くだらないもの
〜 モノづくりな奴らの戦い 〜

2020.11.3 TUE
START 13:00~

くだらないもの
グランプリ
QR コード

これまでに展示会で各社多くの技術や強みを発信してきた。

立ち止まることなく、思う存分「くだらないモノづくり」に挑戦。
挑戦こそ、私たち企業にとって不可欠なもの。
町工場 20 社の技術が集結し「くだらないもの日本一」を目指す。

皆様の清き一票で、
定する。
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今まだ先が見えぬ新型コロナウイルスの影響で、
世界中が不安の真っ只中にあります。
そんな混沌とした世の中に、「町工場から日本に元気を届けたい！」。
今日に至るまで日本の産業を下支えしてきた町工場だからこそ、

きっといつかこの商品が役に立つ時代が来る！

詳しくは、ホームページにて

事前投票 受付

くだらないものグランプリ

10/22〜11/2

2020.10.22〜 You tube
[くだらないものグランプリ]
オンライン投票用動画 公開

今その底力で日本中に元気を届けたい！

11.2まで

そんな想いから、「くだらないものグランプリ」を開催することに
なりました。

テーマ

はず（笑）

「くだらないものグランプリ」とは、モノづくりのプロが自社技術

右記、
事前投票
QRコードにて
オンライン投票受付

事前投票

https://bit.ly/3dnvono

を駆使して「くだらなくて笑えてしまう一品」を本気で製作し
「くだらないもの日本一」を決めるコンテストです。
笑ってしまうくらいくだらないことに、自社技術をぶつけ合い
本気で戦う町工場の姿で、日本に元気と勇気を届けたい。そして、
少しでも多くの人に「町工場の技術」に興味を持ってもらう
きっかけになったらと願い「くだらないものグランプリ」を開催
いたします。

対戦方法

当日決戦投票 受付
2020.11.3

各社ただひたすら「くだらないもの」をアピールする。

13：00〜

10/22〜11/2 まで事前投票。
11/3

オンライン配信

16：30まで

当日も投票受付。

投票方法は、右記参照。

審査方法

事前投票：１ポイント。

当日、オンラインで表彰式を公開。

[ くだらないものグランプリ ]
オンラインプレゼン 公開

（各社 約10分）

右記、
当日投票
QRコードにて
オンライン投票受付

当日投票

https://bit.ly/33U01xx

「一番くだらない」と思った企業に投票する。
当日投票：３ポイント。

結果発表

11/3

参加企業
突撃取材

※参加企業一覧、意気込みは裏面をご覧ください。
主催者：俺ら FactoryMan

16：30〜
17：00まで

ぶっちゃけトーク / 開票作業

17：00より

グランプリ結果発表 / 受賞式

全力でくだらないものを作ってしまう参加企業20社
株式会社丹羽シートメタル

専門分野での技術紹介。
繋がりが創る、新たなビジネスをカタチにしたい。

有限会社榊原工機

（愛知県小牧市）

鬼福製鬼瓦所

（愛知県春日井市）

愛知県小牧市にて
金属板の切断、打ち抜き、折り曲げを
行っている丹羽シートメタルです。
「得意な加工」
×
「好きなこと」で優勝目指します！

周りの仲間に刺激を受けながら、
おもしろいもの作ります。

株式会社三洲ワイヤーハーネス

株式会社エストロラボ

（愛知県碧南市）

（大阪府東大阪市）

１本の試作に対応するハーネス加工会社
「設計変更」、
「短納期」、
「図面書けない」
お客様のお悩み解決！
ハーネス加工の新たな魅力を引き出し
くだらないものづくりを楽しみます！

金属に、直径0.1㎜〜3㎜の穴をあける
細穴放電加工専門店「ほそあなや」です。
【金属に】と言いましたが正確には
【電気を通す素材に】穴をあける加工技術です。
世の中に必要のないムダな穴加工に初挑戦します！

早川工業株式会社

株式会社鶴ヶ崎鉄工

（岐阜県関市）

（愛知県豊川市）

ものづくりをサポートするものづくり
旋盤から黒染めまで
ワンストップで提供します！
日本初 木造建築の製造工場
日本一の旋盤屋を目指します！
当社の技術を思いっきりムダ使い！！

金属プレス加工・金型設計製作を行っています！
多様性を大切にしている自社では、
社員一人一人が交わりカオスな環境が生み出されます。
そんな仲間達の、斜め 45 度から生まれる作品はアートです。

サン樹脂株式会社

有限会社生川製作所

（愛知県北名古屋市）

（愛知県江南市）

愛知県江南市でゼロ戦時代からの板金技術で
設計・レーザー・溶接・完成までの
多品種小ロットを得意とする板金加工業です。
自社の板金技術を全力で真剣に作り上げた
渾身のくだらない力作を見て
「あほかこの会社」
と
ニヤリと笑いながら投票してください！

愛知県北名古屋市で樹脂・プラスチックの板や丸棒を
「切る」
「貼る」
「曲げる」
「削る」
「磨く」技術で、
小ロットの工業用部品を作っている会社です。
樹脂加工ならではの「美麗」でかつ
「くだらない」○○○○を出展します！

ダイワ化工株式会社

マルハチ工業株式会社

（愛知県丹羽郡扶桑町）

（愛知県一宮市）

マルハチ工業株式会社は愛知県一宮市で
創業以来 67 年間金属加工を行ってきました。
従業員一丸となって『くだらないなぁ』と
笑顔になれる物語を真剣に考え、
作る難しさを経験できました。
やるからには 1 位 !! 頑張ります !!

めちゃくちゃ真剣に、
ゴム屋のおいちゃんが
「くだらないもの」作りに挑戦します！
ゴムのように伸び伸びと弾むココロで！

株式会社蒲郡製作所

株式会社竹入製作所

（愛知県蒲郡市）

（愛知県弥富市）

弊社は、おかげ様で67周年を迎える事が出来ました。
大型部品加工と産業機械専用機の製作をメインに、
アラミド繊維製FRPコンクリート補強筋
TAFROD®(タフロッド)の製造・販売にも力を入れ
この度、
「K-1グランプリ」に参加することになりました。
ドべにならないように頑張ります。(笑)

アルミ、銅合金の精密・微細部品加工が得意です。
お客様に驚きと感動を与える
超精密サプライズ加工の実現を目指しています！
笑っていただける一品の製作を目指します！ (^^)/。

株式会社グランツ
参加企業の奴らは、
何を思いついたのか？
突撃取材の様子はこちら

参加企業
突撃取材

（愛知県碧南市）

【やっちまった、
鬼福】
株式会社近藤機械製作所

（愛知県海部郡蟹江町）

超精密部品加工から専用機開発まで、
不可能を可能にする技術者集団

株式会社クロステック

（大阪府東大阪市）

ヒトとモノをツナグ技術

ヒトはモノを必要とします。
モノはヒトが必要としないと生まれません。
クロステックは必要なモノを必要なヒトへ繋ぎます。

株式会社フジタ

（富山県高岡市）

富山県でアルミ鋳造金型、プレス金型等の
金型の製造を行う金型総合メーカーです。
型にはまらない型屋として、日々業務に取り組んでいます。
「モノをつくらない、モノづくり企業」をテーマに、
常識を覆し、KUDARANAI もので勝負します！
応援よろしくお願いします！！

ケイ・エイチ工業株式会社

（大阪府堺市）

大阪府堺市で
プラント・設備といえばケイ・エイチ工業
機械・製缶・配管の設備保全や
設備診断をワンストップサービスで提供
組織票を使わずに、正々堂々と、
せいいっぱい頑張りますぅっ！（笑）

東洋金属株式会社

（愛知県丹羽郡扶桑町）

本業は金属リサイクル。
動脈産業であるものづくりを
裏で支える静脈産業という自負がある。
一方で、ものづくりはほとんど経験がない。
しかし、賞レースとなれば目指すはチャンピン、王座のみ!!
限界までド派手にくだらなさを追求してみます。

有限会社犬山印刷

（愛知県稲沢市）

（愛知県犬山市）

プラスチックの材料提供を行う会社です。
材料の着色・再生加工はしていますが、
モノづくりの経験はほぼ皆無。

愛知県犬山市で地域密着型の
「印刷御用聞き」として印刷業を
営んでおります。
何事にも楽しく参加することに意義がある。
全力で輝く星一つ佳作賞、目指します！ !

「白紙だからこその発想力」を武器にして、
この勝負に挑みます！

協力
サポート

司会進行
情熱の学校
エサキヨシノリ

（大阪府大阪市）

展活アドバイザー
大島節子

（大阪府大阪市）

主催者「俺ら FactoryMan」について
「俺ら FactoryMan」は、モノづくり企業が主体となり、
ものづくり企業とものづくりに
興味がある人をつなぐ発信の場を提供しています。
（現在 6 社とサポート 2 名）

株式会社創
村上肇

（滋賀県大津市）

あいち産業振興機構
情報推進グループ
山口啓
（愛知県名古屋市）

これまでの活動
2020 年 4 月：「オンライン mini 展示会＆モノづくり対談」
2020 年 7 月：「俺らはいつだって夢を語る！」〜町工場の夢対談〜
YouTube チャンネル「俺ら FactoryMan」にて Live 配信を 2 回行いました。
・俺ら FactoryMan Facebook
https://www.facebook.com/%E4%BF%BA%E3%82%89FactoryMan-104710037955809
・俺ら FactoryMan YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCVDTRGnWRYF1FrOrMnAH2AA

