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つくばエクスプレス
ＩＴの街「秋葉原」と研究学園都市「つく
ば」の個性溢れる街を結ぶつくばエクス
プレスは、安全に、便利に、快適に、地域・環境と調和
しながら進化します。
　ブースでは、「つくば駅」と「研究学園駅」の開業当
時及び現在の航空写真の展示のほか、お得な乗車券
の案内をしています。【首都圏新都市鉄道株式会社】
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つくば美豚 豚なんこつの角煮
「つくばの食王座決定戦 優勝」

コラーゲンたっぷりの豚の軟骨をしょう油
ベースのタレでとろとろになるまで煮込ん
だ至極の一品！
とろける軟骨をご賞味ください！　

【鰻や とよ長】

MAP
23

生絞り季節の野菜、果物ジュース、かき氷
地元つくばに於いて、自社で生産から加工
迄一貫生産しております。栽培においては、
無農薬で栽培し、自社独自の特許製法で素材の風味を損
なわずにジュースにしました。
青汁、人参ジュースに加え、地元の福来みかんのミック
スジュース及び、日本一の生産量
を誇るメロンジュース等もあります。【㈱ベルファーム】
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クラフトビールハウス
私たちクラフトビールハウスは、今イベントでは茨
城県のクラフトビール「常陸野ネスト」より最高の
ラガーと、相性バッチリの茨城県産「ローズポーク」をじっくりと
調理したとろける焼豚をご用意させていただいております。甘辛
く味付けしたとろける焼豚とビールの相性なんてもう言うまでも
ないですよね？魅力度最下位の下剋上の「ビール」と「肉」を私た
ちのブースで味わっていってください！！【クラフトビールハウス】

MAP
14

常陸牛焼肉ブラック丼
「茨城食の王座決定戦 優勝」
「第2回圏央丼グランプリ 優勝」

茨城のブランド常陸牛を秘伝のたれで軽く
いため、地元のこだわり常陸小田米にトッ
ピング。これは美味しいに違いなし！

【ヨシムラミート】
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福来みかん氷リ
みかんの北限地「筑波山」で収
穫された福来（ふくれ）みかんを、
そのまま氷に閉じ込めました。１年中、旬
の美味しさを味わえる、
唯一無二のプレミアムなかき氷です。
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焼肉パラダイス太炎
当店は、つくば市天久保にて焼肉屋の店舗を構えていま
す。店舗ではリーズナブルに様々なお肉やおつまみを提
供しています。学生の街つくばでもありますので、期間限定ですが学生
証をご提示していただいた学生様にはお肉を半額にて提供しています。
曜日イベントも毎日開催してます。
今ブースでは茨城産の人参・玉ねぎ・ニラをふんだんに使用したチヂミ
をご提供いたします。ふっくら焼き上げたチヂミを是非ご賞味ください。
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BREEZE GARDEN&cafe
つくばで10年以上続くエクス
テリア施工店の店内に併設した
カフェ「ブリーズガーデン＆カフェ」が今
回初出店します。カフェで提供している自
家製シロップを使用したかき氷4種類とサ
クサクのスティックワッフルはいかがで
しょうか？　　　　　　【勝工業株式会社】
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定食居酒屋どっとくう
・チキンソテー
・ポークソテー
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Light Meal Piece
・ターキーレック
・チキンレック
・生ビール
・豚唐揚げ

【ライトミール piece】
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アイスどら焼き
テキストテキストテキストテキ
ストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキストテキ
ストテキストテキストテキストテキストテ
キストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキスト【どら焼きの志ち乃】
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牛久ワインシャーベット
赤ワインを使用し、酸味や赤ならではの渋み
を程よく残したワインシャーベット。隠し味
にさっぱりとしたオレンジ、飾りつけにレモンの蜂蜜漬け
をトッピングしてみました。アルコール度数もそのままの
大人なワインシャーベットを是非ご賞味ください。お酒が
飲めない方向けに、ノンアルコールのシャーベットもご用
意しております。【（一社）牛久青年会議所・うまみ処新月】
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ローズパーク塩焼きそば
つくばの名産、薔薇を公園のよ
うに引き詰めた、ローズ香る塩
焼きそば！
ぜひこの機会に！！

　　　　　　　　　【アルファトラスト㈱】
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つくば鶏備長炭黒焼き !
そしてつくば鶏は備長炭で黒焼
きに仕上げます !
炭の香りを楽しんでいただこうとその場で
黒焼きにして仕上げます !!
上記フードメニューに合うビールやサ
ワー、ソフトドリンク等の販売

【アルファトラスト㈱】
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Paradise Beer Factory
鹿嶋市の自然栽培農家発マイクロブリュワ
リー。鹿島神宮の御神水を仕込み水に使用し、
自家製のお米で作った日本酒の酒粕を酵母に使用したビー
ル（５daughters）や、自然栽培の山椒や柑橘系のホッ
プをこれでもか！というほど使用した IPA（GOA）など
夏にもってこいのビールを４種、すべて生樽で持って行き
ます。喉乾かしておいてください。   【（株）オールフィールズ】
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古河みやこかぼちゃのスープ
古河市のかぼちゃの歴史は古く100
年を数えます。甘みが強く、ほくほ
く感がある「みやこかぼちゃ」は、まるでお菓
子のようで、他では味わえない特上のおいしさ
です。その「みやこかぼちゃ」で作ったかぼちゃ
スープをリーズナブルな価格で提供いたします。
是非ご賞味ください。【（一社）古河青年会議所】
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牛すじ蓮根カレー
常陸牛の牛すじを使った濃厚な
牛すじカレーはいかがですか？
数種類のスパイスを使用し、日本人の舌が
喜ぶ味付けにしています！
Twin D's Cafe の牛すじカレーで猛暑もい
い感じに乗り切りましょう♪

【Twin D's Cafe】
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笠間のソフトめん
小中学校の学校給食で人気であ
るソフトめん！茨城でもソフト
めん製造業者もどんどん減り学校給食から
も消えつつあるソフトめんを、学校給食ス
タイルで懐かしみながら、味食感をお楽し
みください！！味付けは会場でのお楽し
み！　　　　　【（一社）笠間青年会議所】
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っぱん家
私どもは天久保で鉄板焼き屋 遊び
処 っぱん家と天久保ビアガーデンを
やっている者です。今回は店舗でも使用してい
る茨城県産の豚肉を使った丼ぶり、茨城県産の
キャベツを入れているフワトロたこ焼きを出店
させて頂いております。味には自信あります！
是非1度ご賞味ください！【遊び処っぱん家】
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石岡みそ焼きそば
2016日光焼きそばまつり初出
店で「特別賞」受賞
地元の野菜と石岡特産「弓豚」を熱々鉄板
で焼き上げ石岡名産「熟成こがね味噌」で
食欲そそる香りづけもっちもちの太麺を絡
めて食べる「みそ焼きそば」は絶品です！

【石岡あきんどの会】
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茨城南の飛ぶ鶏フライイング
・鶏の唐揚げ 琉球香味添え

・柔らかな鶏の唐揚げに琉球黒酢の油淋鶏

【（株）我那覇】
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江戸味噌ラーメン二代目てらっちょ
昨年常総市、すたっぺ丼グラン
プリ初優勝をした「てらっちょ
のすたっぺ丼」
肉厚の豚トロの肉を豪華に3枚のせ、味玉
とししとうの苦みがマッチした極上の1杯
に仕上がっています。

【（株）TERAKAZUエンタープライズ】
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油そば 麺 's Bar MOG
日立市大甕にある油そばとお酒のお
店「麺’ｓ Bar MOG」。秘伝のタレ
とこだわり抜いた素材で作られる油そばは老若
男女に大人気！今回は第６５回関東地区大会つ
くば大会記念事業限定の特別メニュー、日立市
久慈浜産のシラスを使った油そばをご用意！是
非一度ご賞味あれ！　　　【麺 's Bar MOG】
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一般社団法人境青年会議所
一般社団法人境青年会議所では、「ヒレカツ
バーガー」「さしま茶金時氷」を販売していま
す。「ヒレカツバーガー」は、茨城県産のキャベツとボリュー
ムのあるヒレカツをサンドした特製バーガーです。「さしま
茶の金時氷」は、県西地域の古河・坂東・常総・八千代・境
の3市2町で生産されている「さしま茶」を使用した夏に
ぴったりのかき氷となっています。【（一社）境青年会議所】
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茨城県観光物産課 -気になるイバラキ
茨城県観光PR
・観光パンフレット配布
・フェイスペイント体験

【茨城県観光物産課】
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茨城県販売流通課 - 茨城を食べよう
「茨城を食べよう」農林水産物PR
・缶バッチづくり
（下絵にぬりえにして缶バッチにする
・茨城を食べようクイズ
（農業産出額1～3位の品目当てクイズ）

【茨城県販売流通課】
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ようこそ！筑波山地域ジオパークへ！
筑波山地域ジオパークは，茨城県中南部に位置する
つくば市，石岡市，笠間市，桜川市，土浦市，かす
みがうら市の６市をエリアとし，日本百名山の一つである筑波山，
国内第２位の湖面積を誇る霞ヶ浦や日本最大の平野である関東平野
など日本を代表する大地の遺産を有しています。その魅力を知って
頂くとともに，この大地と人々の歴史・文化・産業とのつながりを
楽しく学んでみませんか？【筑波山地域ジオパーク推進協議会】
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MAX SPEED
自転車MAXスピード決定戦！
最速は誰か！？

【（一社）つくば青年会議所】
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いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会ＰＲブース
2019年開催「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨
城ゆめ大会」のＰＲブース。オリジナル缶バッジ作成
コーナーやぬりえコーナーで遊ぼう！国民体育大会（ゆめ国体）が茨
城県で開催されるのは45年ぶり，全国障害者スポーツ大会（ゆめ大
会）は初の開催となります。ブースに遊びにきたら，つくば市オリジ
ナルグッズがもらえるかも・・・みんなで茨城国体を応援しよう！
【いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会つくば市実行委員会】

Bionic Scope は，人間の生体情報を利用して中心視野領域を直感
的にズームする視覚機能拡張インターフェースシステムです．装着
者が目を細めて凝らす動作や奥歯を噛む動作などを行った際に，目
の周辺に発生する生体電位信号をセンサにより検出し中心視野領域
をズームします．これにより，装着者はハンズフリーで現在向いて
いる方向の映像を直感的にズームでき，常人の視力を遥かに超えた
視覚を体験することが可能です。

筑波大学エンパワーメント情報学プログラム

Bionic Scope MAP
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　最新のVR（バーチャル・リアリティ）技術を活用した仮想住宅
空間を体験することができます。
　まるで住宅展示場のモデルハウスのなかにいるかのような感覚を
味わうことができます。

リコージャパン㈱茨城支社　㈱コンピュータシステム研究所

住宅プラン バーチャルリアリティ体験コーナー MAP
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ＶＲ（バーチャルリアリティ）を体験しよう！
歴史遺産をバーチャル散策！古墳の中をＶＲ（バーチャルリアリティ
）独自の視線で没入感が体験できます。
対象年齢は、１２歳以上となります。

シフトアップ合同会社

VR体験コーナー MAP
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液晶ディスプレイなどにも使われて
いる「偏光」は、波の触れる方向が
そろった光です。
通り抜けた光が偏光になる「偏光
フィルム」を使って、万華鏡 (まん
げきょう )を作ってみましょう。材
料は、偏光フィルムのほかに、紙コッ
プとアクリル板とセロテープなど。
色のついたものを使っていないの
に、のぞいてみるとカラフルな模様
があらわれます。工作時間は15分
くらいです。

【産業技術総合研究所】

まばたきでロボットを動かす？！ MAP
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偏光フィルムでふしぎな万華鏡を作ろう！ MAP
5

産総研では、重病で身体を動かすことが難しい人が自分
の意思を伝えるための、コミュニケーションツールも開
発しています。「ブリンクコミュニケーター」は、まばたきのタイミ
ングからユーザーの選択を読み取るシステムです。ブースには、ま
ばたきでモーションを選び、自分の気持ちをロボットで表現する体
験デモシステムを用意しました。

「パロ」は、アザラシ型のセラピーロボットです。すでに世界じゅう
（30か国以上）の介護施設等などで活躍しています。2002年には
「世界一癒し効果のあるロボット」としてギネスにも認定され、医療
機器の認定をうけている国もあります。パロに初めて出会う方は
、ぜひこの機会に「パロ」を抱っこして、その癒し効果を体験して
ください。

産業技術総合研究所

アザラシ型ロボット「パロ」 MAP
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『魔法の粉と液体で、水の色が青、赤、黄色に変化する科
学実験を行います。』

一般財団法人 科学技術振興財団

つくばサイエンスツアーオフィス MAP
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トッパンは、印刷技術を通して長年培った高精細デジタル化技術、
カラーマネジメント技術などとともに貴重な文化財等をデジタル
アーカイブとして保存しております。
今回は、その表現方法としてVR、ARを用いて、高精細なCGによ
る臨場感と没入感を、仮想空間の中で体験していただけます。

凸版印刷株式会社

トッパンVR・AR体験コーナー MAP
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9月に開催されるROBO-ONE本線の決勝への出場権を得ることが
できる大会です。（一社）二足歩行ロボット協会の会員企業または協
賛企業により運営される大会で、優秀な成績を収めたチームは予選
結果にかかわらず、決勝トーナメントに出場できます。

株式会社人工知能ロボット研究所

つくば ROBO-ONE認定大会 MAP
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宇宙航空の研究開発に対する理解を深めていただくために普及・教
育活動の一環として、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の職員が学校、
各種団体等に赴き、講演を行っています。

【講演スケジュール】
 第 1講演 : 11：00～12：00
 第 2講演 : 14：00～15：00 

宇宙航空研究開発機構 JAXA

宇宙と地球のお話 MAP
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竹園公園エリア案内

つくば国際会議場エリア案内 International Congress Center Area  Information

Takezono  Park Area Information

日本の建設工事現場にイノベーションを起こすべく、新たな挑戦を
しています。
それは「スマートコンストラクション」を普及させる事、これが私
達の挑戦であり使命です。「スマートコンストラクション」とは一体
どのようなものなのか？お客様の施工する工事の始まりから終わり
までを一括管理する「KomConnect」とは一体どのようなものな
のか？なぜ今「i-Construction」なのか？

コマツレンタル株式会社

コマツ スマートコンストラクション MAP
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MAP
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モビリティロボット「セグウェイ」体験試乗会
つくば市は、全国で初めてセグウェイに乗
る事ができるようになった自治体です。つ
くば市ではセグウェイを，タウンモビリティとしての移
動手段，普段よりも高い目線で街をパトロールする防犯
手段，街の魅力を感じるセグウェイツアー等へ活用して
います。是非ともこの機会にセグウェイを体験してみま
せんか？【つくば市政策イノベーション部科学技術振興課】
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茨城ブロック協議会
全国47都道府県の魅力度調査
で最下位。
茨城県の魅力を発信！
新たな茨城の魅力を発見してください！

　　　　　　　　【茨城ブロッック協議会】

「VxRダイナソー」
監修：国立科学博物館（担当　標本資料センター・ディレクター　分子生物多様性研究資料センター・センター長　真鍋真）
製作・著作：凸版印刷株式会社

「VxRダイナソー」
監修：国立科学博物館（担当　標本資料センター・ディレクター　分子生物多様性研究資料センター・センター長　真鍋真）
製作・著作：凸版印刷株式会社

関東地区大会エリア案内

関東地区再興ファーラム

「地方から全世界７００万人を沸かせた
先駆者ＤＲＵＭ ＴＡＯから学ぶ関東地域再興」

【イベント時間】 10：00～11：45
 代表である藤高郁夫氏と公益社団法人日本青年会議所
関東地区協議会平野会長の特別対談、ＤＵＲＭ ＴＡＯの
圧倒的なパフォーマンスを体感してください！

地域連携サミット

「首都崩壊、その時どうする！？」

【イベント時間】 13：00～14：30

首都直下型地震が今後 30年以内の発生確率が 70％以
上という内閣府の統計がありますが、有事の際には関東
地区内それぞれの地域で何ができるのであろうか。
各地域の個性を生かした地域戦略を考え、リーダーシップ
を持って各地域間で連携のとれた災害支援をするためのサ
ミット！生きる喜びを胸に刻め！

MAP
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第65回関東地区大会つくば大会


