
自衛隊車両展示

日野警察署車両展示

日野自動車車両展示日野消防署車両展示

東京ガス
車両展示

仮設トイレ

共進会

子牛

かかし
コンテスト

桑ハウス

集会室
１－２ １－１

集会室

１－３
集会室

コミュニティホール

◆飲食関係
テントＮｏ 事　業　所　名 出　店　内　容
A01 東京南農協七生地区青壮年部 ジェラート
A04 みちくさ会（女性農業者） ジャム（土曜）おやき（日曜）
A06 学校給食調理員の大学芋屋 日野産さつまいもの大学いも(土曜のみ)
A07 東京南農協七生地区青壮年部 ぽん菓子・学童農園、日野産大豆プロジェクトPR
A11 日野市まちおこし活動団体育成会 お好み焼き（日曜）
A12 市立病院を愛する会 焼きそば

A13～A15 東京南農協青壮年部・女性部 とん汁
A18～A19 東京南農協経済課 米、みそ、せんべいの試食販売
Ｂ09 日野市商工会青年部 ポップコーン
Ｂ10 八丈町商工会 八丈島物産
Ｂ11 日野市商工会女性部 けんちん汁、バザー
Ｂ12 BAR　FIRE　HOUSE 酒類、フライドポテト
Ｂ13 茶の間 イカ焼き、とうもろこし
Ｂ14 ㈱YAMATO企画 串、チョコバナナ
Ｂ15 麺虎テツ 虎テツやきそば
Ｂ16 ちんぐ お好み焼き
Ｂ18 大王亭 ゆでギョーザ、煮玉子
Ｂ19 結城商店 ソーセージ、チョコバナナ
Ｂ20 笑萬堂 天ぷらまんじゅう
Ｂ21 銀河高原ビール ビール、お茶、水素水
Ｂ22 花笠同好会 玉こんにゃく、焼きとうもろこし
Ｂ23 ます膳 やきとり、やきそば
Ｂ24 SUNWISH㈱ ケバブ
Ｂ25 クレープの店ちゃとらん クレープ、チョコバナナ
Ｂ26 Lasagna　Italiano ラザニア、ハーブチキン
Ｂ37 ㈲板倉商会 お好み焼
Ｂ38 日野酒商睦会 清酒、TOYODABeer、缶ビール、酎ハイ
Ｂ39 ジャパンフードマネジメント 串焼き、スモークチキン
Ｂ40 ㈲とうふ処三河屋 うの花ドーナツ、油揚げ、とうふ汁、がんもどき
Ｂ41 輪ごん たこ焼、焼そば
Ｂ42 中国家庭料理麒麟坊 焼きとり、もつ煮
Ｂ43 ㈲マルス たこやき、牛バラ肉の煮込み
Ｂ44 西森商事 やきとり、佐世保バーガー
Ｂ45 武蔵食品 焼そば、おさつスティック
Ｂ46 中国料理　美膳 焼そば、ミックスフライ
Ｂ47 ㈱高幡まんじゅう松盛堂 高幡まんじゅう、大福、だんご、クリアファイル

C48～C51 日野ブランド焼きカレーパン 焼きカレーパン等の販売
Ｂ46

◆　展　示　及　び　販　売
テントＮｏ 事　業　所　名 出　店　内　容
A02～03 日野市果実組合 果実の販売
A05 福島県会津若松市 野菜等の販売
A08 日野市菊友会 菊花の展示等
A09 日野人・援農の会 収穫物の展示、活動内容PR
A10 日野市農業委員会 かかしコンテスト
共進会 共進会 共進会　会場
A16 共進会受付 共進会受付
A17 リトルホースとふれあい体験（土曜のみ）ポニーと散歩（日曜のみ）

集会室１－２ごみゼロ推進課 お絵かきをするマイバック製作

B01～08 東京南農協七生地区青壮年部 野菜等の即売
東京南農協日野地区青壮年部 野菜等の即売

Ｂ17 日野市商工会建設業部会 包丁研ぎ
Ｂ28 ㈱ミヤタ 温浴木箱（ブラックシリカ）、Tシャツ、シーツ
Ｂ29 ほっとガス㈱ ガス器具、EMクリーム
Ｂ30 日野市内郵便局 記念切手、はがき
Ｂ31 アンデス・アルテ オカリナ、指人形、ひょうたん細工、子供服
Ｂ32 日野輪業会 自転車
Ｂ33 東京土建一般労働組合日野支部 まな板削り、まな板販売
Ｂ34 ロンチー技術開発㈲ 中国茶、茶器
Ｂ35 東京都自動車整備振興会八王子支部（日のみ） 車両整備に関するPR
Ｂ36 ㈱ダスキン旭ヶ丘支店 ダスキンフロアーモップ、ハンディモップ、スタイルクリーナー
Ｂ48 ㈱日野市企業公社 大成荘ポスター、パンフレット、チラシ
Ｂ49 グリーンリビング㈱ イスの張替、クッション
Ｂ50 いなげや日野駅前店 金魚すくい、お面
Ｂ51 ㈱国土綜合防災 消火器、防災用品、消防機器
Ｂ52 「たたみ・ふすま」あしざわ 畳表、フローリング畳、カラー畳
Ｂ53 日野市観光協会 観光ポスターの掲示、観光パンフレット配布

テントＮｏ 事　業　所　名 出　店　内　容
Ｂ54 ㈲大野住宅設備 ビルトインコンロ、給湯器、暖房商品、入浴剤
Ｂ55 東電ハミングワーク㈱ 花苗

B56～B57 自衛隊 活動の写真展示、非常用糧食品の展示
B58～B59 日野警察署・交通安全協会 PR、白バイ、パトカー展示ほか
B60 日野消防署 PR,車両展示

B61～B62 日野自動車 車両展示、抽選会、ゲーム等
B64 東京ガス（土曜のみ） 高効率給湯器展示
C06 日野市民生委員・児童委員協議会 活動PRパネル展示、パンフレットの配布

C12～C13 環境情報センター 中央大学アンケート発表、環境クイズ、緑のトラスト
C14～C16 ふだん着でＣＯ２をへらそう実行委員会 省エネ対策等パネル展示
C17 東京都薬物乱用防止日野地区協議会 パンフレット等の配布、薬物見本の展示
C18 日野市国際交流協会 協会の活動紹介等
C19 NPO法人協働事業所あいあむ 出づくり品、リサイクル品、仕入れ品の販売
C20 多摩療護園 木工品、ハガキの販売
C21 日野市赤十字奉仕団 小物、手作品販売
C22 日野社会福祉士会 刑務作業製品販売
C23 ㈱セレモア八王子本社 仏具等（線香、ろうそく、数珠）
C24 東京都行政書士会八王子支部 相続・遺言等についての無料相談会
C25 東京司法書士会三多摩支会 無料法律相談（贈与、相続、後見、登記等）
C26 蛇の目ミシン工業㈱八王子支店 ミシン
C27 ㈱マジオネット多摩 自動二輪、自転車シュミレーター
C28 コーラルコミュニケーションズ㈱ アロエベラジュース、サプリメント（健康食品）、オリーブオイル、化粧水
C29 日野市薬剤師会 薬相談、血液検査等
C30 一般社団法人日野青色申告会 税に関するガイド、パンフレット等
C31 ひの新選組ポイント ひの新選組WAON
C32 趣味の店はしもと 駄菓子他
C33 南多摩納税貯蓄組合 パンフレット配布
C34 日野市管工事組合 風船
C35 日野市商工会建設業部会 住宅相談
C36 国際ソロプチミスト日野 衣類、小物販売
C37 大久保畳店 ゴザ、畳へりバック
C38 飛鳥ドライビングカレッジ日野 自動二輪車
C39 東京日野ライオンズクラブ 昆布、日用雑貨
C40 コープみらい　八王子センター 会社案内、コープ商品（シューアイス等）
C41 日野食品衛生協会 食品安全PR
C42 日野法人会 税のなんでも相談、税金クイズ、花鉢配布
C43 日野法人会 税のなんでも相談、税金クイズ、花鉢配布
C44 わかまつカイロプラクティック 整体施術
C45 たづな整体院 サードメディスンチェック（香りによる体質チェック）、アロマクラフト作成
C46 商工展本部
C47 スタンプラリー スタンプラリー抽選会場

C52～C53 日野市まちおこし活動団体育成会 バザー（土曜のみ）
C54 日野市高齢福祉課 認知症　啓発事業
C55 日野市市民窓口課 マイナンバー制度PR
C56 ひの市民リサイクルショップ回転市場 中古衣類の販売、提供品受取、回転市場の紹介
C57 日野団塊世代広場 会の紹介、手造り品の販売
C58 東京都南多摩保健所（土曜のみ）グッドバランスメニューキャンペーン市民投票実施、事業普及啓発
C58 JR日野駅（日曜のみ） 子供駅長制服着用での記念撮影およびパンフレット配布

Ｄ01～Ｄ02 ミニSL愛好会 ミニSL運行

集会室１－２ お絵かきをするマイバック製作 10:00～15:00

Aエリア

リトルホースとふれあい体験 （14日）13:00～15:00

ポニーと散歩 （15日）	 ①10:00～12:00
　　　	 ②13:00～15:00

子牛とふれあい広場 10：00～15：00
桑ハウス公開 （15日）10：00～16：00
農産物品評会の出品物即売 （15日）13：00から売り切れまで

Bエリア

パトカー展示 10：00～15：00
白バイと記念撮影 10：00～15：00
消防車両展示 10：00～15：00
煙体験 10：00～15：00
起震車 10：00～15：00
自衛隊車両展示 10：00～15：00
日野自動車車両展示 10：00～15：00
東京ガス車両展示 （14日）10:00～15:00
自転車シミュレーション（予定） （15日）10:00～15:00

Dエリア ミニSL運行
（小学生以上	１回100円） 10：00～15：00

ふれあいホール内
多目的ルーム

工業展
	～TECHNO	HOUSE～ 10：00～15：00

※小さなお子様がミニＳＬに乗車する際には保護者の方が同乗（有料）してください。
※天候等により催し物内容が変更になる場合があります。

◆その他催物◆

◆ふれあいホール内ステージ◆

◆ご当地キャラ大集合◆
テントＮｏ キャラクター名 出演日
C01 エコアラ・エコクマ 両日
C02 おけわんこ １４日のみ
C02 ヴェルディくん １５日のみ
C03 おもてサンド宣伝部長　たぬ １４日のみ
C03 歌瀬　吟 １５日のみ
C03 日本橋　音々 １５日のみ
C04 ふちゅこま １４日のみ
C04 ちょうせい豆乳くん １５日のみ
C04 超流戦士ダライザー 両日
C05 与一くん １４日のみ
C05 そらぽん １５日のみ
C05 ムジナもん １５日のみ
C06 ミンジ― 両日
C07 ロップ 両日
C07 やぶきじくん 両日
C08 カンフーキャット　ゴロちゃん 両日
C08 ササロー 両日
C09 マヤ―＆トラキチ 両日
C09 うまべぇ １５日のみ
C10 やる気なし男 両日
C10 はむりん 両日
C11 しまねっこ 両日

稲城なしのすけ １４日のみ
いまばりバリィさん １５日のみ
開運★おやまくん １５日のみ
龍王さくらちゃん １５日のみ

14日（土）

９：３０～１０：００ 開会式
１０：００～１１：００ ご当地キャラPRタイム
１１：００～１２：００ 環境フェア式典＆かるた大会開会式
１２：００～１２：４５ ごみ減量ポスター表彰式
１２：４５～１３：４５ ご当地キャラPRタイム
１３：４５～１４：００ 消防人形劇
１４：００～１５：００ 東京消防庁音楽隊

15日（日）

１０：００～１１：００ ハワイアンバンド＆フラ
１１：００～１２：００ ご当地キャラPRタイム
１２：００～１３：００ よさこい踊り
１３：００～１３：３０ 民謡流し（舞踊連盟）
１３：３０～１４：００ 民族舞踊（国際交流協会）
１４：００～１４：３０ 高瀬道場による殺陣パフォーマンス
１４：３０～１５：００ ご当地キャラPRタイム

★舞台イベントタイムスケジュール★

問合わせ先：産業まつり実行委員会
☎584-2555（11月14日・15日）

☎585-1111〈内線3412，3451〉（〜11月13日）

第49回
日野市産業まつり

会場案内図



陸上競技場イベント（14日（土）NO LIMITS CHALLENGE・15日（日）こども王国）のご案内
14日（土）NO LIMITS CHALLENGE 15日（日）こども王国

ストラックアウトストラックアウト

サッカーボールサッカーボール
プールプール

キャッスルメイズキャッスルメイズ

ストラックアウト

サッカーボール
プール

★ご当地キャラスタンプラリー★ご当地キャラスタンプラリー★ご当地キャラスタンプラリー
★産業まつりスタンプラリー★産業まつりスタンプラリー★産業まつりスタンプラリー★産業まつりスタンプラリー★産業まつりスタンプラリー★産業まつりスタンプラリー

キャッスルメイズ

車椅子テニス体験車椅子テニス体験
陸上競技陸上競技

デモンストレーションデモンストレーション

車椅子テニス体験
陸上競技

デモンストレーション

ビームライフル体験ビームライフル体験

競技紹介競技紹介
パネル展示パネル展示

ビームライフル体験

競技紹介
パネル展示

コンビニ

コンビニ

コンビニ

１０：００ ～ １５：００

１０：１５ ～ １１：００

１２：１５ ～ １３：００

１４：１５ ～ １５：００

１１：１５ ～ １２：００

１３：１５ ～ １４：００

１０：３０ ～ １１：３０

１２：００ ～ １３：００

１３：３０ ～ １４：３０

１０：００ ～ １５：００

１０：００ ～ １５：００

１０：００ ～ １５：００

１０：００ ～ １５：００

不定期開催

車椅子テニス

❶乳幼児コーナー

❷つくろうコーナー

❸あそぼうコーナー

PRコーナー
（①テント内）

競技紹介パネル展示

  
トークショー&競技体験

トークショー&競技体験

トークショー&競技体験

競技体験

競技体験  

競技体験  

競技体験  

競技体験

おもちゃで遊ぶ・おむつ袋配布等  
牛乳パックで作るサンブラス  
牛乳パックで作るブーメラン  
野菜スタンプを作ってエコバッグに押す  
コロコロスライダー（巨大コリント）  
コロコロめいきゅうバイキング  
ピザフリスビー  
エアエアホッケー  
ポポラ・ジャンボジェンガ  
テーブルゲーム（オセロ・ジェンガ等）  
ジャンボオセロ・食育かるた  
子育て支援「まるっと早わかり」  
ヒノソング宣伝（CD販売有）  
全館おたより掲示  
市内子育て支援施設紹介  

時　　間競　　技 イベント内容 時　　間エ リ ア イベント内容

陸上競技

ビームライフル

環境フェア式典＆かるた大会開会式
ごみ減量ポスター表彰式
東京消防庁音楽隊

●
●
●

よさこい踊り
ハワイアンバンド&フラ
高瀬道場による殺陣パフォーマンス
国際交流協会演舞

●
●
●
●

ご当地キャラPRタイム●
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