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盛岡工業団地の魅力

表面処理技術に関する特許は11件 表面処理加工を行う新工場
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渋民駅

盛岡工業団地協同組合のこれまでの歩みと魅力を聞きました。
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した。家族がいるので、

き加工をしています。

昭和46年に設立し、以後半世紀もの間、盛岡の製造業をリードし続けている
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盛岡から全国 へ 羽 ばたく

旧玉山村に
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て学んでいたことと、盛
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50年を振り返って

大学院で橋梁につい

ていたためこの会社に

市場には欠かせないターレ

どにも需要があり、多方面で活躍しています。
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盛岡テクノミュージアム
登録事業者一覧

市では、地元の製造業や情報サービス業を知ってもらい、地元への就職
につなげるため、市内の事業所を「盛岡テクノミュージアム」として登録し
ています。現在19 社（盛岡工業団地内では 4 社）が登録されており、各事
業所内で製品や部品、関連資料などを見学できます。
【問】ものづくり推進課 ☎ 626 -7538
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