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海洋散骨も樹木葬もいいと思います。 さまざまな価値観があってさまざ

まなビジネスが生まれるからです。 でも私たちはこの業界と石が好きな

んです。 だから石の価値を理解して もらえる

ための活動を一生懸命やらなければ ならない

と思ってます。 石ありきで会話をする のではなく、石がいいなって思っても

らう努力をします。 それには石も進 化しなくてはなりません。 「たのしい」

「かっこいい」「かわいい」そんな風に 関心を持ってもらうために何をすべ

きか。 ただ、私たちは材料屋です。 直 接、何かをすることは難しい。 でも業

界をアシストして盛り上げることは できると思っています。 だから来てく

ださい。 一緒に参加してください。 「買う楽しさ」「知る楽しさ」「参加す

る楽しさ」を体験してください。 そし 　　　て声を聞かせてください。 （一

社）日本石材産業協会関連部会参加 　　　企業から21社のブースと6社

のセミナーをご用意しています。 日頃のお仕事のヒントに  　　　　　何かを持ち帰ってください。     

CAD、クリーニング、接着剤に工具、業界メディア、Web、アフ　　　　　ターケア用品に出張わんこそ

ばまで集結します。  ストーンアシストは小さくて大きな革命 　　　　　を起こします。

E141° 09’ 09” N39 42’ 13”

いわゆる“石の材料屋”の集団が、今、できることを真剣に考え、企画しました。 「わんこそば早食いレース」も開催！ お楽しみに！

盛岡冷麺は、麺のコシが強く、表面はツルッ
と喉ごしが良いのが特徴です。 麺・スープ・
キムチが三位一体となったおいしさこそ、
盛岡冷麺ならではの魅力。 「他では食べら
れない、やみつきになる味」と評判の味をご
賞味ください。

盛岡冷麺

焼肉・冷麺 ぴょんぴょん舎 盛岡駅前店
盛岡市盛岡駅前通9-3
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「はい、じゃんじゃん。 はい、どんどん。」とい
う掛け声とともに、お給仕さんによって手
元のお椀にひと口分ほどの蕎麦が投げ込ま
れます。 美味しい薬味や付け合わせととも
にお楽しみください。 15杯で約１杯のかけ
蕎麦分です。

わんこそば

初駒 本店
盛岡市八幡町10-21

100年以上前の醸造釜をドイツから移設。 独マ
イスター取得のブルワーが、当時の製造方法を
受け継いで今日も地ビールを手造りする、クラ
シックブルワリー。 醸造所には直売所と、見学
ルーム、市街地には直営レストランもあります。
　　  ブルワリー 盛岡市北山1-3-31

岩手県の芸術文化の中心的役割を果たすものとして、広く一般に開放さ
れ音楽、演劇、集会など多目的に使用されています。 盛岡市の中心を流れ
る中津川の河畔に位置し、周囲には南部片富士の遠望、周辺には岩山、愛
宕山、南昌山等の丘陵が展望できる地にあり、これらの景観と環境との調
和のとれた建物として建築されました。

ベアレンビール

ビアバー べアレン 中ノ橋
盛岡市中ノ橋通1-1-21

70年もの間、盛岡市民が愛してやまないソ
ウルフード・コッペパン専門店「福田パン」。 
対面式の店内で、お好みの具材やジャムを
選び、目の前で挟んで調理してくれる。 ずっし
りと重い “ふわふわもちもち” のコッペパン。 
どこか懐かしい、たまらないウマさです。

コッペパン

福田パン
盛岡市長田町12-11

初代が戦前、旧満州で食べた炸醤麺を盛岡
の人の舌に合うようにアレンジしたものが
「じゃじゃ麺」のはじまりです。 秘伝の味噌
ともちもちとした食感の平打ち麺が特徴。 
記憶にすり込まれるほど個性的な味を体験
してください。

じゃじゃ麺

元祖じゃじゃ麺 白龍（パイロン） 本店
盛岡市内丸5-15

そば処東屋・盛楼閣冷麺・ホームスパン・光原社クルミクッキー・ ジャズ喫茶ベイシー・吉浜ラーメン・北ホテル・明がら
す・洋食金宝堂・遠野附馬牛人形・ひっつみ・南部せんべい・シードルジョナゴールド・南部鉄器・岩谷堂箪笥・小岩井乳業
小岩井工場・いーはとーぶアベニュー ・宮沢賢治・石川啄木・・・ etc

岩手の魅力は、
まだまだ盛りだくさん。 

〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-9 日計ビル2階
Tel:03-3251-7671 Fax:03-3251-7681
http://www.japan-stone.org/

主催：
（一社）日本石材産業協会 関連部会
協力：
岩手県石工業連合会
（一社）日本石材産業協会 輸入卸商部会
（一社）日本石材産業協会 東北地区6支部

ストーンアシスト2020 in IWATE 会場へのご案内

東北自動車道「盛岡I.C.」より約20分／東北自動車道「盛岡南I.C.」より約30分
お車をご利用の方

※駐車場（20分／100円）、8時間最大1,000円　利用時間：7時～23時

徒歩約30分／タクシー約15分／路線バス約15分、バス停「県庁・市役所前」下車徒歩2分
盛岡駅よりお越しの方

いわて花巻空港よりお越しの方
空港より特急バス（約45分）→盛岡駅より路線バス（約15分）、バス停「県庁・市役所前」下車徒歩2分

お問い合わせ先
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材料工具・接着剤・CAD・ソフト・手元供養
クリーニング・アフターケアなど、専門分野の
プロが集結します。 21社の企業ブースを
まんべんなく見学してください。

見
る

まずは

10：30～11：20
  A-1  お墓のクリーニングをしましょう！
後藤和紀：㈱ジェイワックス 会長

  B-1 新商品で他店との差別化を！
（かわさきガラス施工事例、ベトナム材新提案、お墓マイル活用方法など）
緑間浩市：㈱冲セキ 代表取締役
  B-2 Amazon、楽天じゃない！
誰でもできる次世代型ECで業界を元気にしよう！！
㈱フチオカ＆Touyou Enterprise

 B-3 全国の元気な石材店
～地域密着石材店だから出来るワクワクする取り組み！～
山口康二：㈱日本石材工業新聞社 代表取締役

第二会議室（72名収容） 第三会議室（30名収容）

昼食休憩

（一社）日本石材産業協会 関連部会

開催にあたって

「ストーンアシスト」は、石屋さんを元気にさせよう！を合言葉に関連部会が企画、運営する専門展示会です。
2020年の岩手初開催は「雪ヲ溶カスホドノ熱イ会」をテーマに、とにかく、石の価値を理解していただくため、
「たのしい」「かっこいい」「かわいい」そんな風に関心を持ってもらうため、「買う楽しさ」「知る楽しさ」「参加する楽しさ」を体験できる展示会を企画しました。 
ぜひ一緒に参加してください。 そして声を聞かせてください。 日頃のお仕事のヒントに何かを持ち帰ってください。 私たちはこの業界と石が好きなんです。 
今回のストーンアシストで小さくて大きな革命を起こしたい！と思います。
そして、ストーンアシストをよりいっそう盛り上げようと、総会や会合の日程を開催日に合わせていただいた
岩手県石工業連合会、（一社）日本石材産業協会 輸入卸商部会、（一社）日本石材産業協会 東北地区6支部のみなさまに感謝申し上げます。 ありがとうございます。

関連部会の初挑戦。
　 同業者による本音トークセッション。
建前厳禁。 予測不可能。
この熱い語らいを見逃してはならない。
日頃はライバル同士であっても、この日は同じステージ上で本音で語ってもらいます。 どんな展開が待って
いるのか。 関連部会初の試みなので、予測不可能。 「そうは言うけど実際はどうなの？」 そんな問いかけに答
えられるよう、準備して臨みます。

語
る

熱く深く

岩手名物「わんこそば」の出張屋台。
体験型早食いレースに参加してください。
1分間に何杯食べられるかを競います。
はたして優勝賞金は、誰の手に。 

1レース5名参加で最大8レースを予定。 1分間
でわんこそばを何杯食べられるかを競うレース
です。 チャンピオンには賞金を贈呈します。 やっ
てみたかった！という方は盛岡記念にぜひご参加
ください！「初駒 盛岡インター店」全面協力。

食
う

目一杯

参加企業21社（五十音順）

（株）生田化研社

即売展示内容企業名

1

専門分野6社による各種セミナーをはじめ、
　　　  スペシャルゲスト：空世宇 田中貴章氏の
　　     「　　　営業啓発セミナー」を開催。
もれなく受講することをオススメします。

聴
く

じっくり

スケジュール（セミナーにより会場が異なります。 ご注意ください。）

事前エントリー制
参加費500円（お一人様）

入場・見学

無料！
こちらから
簡単申し込み

ノークレームで楽しみましょう！

受講無料
 先着順！

気軽に
お立ち寄り
ください！

老若男女
大歓迎！

地元
石材店さん
も参戦？

11：30～12：20

12：30～13：30 第一展示室：わんこそば早食いレース開催

14：00～14：50

15：00～15：50

16：00～16：50

部会長  大塚俊明

イベント会場：第一展示室
セミナー会場：第二・三会議室

事前申込書に記入し、
お申し込みください。
（申込用紙は石産協HP
からダウンロード可能）

事前申込書に記入し、
お申し込みください。
（申込用紙は石産協HP
からダウンロード可能）

展示即売も行います。

墓詣で、墓石解体工具

（株）WiTHART2 手元供養商品、供養関連グッズ

（株）内田洋行ITソリューションズ3 プレゼンシステム：MICS/Gaia

（株）冲セキ4 ガラス、ベトナム材、お墓マイル

お墓メンテナンス本舗5 墓石、白木の特殊洗浄サービス

（有）川本商店6 墓装用品、表層改良D・BOX

（株）クレア7 墓石CAD、文字ソフト、
顧客管理ソフト

（株）サイトウトイシ8 石材中古加工機械

三和研磨工業（株）9 切断、研削、研磨用工具

（株）ジェイワックス10 墓石洗剤、免震マット 等

即売展示内容企業名

11 太陽研磨材（株） お墓のお役立ち商品、特売！

藤栄（株）12 お墓に関する商品全般

（株）ピコム13 墨切文字ソフト、Pゴム

（株）フクイシ14 福島県材の紹介

（株）フチオカ15 IT関連 & 商材展示販売

古河ユニック（株）16 ミニ・クローラクレーン

（有）ボイス17 お墓の地震対策商品

ボンド商事（株）18 数量限定！良い品安く！即売会！

丸菱産業（株）19 家庭用低周波治療器サンマッサー

（株）ミマキエンジニアリング20 文字切ソフト

（有）ルイ21 石材関連商品

2年で年商1.5倍
にアップさせた

来場者の方に
「海洋散骨にも樹木葬にも負けない」
バッジをプレゼント。

P R E S E N T

（なくなり次第終了となります)

  A-3 小さな石材店が五輪塔を年間10本販売する極意
田中貴章：合同会社 空世宇 代表社員

  A-4 初挑戦！同業者による本音トークセッション
関連部会員＋地元石材店

   A-5 今、業界には追い風が吹いている
～墓石店からお墓店へ～
川本恭央：㈲川本商店 代表取締役

  A-2   選ばれるにはワケがある！
小さな石材店がライバルと差をつける最新ホームページ集客
寺田良平：㈱日本仏事ネット 代表取締役

A-4

A-3

®わんこきょうだい
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