
　東大寺の大仏を作った河内鋳物師（かわちいもじ）と呼ばれる職業
集団の伝統を受け継ぎ、各分野の全国トップシェアを誇る会社や、ユニーク
な製品を開発するオンリーワンの技術を持つ企業の経営者たち。伝統
技術の継承にとどまらず、人工衛星の打ち上げやナノテクノロジーへの
挑戦など常に進化するモノづくりの町。

　「自分たちの思いを若者たちに伝えたいんや！」と小さな町工場で工場
見学受け入れをしていただいております。一般の産業観光とは一味も
二味も違います。“人々が地域の宝。人が最大の観光資源”を骨子に
おっちゃんたちの熱い思いをお届けします。

深江菅細工保存会
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒537-0002 大阪市東成区深江南3-5-17
http://www.fukae-suge-zaiku.jp/

二千年の歴史が脈々と続く伝統工芸“深江菅細工”。その菅細工
の技術を守り伝承するために設立。古くは万葉集にも詠まれて
おり、現在でも伊勢神宮等に奉納されている。その歴史と伝統
に裏付けされた菅細工の技術を体感することができる。

大阪市営地下鉄　新深江駅・深江橋駅 /徒歩10分

菅を使った小丸（茶托サイズ）作り
20名

90～ 120分
※出張体験可

体　験

要相談

おっちゃんたちの熱い思いをお届けします。
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緊急雇用創出基金事業（重点分野雇用創出事業）
ものづくり観光推進事業

深喜毛織株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒595-0033  泉大津市板原町3-7-1
http://www.fukaki.co.jp/

高級素材を使用した毛織物等の商品を、原料から仕上げまで一
貫生産している。日本の毛織物メーカーとして唯一、カシミヤ
製造業者の国際団体ＣＣＭＩ（カシミヤ及びキャメル製造業者協
会）に加盟している。

南海本線　泉大津駅・JR阪和線　和泉府中駅 /徒歩30分

カシミヤ製造３工場（紡績工場・織工場・仕上げ工場）及び資料室の見学。
見学後、カシミヤについてのお話（２班ある場合、逆コースになる場合有）
月～金曜日10:00～16:00 45名（要引率）
90分

工場・施設見学

月～金曜日・祝日8:00～17:00
20名迄

めっき製品の製造工程見学

高校生～（但し、中学生は要相談）小中学生～

発 行 元
（構成員：一般社団法人大阪モノづくり観光推進協会、株式会社JTB西日本、株式会社JTBサポートプラザ）

問 合 せ
TEL 072-985-0331 FAX 072-985-0411
一般社団法人大阪モノづくり観光推進協会

HPアドレス 大阪モノづくり観光ナビ

大阪府ものづくり観光推進プロジェクト共同事業体

〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ1階　

http://www.osaka-monodukuri.com

日本人造真珠硝子細貨工業組合
所 在 地
アクセス

〒594-0006 和泉市尾井町2-2-19

和泉市の人造真珠は全国シェア 80％以上で、人造真珠とガラス
工芸が地場産業の一つ。

JR阪和線　北信太駅 /徒歩 10分

工場・施設見学
工房内で動物等の
硝子細工の制作見学
3～20名
10～15分（１体） 小学校高学年～

体　験
人造真珠の製造ビデオ、
講話＋ストラップ作り※2F展示工場見学
18～ 20名
60分※説明（40分）+体験（10～ 20分）

森野サンプル（株式会社森野）
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒547-0001 大阪市平野区加美北6-1-19
www.morino-sample.jp

食品模型 ( 食品サンプル ) の製造・販売を行う業界トップレベル
の会社。世界で一つだけのオリジナルのパフェやケーキを作れる
製作体験は子供から大人まで楽しめる内容で大人気。

JR大和路線　平野駅

50名程度
月～金曜日（工場多忙日や他団体予約がある日は受入れ不可）

90分～120分（製品乾燥の待機時間に製造工程、サンプルの歴史のお話を行う。）
食品模型作り体験 (ケーキ or パフェ)

体　験

株式会社彫忠
所 在 地
アクセス

〒581-0039 八尾市太田新町1-248

匠の技を使った地車、蒲団太鼓、木彫り看板、神社の賽銭箱等
を製作。工場では、普段見ることのできないだんじりの組立作
業や彫刻作業、および模型の見学ができる。

大阪市営地下鉄　八尾南駅

月～金曜日　10:00 ～ 16:00 5～10名
50分～ 70分 ( 工場内での体験含む )
地車製作工程および模型見学 /蒲団太鼓、地車キーホルダー作り体験

工場・施設見学 体　験

株式会社ワイエムシートメタル
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒577-0065 東大阪市高井田中1-2-5
http://www.k-yms.co.jp/

精密板金加工、設計、製作を行い、医療器具や電子機器の筐体や
カバー等、薄板を中心としたセット品の加工を得意としている。
「脱・下請け、自社製品を！」と鉄製工作キット『小さな職人さん』
を製造・販売している。

近鉄奈良線　布施駅 /徒歩 15分

工場・施設見学 体　験講　演

①ものづくりとは
②仕事とは
③会社が求める人材とは
40～70分（要相談）

精密板金工場見学
要相談

①手作りキット製作②ステンドグラス製作

10～20名
30～60分

会場により異なる（大人数の場合、出張対応）
40～120分（内容により異なる）

月～土曜日10:30～16:30

ラピス株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒581-0835 八尾市小畑町2-33-13
http://www.lapis21.com/

歯ブラシの製造等、独自の技術を駆使し、高品質の商品を開発・製造
している。歯ブラシの生産日本ーの八尾から世界へ、“オーラルケア
のスタンダード製品”の地位を確立。工場では見学・体験、そして歯
ブラシにまつわるお話を通じ、歯や口腔の健康の大切さを体感できる。

近鉄大阪線　近鉄八尾駅 /徒歩10分

歯ブラシ等の製造工程見学 /歯ブラシの植毛体験

工場・施設見学 体　験
オーラルケア（口腔衛生）や
歯ブラシにまつわるお話、等
60分～

講　演

～20名
月～金曜日10:00～16:00

60～90分（体験時間含む）見学・体験
共通

マツダ紙工業株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒577-0827 東大阪市衣摺5-14-24
http://matsuda-siko.com

販売紙製品全般を製造・販売。東日本大震災復興のためダンボール
製間仕切りや女性用更衣室等を寄贈している。2011 年に「東大阪
市長賞」、「東大阪商工会議所賞」、「日刊工業新聞社賞」を、2012
年には「大阪府ものづくり優良企業賞2011 匠」を受賞している。

JRおおさか東線　長瀬駅

※ビデオ見学は15分～20分

工場・施設見学 体　験
モノづくりによる支援活動・
社会貢献について

講　演

火～金曜日　13:00～16:00
要相談 40～50分

月～金、祝日(出張可)

要相談
60～90分 60分

ダンボール相撲体験 /ダンボールの組み立て体験
ダンボール製造工程 /ビデオ見学

火～金曜日　13:00～16:00 10～15名
60～90分

日本電鍍工業株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒544-0004大阪市生野区巽北1-25-8
http://www.nihondento.co.jp/

化学研磨、亜鉛めっき、バレルメッキラック掛けめっき。小ロッ
トや試作、大型品から小さなものまで、質にこだわったモノづ
くりを行う。また、同業社とのネットワークも深く、より高い
技術と知識で幅広い対応ができる。

大阪市営地下鉄　北巽駅 /徒歩 15分

工場・施設見学講　演

体　験

株式会社ニシト発條製作所
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒577-0058東大阪市足代北1-6-10（本社工場）
http://www.nishito.com/

バネ技術一筋に研鑽を重ね、一級技能士を有する確かな技術を礎に
幅広く様々な種類のバネを製造・販売している。普段はあまり気付
かないが、バネはあらゆる所で使用されており、一見地味だがとて
も重要で魅力的な部品である。その製造過程を見学・体験できる。

近鉄奈良線　布施駅 /徒歩 10分

工場・施設見学

60～90分

営業土曜日の就業時間内を
基本とし、平日は要相談
20名 小学生～ 見学時間に含む

営業土曜日の就業時間内を
基本とし、平日は要相談
20名 小学生～

バネの製造工場（本社工場）見学 手巻きバネの製作等

http://monodukuri-kanko.com/

見学・体験
共通

見学・体験
共通

注 

意
お問い合わせ、お申込みは必ず観光推進協会までご連絡願います。協会が責任をもって
お手伝いさせていただきます。直接工場へお電話等をされますと、ご負担が大きくなり、
このプログラム自体の存続に支障が生じます。ご理解下さい。


