙沼信用金庫／
鶴岡信用金庫／鹿沼相互信用金庫／富山信用金庫／
高岡信用金庫／新宮信用金庫／きのくに信用金庫／
愛媛信用金庫／たちばな信用金庫

●収録・配信時間▶14:15～14:45

新型コロナウィルス感染症の世界的感染拡大から1年。この未知
のウィルスに対し、医療の現場では、有効な治療方法を見つける
ために、手探りで様々な試行錯誤が繰り返されてきましたが、未
だに有効な治療方法を確立するにいたっていません。しかし、重
症患者に関しては、この1年で有効と思える治療法がいくつか確
認され始めてきました。最前線でコロナウィルスと戦ってきた岡先
生から、現在、判明している最先端の治療と予防に関する様々
な情報をご紹介いただく番組の収録と配信を行いました。

●出演者
岡秀昭氏 埼玉医科大学 教授

●収録・配信時間▶15:00～15:45

●コメンテーター
澁澤昌之氏 東京海上日動火災保険株式会社

2021年大河ドラマ「青天を衝け」の主人公として全国から注目
が集まっている埼玉県出身の偉人・渋沢栄一。その玄孫にあた
る澁澤昌之氏をコメンテーターに迎え、渋沢栄一の事績から学ぶ
上で重要な4つのポイント①反骨精神②農家でありながら商売
を～他利の精神で市場を開拓③世界を体感～パリ万博使節
団④日本を一つの企業として捉える、を押さえながら、VTR「永
遠の偉人 渋沢栄一物語」を鑑賞し、今の時代にも通用する渋
沢栄一の普遍的な価値観をビジネスマインドとして学ぶ番組の
収録・配信を行いました。

【地域密着系ふるさと情報番組】
信金による ふるさと「お国自慢」

【コラボ産学官特別番組】
新型コロナウィルス最先端の治療と予防

渋沢栄一に学ぶビジネスマインド

川端祥司氏 小宮啓二朗氏

鎮目博道氏 竹下公平氏
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3.リアル会場 コンテンツ構成

●フィナーレ番組収録・配信時間▶17:15～17:30
●グランドフィナーレ収録・配信時間▶17:45

●出演者
埼玉縣信用金庫 池田啓一専務理事

ビジネスチャンネル司会 仁科美咲さん

ビジネスチャンネル司会 仲谷亜希子さん

オンラインショッピングチャンネル司会 牧野光子さん

3つのチャンネル全てのプログラムの締めくくりとして、フィナーレ番組
とグランドフィナーレの収録・配信を行いました。ビジネスチャンネル
で司会を務めた仁科美咲さん、仲谷亜希子さん、そしてオンライ
ンショッピングチャンネルで司会を務めた牧野光子さんもメインスタ
ジオに集合し、司会という立場から、各チャンネルにおいて中小企
業の皆様の熱気あふれるプレゼンテーションを間近に体験した一
日を振り返りました。また、埼玉縣信用金庫の安田格会長をは
じめ、出展者の皆様から開催中にいただいたコメントをVTRでご
紹介させていただきました。リアルとオンライン、双方の利点を活用
したハイブリッド型展示会の可能性に手ごたえを感じたとの感想
が多数述べられました。グランドフィナーレでは主催者を代表し、
埼玉縣信用金庫の池田啓一専務理事が、謝辞とともに、コロナ
禍でありながら、会場をスタジオに見立て、事業者の皆様がご自
身による情報発信という新たな試みの第一歩が踏み出せたとの
感想が語られ、全てのプログラムを終了しました。

ビジネスチャンネル

ビジネスチャンネルは、出展者が自らのビジネスや製品をアピール
するためのプレゼンテーションを行うビジネス専用チャンネルとして構
成、配信されました。さいしんビジネスフェア2021のオンライン出
展者、リアル出展者から29者の皆様にご出演いただき、1者15
分間の持ち時間を有効に使った、個性的で熱のこもったプレゼン
テーションによって、効果的なビジネスマッチングの実現に向けた積
極的なアピールが行われました。

※敬称略 ○はリアル会場出展者

ビジネスチャンネル司会

仲谷 亜希子さん
ビジネスチャンネル司会

仁科 美咲さん

フィナーレ番組
グランドフィナーレ

ビジネスチャンネル番組表

10:00 チャンネルオープニング

15 ① 株式会社田部井木工所 ○

30 ② アースシグナル株式会社 ○

45 ③ 株式会社東立製作所 ○

11:00 ④ 株式会社アサヒコミュニケーションズ ○

15 ⑤ 株式会社デサン ○

30 ⑥ セキグチ精工株式会社 ○

45 ⑦ SAMURAITABI 株式会社武蔵野ユニフォーム ○

12:00 ⑧ 株式会社長沢製作所

15 ⑨ 株式会社バブルケア ○

30 ⑩ 株式会社大越忠製作所 ○

45 ⑪ シアークラフト株式会社 ○

13:00 ⑫ 株式会社アーベルソフト ○

15 ⑬ 三光産業株式会社

30 ⑭ 南河原スリッパ 南河原商工会 ○

45 ⑮ 株式会社丸石サイクル

14:00 ⑯ 株式会社渡辺製作所 ○

15 ⑰ 青山鋼業株式会社 ○

30 ⑱ 株式会社アクアデザイン ○

45 ⑲ 株式会社ローザ ○

15:00 ⑳ 株式会社マキ商会

15 ㉑ 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター ○

30 ㉒ カネパッケージ株式会社 ○

45 ㉓ 株式会社東京すずらん

16:00 ㉔ 有限会社黒臼洋蘭園

15 ㉕ 株式会社埼玉新聞事業社

30 ㉖ 株式会社インテリジェンスドローン ○

45 ㉗ 株式会社ワガクリーナース ○

17:00 ㉘ 株式会社デジタルベリー

15 ㉙ 輝龍株式会社 ○



24

①株式会社田部井木工所

②アースシグナル株式会社

③株式会社東立製作所

④株式会社アサヒコミュニケーションズ

⑤株式会社デサン

⑥セキグチ精工株式会社

⑦SAMURAITABI 株式会社武蔵野ユニフォーム

⑧株式会社長沢製作所

⑨株式会社バブルケア

⑩株式会社大越忠製作所

⑪シアークラフト株式会社

⑫株式会社アーベルソフト

⑬三光産業株式会社

⑭南河原スリッパ 南河原商工会

⑮株式会社丸石サイクル

⑯株式会社渡辺製作所

⑰青山鋼業株式会社

⑱株式会社アクアデザイン
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3.リアル会場 コンテンツ構成

⑲株式会社ローザ

⑳株式会社マキ商会

㉑埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター

㉒カネパッケージ株式会社

㉓株式会社東京すずらん

㉔有限会社黒臼洋蘭園

㉕株式会社埼玉新聞事業社

㉖株式会社インテリジェンスドローン

㉗株式会社ワガクリーナース

㉘株式会社デジタルベリー

㉙輝龍株式会社
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オンラインショッピング
チャンネル

オンラインショッピングチャンネルは、一般来場者や、オンライン会場の番組視聴者に向
けたオンラインショッピング番組として構成し、さいしんビジネスフェア2021における
BtoCコンテンツとして配信しました。オンライン会場とリンクしたECサイト《さいしん》特
産品オンラインショップ「粋」と連動し、サイトに掲載されている商品や、リアル会場に
出展いただいた出展者の商品など合計20者の商品を、出展者自らがMCと掛け合
いをしながら通販番組のような演出で紹介しました。

オンラインショッピングチャンネル司会

牧野 光子さん

※敬称略 ○はリアル会場出展者／◇は《さいしん》特産品オンラインショップ「粋」出展者

オンラインショッピングチャンネル番組表

10:45 チャンネルオープニング

11:00 ①
商品名：SAMURAITABI
株式会社武蔵野ユニフォーム

○

15 ②
商品名：「王冠の雫」と「こりゃヤバい」
合同会社食王

◇

30 ③
商品名：北本トマトカレーレトルト ギフトボックス
特定非営利活動法人北本市観光協会

◇

45 ④
商品名：リーキ味噌
六次産業協同組合

○◇

12:45 ⑤
商品名：南河原スリッパ「六大陸シリーズ」
南河原スリッパ 南河原商工会

○

13:45 ⑥
商品名：ICT技術を使って栽培したこだわりの農産物と加工品

三共木工株式会社 ◇

14:00 ⑦
商品名：秩父の恵みを生かしたナチュラルチーズ
秩父やまなみチーズ工房

◇

15 ⑧ M BABY ◇

30 ⑨ ゴールド化成株式会社（動画）

45 ⑩
商品名：こだわりのソースとトマトケチャップ
高橋ソース株式会社

○◇

15:00 ⑪
商品名 豊西牛100％ビーフハンバーグ
株式会社和廼舎

◇

15 ⑫
商品名：シェフおすすめジェラートセット
Gelateria Rimo株式会社リスの森（動画）

◇

30 ⑬ フ－ズワン株式会社 ○◇

45 ⑭ 株式会社糀家（動画） ◇

16:00 ⑮ 株式会社波田坊（動画） ◇

15 ⑯
商品名：ステンドグラスパネル
株式会社ステンドグラスバロック

○

30 ⑰
商品名：五家宝詰め合わせ
株式会社花堤

◇

45 ⑱ 有限会社大一米菓（動画） ◇

17:00 ⑲
商品名：足踏み式消毒スタンド「踏んでme！」
ICS Engineering株式会社

○

15 ⑳
商品名：ライブの山賊焼🄬
株式会社ミート工房かわば

◇

①商品名:SAMURAITABI
株式会社武蔵野ユニフォーム

②商品名:「王冠の雫」と「こりゃヤバい」
合同会社食王

③商品名:北本トマトカレーレトルトギフトボックス
特定非営利活動法人北本市観光協会

④商品名：リーキ味噌
六次産業協同組合

⑤商品名:南河原スリッパ「六大陸シリーズ」
南河原スリッパ 南河原商工会

⑥商品名:ICT技術を使って栽培したこだわりの農産物と加工品

三共木工株式会社
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⑦商品名:秩父の恵みを生かしたナチュラルチーズ
秩父やまなみチーズ工房

⑧M BABY

⑨ゴールド化成株式会社(動画)

⑩商品名:こだわりのソースとトマトケチャップ
高橋ソース株式会社

⑪商品名:豊西牛100％ビーフハンバーグ
株式会社和廼舎

⑫商品名:シェフおすすめジェラートセット
Gelateria Rimo株式会社リスの森(動画)

⑯商品名:ステンドグラスパネル
株式会社ステンドグラスバロック

⑰商品名:五家宝詰め合わせ
株式会社花堤

⑱有限会社大一米菓(動画)

⑬フ－ズワン株式会社

⑭株式会社糀家(動画)

⑮株式会社波田坊(動画)

⑲商品名:足踏み式消毒スタンド「踏んでme！」
ICS Engineering株式会社

⑳商品名:ライブの山賊焼🄬
株式会社ミート工房かわば

3.リアル会場 コンテンツ構成



メインスタジオの裏面側、ビジネススタジオと隣接するスペースにテーマ展示エリアを展開しました。テーマ展示エリアは、さいしんのこれまでとこ
れからを提示する「さいしんの歩み」「圏央道の宝物グランプリ」「スポーツ振興への貢献」「さいしんのれん街」「旅の生きがい大学」「まちづく
りファンド」「さいしんコラボ産学官」の7つのコーナーで構成し、それぞれの取組みをパネルで紹介しました。

28

テーマ展示

さいしんの歩み

圏央道の宝物グランプリ スポーツ振興への貢献
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さいしんのれん街

3.リアル会場 コンテンツ構成
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旅の生きがい大学 まちづくりファンド

さいしんコラボ産学官 インフォメーション

3.リアル会場 コンテンツ構成
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4.参加企業一覧

出展者一覧

五十音 企業名・団体名 企業名・団体名（フリガナ） リアル出展有 業種・分野

ア アースシグナル株式会社 アースシグナル ● 電気・化学

有限会社アート工業 アートコウギョウ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社アーベルソフト アーベルソフト ● ＡＩ・IoT関連

有限会社アイエスホームイング アイエスホームイング ● その他分野

株式会社愛工舎製作所 アイコウシャセイサクショ ● その他分野

ICSEngineering株式会社 アイシーエス エンジニアリング ● 健康・医療

株式会社ICST アイシーエスティー ● 健康・医療

ICM株式会社 アイシーエム ● その他分野

株式会社アイズ・カンパニー アイズ・カンパニー 卸・小売・運輸・サービス

アイリスオーヤマ株式会社 アイリスオーヤマ ● 電気・化学

青山鋼業株式会社 アオヤマコウギョウ ● 金属・機械・部品加工

暁峰株式会社 アキミネ ● ＡＩ・IoT関連

株式会社アクア アクア 食品関係

株式会社アクアデザイン アクアデザイン ● 食品関係

株式会社アクアテックス アクアテックス ● 金属・機械・部品加工

株式会社アクティブ アクティブ 金属・機械・部品加工

株式会社アサヒコミュニケーションズ アサヒコミュニケーションズ ＡＩ・IoT関連

有限会社麻屋商店 アサヤショウテン 卸・小売・運輸・サービス

亜細亜食品株式会社 アジアショクヒン 食品関係

株式会社味紀行うち川 アジキコウウチカワ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社アスティ アスティ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社アズマカラー アズマカラー ● その他分野

株式会社アップセット アップセット 卸・小売・運輸・サービス

株式会社アプリコーポレーション アプリコーポレーション ● ＡＩ・IoT関連

アローラ株式会社 アローラ 金属・機械・部品加工

株式会社いけだ屋 イケダヤ ● 食品関係

株式会社石黒 イシグロ 食品関係

伊藤鉄工株式会社 イトウテッコウ ● 金属・機械・部品加工

株式会社稲葉電機 イナバデンキ ● 電気・化学

株式会社イノベイティブ販売 イノベイティブハンバイ ● 卸・小売・運輸・サービス

株式会社岩崎食品工業 イワサキショクヒンコウギョウ 食品関係

株式会社industria インダストリア ● 金属・機械・部品加工

株式会社インテリジェンスドローン インテリジェンスドローン ● ＡＩ・IoT関連

ヴェリテレザー ヴェリテレザー 卸・小売・運輸・サービス

株式会社UCHIDA ウチダ その他分野

ウチノ看板株式会社 ウチノカンバン ● その他分野

梅の里　山口農園 ウメノサト　ヤマグチノウエン 環境・バイオ・農業

株式会社右門 ウモン 食品関係

株式会社浦和花見 ウラワハナミ 食品関係

有限会社エイ・ケイ・システム エイ・ケイ・システム ＡＩ・IoT関連

株式会社エイゾー エイゾー その他分野

株式会社エイブル エイブル 環境・バイオ・農業

有限会社S・MTA エス・エムティーエー 食品関係

株式会社エステック エステック ● その他分野

株式会社エ－トゥゼット エ-トゥゼット 卸・小売・運輸・サービス

えひめシーフードサービス株式会社 エヒメシーフードサービス 食品関係

株式会社エマノン エマノン ● 卸・小売・運輸・サービス

有限会社エムケイ防災 エムケイボウサイ その他分野

株式会社エムラ精工 エムラセイコウ 金属・機械・部品加工

株式会社大石屋 オオイシヤ その他分野

株式会社大越忠製作所 オオコシチュウセイサクジョ ● その他分野

オースミ電機株式会社 オースミデンキ ● 金属・機械・部品加工
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株式会社大多摩ハム小林商会 オオタマハムコバヤシショウカイ 食品関係

有限会社大野農場 オオノノウジョウ 食品関係

有限会社岡埜本店 オカノホンテン 食品関係

株式会社岡本正太郎商店 オカモトショウタロウショウテン ● 金属・機械・部品加工

有限会社小川屋 オガワヤ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社オキナヤ オキナヤ ● ＡＩ・IoT関連

株式会社荻野商店 オギノショウテン 卸・小売・運輸・サービス

オザック精工株式会社 オザックセイコウ 金属・機械・部品加工

株式会社オルティー オルティー ● 卸・小売・運輸・サービス

カ 株式会社額 ガク 食品関係

株式会社菓秀苑森長 カシュウエンモリチョウ 食品関係

株式会社金久保製作所 カナクボセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

金澤建設株式会社　菓子工房ビルドルセ カナザワケンセツ　カシコウボウビルドルセ 食品関係

金鶴食品製菓株式会社 カナヅルショクヒンセイカ 食品関係

株式会社金子製作所 カネコセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

カネパッケージ株式会社 カネパッケージ ● 環境・バイオ・農業

株式会社からだ想い カラダオモイ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社Carpediem カルペディエム 卸・小売・運輸・サービス

有限会社カロエ カロエ その他分野

株式会社川国 カワクニ 食品関係

有限会社関東きのこセンター カントウキノコセンター 食品関係

関東図書株式会社 カントウトショ その他分野

特定非営利活動法人北本市観光協会 キタモトシカンコウキョウカイ その他分野

株式会社きぬのいえ キヌノイエ その他分野

協栄金型工業株式会社 キョウエイカナガタコウギョウ 金属・機械・部品加工

清正製菓株式会社 キヨマサセイカ 卸・小売・運輸・サービス

輝龍株式会社 キリュウ ● 環境・バイオ・農業

銀四郎麺業株式会社 ギンシロウメンギョウ 食品関係

株式会社国太楼 クニタロウ 食品関係

株式会社クレオ クレオ 環境・バイオ・農業

有限会社黒臼洋蘭園 クロウスヨウランエン 卸・小売・運輸・サービス

株式会社クワバラ・パンぷキン クワバラパンプキン ● 環境・バイオ・農業

株式会社薫製倶楽部 クンセイクラブ 食品関係

株式会社京浜テクノ ケイヒンテクノ ● 卸・小売・運輸・サービス

株式会社ケーロッド ケーロッド 卸・小売・運輸・サービス

鯉の見沼 コイノミヌマ その他分野

株式会社興建社 コウケンシャ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社工房天祥 コウボウテンショウ ● 卸・小売・運輸・サービス

有限会社コウヤマ コウヤマ 食品関係

株式会社光洋技研 コウヨウギケン ● 金属・機械・部品加工

株式会社紅葉堂 コウヨウドウ 食品関係

株式会社コーティング小林 コーティングコバヤシ 金属・機械・部品加工

ゴールド化成株式会社 ゴールドカセイ 金属・機械・部品加工

有限会社國翔 コクショウ その他分野

有限会社小島屋 コジマヤ 食品関係

五洲薬品株式会社 ゴシュウヤクヒン 健康・医療

古代豚白石農場 コダイブタシロイシノウジョウ 食品関係

児玉コンクリート工業株式会社 コダマコンクリートコウギョウ ● その他分野

KOTOBUKI コトブキ 食品関係

KOTOBUKI　Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 コトブキメディカル 健康・医療

株式会社金剛製作所 コンゴウセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

権田酒造株式会社 ゴンダシュゾウ 食品関係

五十音 企業名・団体名 企業名・団体名（フリガナ） リアル出展有 業種・分野
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サ 埼玉医科大学 サイタマイカダイガク 公共・教育・支援関係

公益財団法人埼玉県産業振興公社 サイタマケンサンギョウシンコウコウシャ 公共・教育・支援関係

埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター サイタマケンジギョウショウケイ・ヒキツギシエンセンター ● 公共・教育・支援関係

埼玉県酒造組合 サイタマケンシュゾウクミアイ 食品関係

埼玉県信用保証協会 サイタマケンシンヨウホショウキョウカイ 公共・教育・支援関係

一般社団法人埼玉県物産観光協会 サイタマケンブッサンカンコウキョウカイ その他分野

公立大学法人埼玉県立大学 サイタマケンリツダイガク 健康・医療

埼玉工業大学 サイタマコウギョウダイガク 公共・教育・支援関係

株式会社埼玉新聞事業社 サイタマシンブンジギョウシャ その他分野

株式会社埼玉測機社 サイタマソッキシャ その他分野

国立大学法人埼玉大学 サイタマダイガク 公共・教育・支援関係

埼玉物産株式会社 サイタマブッサン ● 食品関係

埼玉ユニオンサービス株式会社 サイタマユニオンサービス ● 卸・小売・運輸・サービス

株式会社サイホー サイホー ● 電気・化学

有限会社さか田 サカタ ● その他分野

株式会社SAMURAI　TRADING サムライトレーディング 環境・バイオ・農業

株式会社狭山金型製作所 サヤマカナガタセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

株式会社サンエコセンター サンエコセンター 環境・バイオ・農業

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 サンギョウギジュツソウゴウケンキュウジョ ● 公共・教育・支援関係

三共木工株式会社 サンキョウモッコウ 卸・小売・運輸・サービス

三光産業株式会社 サンコウサンギョウ 金属・機械・部品加工

株式会社サンワテクノス サンワテクノス 食品関係

シアークラフト株式会社 シアークラフト ● 卸・小売・運輸・サービス

GRN株式会社 ジーアールエヌ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社ジェイコム埼玉・東日本 ジェイコムサイタマ・ヒガシニホン その他分野

自然卵の無添加プリン　サカダイ シゼンランノムテンカプリン　サカダイ 食品関係

芝浦工業大学 シバウラコウギョウダイガク 公共・教育・支援関係

株式会社シバサキ シバサキ ● 金属・機械・部品加工

株式会社嶋本食品 シマモトショクヒン 食品関係

重大屋由谷商店 ジュウタヤユタニショウテン 卸・小売・運輸・サービス

有限会社庄右衛門元祖関野屋 ショウエモンガンソセキノヤ 食品関係

株式会社庄交コーポレーション ショウコウコーポレーション 卸・小売・運輸・サービス

株式会社昭興電器製作所 ショウコウデンキセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

株式会社常陽産業 ジョウヨウサンギョウ 食品関係

昭立プラスチックス工業株式会社 ショウリツプラスチックスコウギョウ ● その他分野

昭和カートン株式会社 ショウワカートン その他分野

株式会社ショーライト ショーライト 金属・機械・部品加工

合同会社食王 ショクオウ 食品関係

白川舞台機構株式会社 シラカワブタイキコウ その他分野

新浦和映像合同会社 シンウラワエイゾウゴウドウガイシャ その他分野

新宮水産株式会社 シングウスイサン 卸・小売・運輸・サービス

株式会社シンセイ シンセイ ● 卸・小売・運輸・サービス

株式会社シントー シントー ● 金属・機械・部品加工

株式会社新吉 シンヨシ 食品関係

株式会社新和製作所 シンワセイサクショ その他分野

株式会社ステム ステム ● 金属・機械・部品加工

株式会社ステンドグラスバロック ステンドグラスバロック ● その他分野

有限会社ステンレスアート共栄 ステンレスアートキョウエイ 金属・機械・部品加工

五十音 企業名・団体名 企業名・団体名（フリガナ） リアル出展有 業種・分野
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株式会社精光製作所 セイコウセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

世界商事株式会社 セカイジョウジ 食品関係

セキグチ精工株式会社 セキグチセイコウ ● 金属・機械・部品加工

関根桐材店 セキネキリザイテン その他分野

有限会社煎屋 センヤ 食品関係

株式会社早和果樹園 ソウワカジュエン 食品関係

有限会社染太郎 ソメタロウ その他分野

タ 株式会社大慶堂 タイケイドウ 健康・医療

大弘水産株式会社 ダイコウスイサン 食品関係

大進食品株式会社 ダイシンショクヒン 食品関係

株式会社大槇精機 ダイシンセイキ 金属・機械・部品加工

株式会社泰誠 タイセイ その他分野

株式会社タイネツ タイネツ ● 金属・機械・部品加工

株式会社タイラ タイラ ● 金属・機械・部品加工

貴商エンジニアリング株式会社 タカショウエンジニアリング ● 環境・バイオ・農業

高橋ソース株式会社 タカハシソース ● 食品関係

株式会社髙橋電機工業所 タカハシデンキコウギョウショ ● 金属・機械・部品加工

株式会社田部井木工所 タベイモッコウジョ ● その他分野

株式会社秩父ファーマーズファクトリー兎田ワイナリー チチブファーマーズファクトリーウサギダワイナリー 食品関係

秩父やまなみチーズ工房 チチブヤマナミチーズコウボウ 食品関係

独立行政法人中小企業基盤整備機構　関東本部 チュウショウキギョウキバンセイビキコウ　カントウホンブ 公共・教育・支援関係

津田工業株式会社 ツダコウギョウ その他分野

株式会社つばさグリーンファーム ツバサグリーンファーム 環境・バイオ・農業

株式会社ディーアイケイ ディーアイケイ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社てが テガ 食品関係

株式会社テクニカル・エンタープライズ テクニカル・エンタープライズ 金属・機械・部品加工

株式会社テクニカルアーツ テクニカルアーツ ● 金属・機械・部品加工

テクノプラン株式会社 テクノプラン 卸・小売・運輸・サービス

株式会社デサン デサン ● ＡＩ・IoT関連

株式会社デジタルベリー デジタルベリー ＡＩ・IoT関連

株式会社テック高橋 テックタカハシ ● その他分野

株式会社テッチシステム テッチシステム ＡＩ・IoT関連

株式会社東京すずらん トウキョウスズラン 食品関係

株式会社東京日穀商事 トウキョウニッコクショウジ 環境・バイオ・農業

株式会社東京MammaマンマSweetpotato トウキョウマンママンマスイートポテト 食品関係

株式会社東洋精工 トウヨウセイコウ ● 金属・機械・部品加工

東洋大学　工業技術研究所 トウヨウダイガク　コウギョウギジュツケンキュウジョ 公共・教育・支援関係

株式会社東立製作所 トウリツセイサクショ ● 金属・機械・部品加工

株式会社遠山機材 トオヤマキザイ ● 金属・機械・部品加工

トキタ種苗株式会社 トキタシュビョウ ● 環境・バイオ・農業

有限会社戸田乳業 トダニュウギョウ 食品関係

株式会社戸塚重量 トツカジュウリョウ ● その他分野

株式会社富岡食品 トミオカショクヒン 食品関係

株式会社ドリマックス ドリマックス その他分野

ナ 株式会社長沢製作所 ナガサワセイサクジョ その他分野

株式会社中原商店 ナカハラショウテン 食品関係

株式会社中村 ナカムラ 食品関係

株式会社中村製作所 ナカムラセイサクショ 金属・機械・部品加工

株式会社和廼舎 ナゴミノヤ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社ナディア ナディア ● 環境・バイオ・農業

株式会社名取製作所 ナトリセイサクショ 金属・機械・部品加工

習志野商工会議所 ナラシノショウコウカイギショ 食品関係

五十音 企業名・団体名 企業名・団体名（フリガナ） リアル出展有 業種・分野
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仁科工業株式会社 ニシナコウギョウ ● その他分野

株式会社西村ダイカスト ニシムラダイカスト ● 金属・機械・部品加工

株式会社ニッシン ニッシン 金属・機械・部品加工

日本工業大学 ニッポンコウギョウダイガク 公共・教育・支援関係

株式会社ニッポンハレー ニッポンハレー 金属・機械・部品加工

日本羽毛製造株式会社 ニホンウモウセイゾウ その他分野

日本乾燥機株式会社 ニホンカンソウキ 金属・機械・部品加工

日本電気株式会社 ニッポンデンキ ● ＡＩ・IoT関連

日本薬科大学 ニホンヤッカダイガク 公共・教育・支援関係

株式会社ニューホープ ニューホープ 環境・バイオ・農業

株式会社ネギシ ネギシ 電気・化学

株式会社ねこ工房 ネココウボウ その他分野

株式会社ノースコーポレーション ノースコーポレーション 食品関係

野川染織工業株式会社 ノガワセンショクコウギョウ その他分野

ハ 株式会社梅林堂 バイリンドウ 食品関係

株式会社長谷川製作所 ハセガワセイサクショ ● 電気・化学

株式会社はたおと ハタオト 食品関係

鳩屋販売株式会社 ハトヤハンバイ 食品関係

花園フォレスト ハナゾノフォレスト 食品関係

株式会社花堤 ハナヅツミ 食品関係

一般社団法人花巻観光協会 ハナマキカンコウキョウカイ その他分野

株式会社バブルケア バブルケア ● 環境・バイオ・農業

株式会社ハマダセイ ハマダセイ 食品関係

有限会社氷川工作所 ヒカワコウサクショ 金属・機械・部品加工

株式会社ヒタチ ヒタチ ● 金属・機械・部品加工

株式会社ファイブワン ファイブワン 食品関係

有限会社ファスニー精工 ファスニーセイコウ 金属・機械・部品加工

株式会社フィールド フィールド その他分野

FiOs株式会社 フィオズ 卸・小売・運輸・サービス

フーズワン株式会社 フーズワン ● 食品関係

株式会社Foodでplus フードデプラス 食品関係

フォレストテック株式会社 フォレストテック 卸・小売・運輸・サービス

不二開発株式会社 フジカイハツカブシキガイシャ ● その他分野

富士梱包資材株式会社 フジコンポウシザイ ● 環境・バイオ・農業

株式会社藤沢商事 フジサワショウジ ● 食品関係

株式会社フジチク フジチク 食品関係

株式会社FUJIMI フジミ 金属・機械・部品加工

株式会社ふじみ野産業 フジミノサンギョウ ● その他分野

有限会社藤宮製菓 フジミヤセイカ 食品関係

株式会社ブルーオーシャン研究所 ブルーオーシャンケンキュウジョ ● ＡＩ・IoT関連

株式会社ブレイブシステムズ ブレイブシステムズ ● 電気・化学

株式会社ペッカー精工 ペッカーセイコウ ● 環境・バイオ・農業

星野工業株式会社 ホシノコウギョウ その他分野

株式会社細野精密 ホソノセイミツ 金属・機械・部品加工

マ 株式会社マキ商会 マキショウカイ 環境・バイオ・農業

株式会社マクゲンフーズ マクゲンフーズ 食品関係

株式会社松井工業 マツイコウギョウ 金属・機械・部品加工

松坂屋建材株式会社 マツザカヤケンザイ その他分野

五十音 企業名・団体名 企業名・団体名（フリガナ） リアル出展有 業種・分野



株式会社マツザキ マツザキ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社丸石サイクル マルイシサイクル 卸・小売・運輸・サービス

マルツ食品株式会社 マルツショクヒン 食品関係

株式会社丸沼商事 マルヌマショウジ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社マルホ阿部水産 マルホアベスイサン 食品関係

株式会社ミート工房かわば ミートコウボウカワバ 食品関係

有限会社ミートサポートイズミ ミートサポートイズミ 食品関係

ミクロトータルサポート株式会社 ミクロトータルサポート 卸・小売・運輸・サービス

美里オーストリッチファーム ミサトオーストリッチファーム 食品関係

株式会社MISTRAL ミストラル その他分野

株式会社ミック ミック ● 金属・機械・部品加工

株式会社ミツワ硝子工芸 ミツワガラスコウゲイ 卸・小売・運輸・サービス

南河原スリッパ　南河原商工会 ミナミカワラスリッパ　ミナミカワラショウコウカイ ● 公共・教育・支援関係

宮川紙工株式会社 ミヤガワシコウ ● その他分野

株式会社ムサシ・トレイディング・オフィス ムサシ・トレイディング・オフィス 卸・小売・運輸・サービス

武蔵野茶工房株式会社 ムサシノチャコウボウ 食品関係

株式会社武蔵野ユニフォーム ムサシノユニフォーム ● 卸・小売・運輸・サービス

株式会社メイワ メイワ 金属・機械・部品加工

メディカテック株式会社 メディカテック 金属・機械・部品加工

ものつくり大学 モノツクリダイガク 公共・教育・支援関係

有限会社モリシゲ物産 モリシゲブッサン 食品関係

森乳業株式会社 モリニュウギョウ ● 食品関係

ヤ 株式会社ヤクモエレクトロ ヤクモエレクトロ ● 電気・化学

株式会社ヤナギサワ ヤナギサワ ● 金属・機械・部品加工

株式会社やまいち ヤマイチ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社山佐屋 ヤマサヤ 食品関係

株式会社山下牧場 ヤマシタボクジョウ 食品関係

株式会社ユウキ ユウキ その他分野

弓削多醤油株式会社 ユゲタショウユ ● 食品関係

豊工業株式会社 ユタカコウギョウ ● 金属・機械・部品加工

株式会社横田屋本店 ヨコタヤホンテン 食品関係

吉野電化工業株式会社 ヨシノデンカコウギョウ ● 金属・機械・部品加工

株式会社吉福 ヨシフク 卸・小売・運輸・サービス

ラ 株式会社リスの森 リスノモリ 食品関係

リンカーズ株式会社 リンカーズ ● その他分野

株式会社ループリンクス ループリンクス 卸・小売・運輸・サービス

令和防炎 レイワボウエン 環境・バイオ・農業

株式会社ローザ ローザ ● その他分野

株式会社ロールバック ロールバック 金属・機械・部品加工

六次産業協同組合 ロクジサンギョウキョウドウクミアイ ● 食品関係

有限会社ロリアン ロリアン 食品関係

ワ 株式会社ワールド機工 ワールドキコウ 金属・機械・部品加工

株式会社ワイ・エス・エム ワイエスエム ● 電気・化学

株式会社ワイヱス工業所 ワイエスコウギョウショ 金属・機械・部品加工

株式会社ワイドループ ワイドループ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社ワガクリーナース ワガクリーナース ● その他分野

株式会社渡辺教具製作所 ワタナベキョウグセイサクショ 卸・小売・運輸・サービス

株式会社渡辺製作所 ワタナベセイサクショ ● ＡＩ・IoT関連

株式会社わちふぃーるど ワチフィールド その他分野

ワックデータサービス株式会社 ワックデータサービス 金属・機械・部品加工
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五十音 企業名・団体名 企業名・団体名（フリガナ） リアル出展有 業種・分野

4.参加企業一覧
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出展者エリア

リアル会場における出展者ブースは、ウィズコロナ時代の展示会の在り方を勘案し、出展者間のソーシャルディスタンス確保の観点から、過去
3回のさいしんビジネスフェアと比較して、ブースのサイズや形状を大幅に変更しました。また、今開催におけるリアル会場の出展者は展示会
場におけるソーシャルディスタンス確保の観点から100者に限定させていただきました。出展者エリアは【A】金属・機械・部品加工、【B】AI・
IoT関連、【C】卸・小売・運輸・サービス、【D】環境・バイオ・農業、【E】その他の分野、【F】食品関係、【G】健康・医療／公共・教育・
支援関係、【H】電気・化学の8つのカテゴリーにエリア分けされ、それぞれのブースでは、万全の感染症対策をとり、安全・安心な環境の中、
出展者エリアの随所で熱心な商談が行われました。
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5.企業協賛

企業協賛

さいしんビジネスフェア2021に協賛いただいた61社の企業の皆様のロゴを、公式HP内特設
サイトでロゴを掲載させていただくとともに、さいたまスーパーアリーナ（リアル会場）内メインス
タジオに掲出させていただきました。

協賛パネルデータ

メインスタジオ脇協賛ボード




