
受入れ時間アイコンの凡例 受入れ人数 所要時間 詳細 内容 推奨対象年齢

株式会社アート
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒572-0072 寝屋川市太間東町23-12
http://www.art-flexo.jp

ダンボール印刷のデザインおよび製版 ( 印版の製作 ) から印刷ま
でを行う。工場見学では、ダンボールにどのように文字が印刷さ
れていくのかを見ることができる。また、印刷業界内でもほとん
ど所有している会社はないというレーザー彫刻機は必見。

京阪本線　香里園駅

小中高～

ダンボールへ文字や絵が印刷されるまでの工程見学

工場・施設見学

月～土曜日　9:00～15:00
5～20名

60分～ 90分

相互製あん株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒581-0092 八尾市老原8-95-2
http://www.sogoseian.co.jp/

日本初の加糖あん専業メーカー。現在は機械生産だけでなく、
職人技も映えるひと手間かけたあんこ作りや技術を活かした食
品作りをしている。工場見学の他、あんの食べ比べなども体験
できる。

JR大和路線　八尾駅 /車10分

工場・施設見学講　演
あんこのある生活
30分

工場・施設見学

月～金曜日　10:00～16:00
あん類の製造工場見学 /あんのお話（説明）＋あんの食べ比べ

20名迄
60分（体験含む）

小学生～

工場・施設見学 体　験

要相談
欄間工房見学

10～20名
60分

要相談
コースター・ミニ彫刻額製作

35名
120分～180分

大阪欄間工芸協同組合
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒566-0062 摂津市鳥飼上3-5-21-101
http://osakaranma.com/

伝統工芸品である大阪欄間の伝統技術を継承し、各種欄間、欄
間の技法を利用した製品の製造・販売を行う。通商産業大臣（経
済産業大臣）から伝統的工芸品「大阪欄間」として、府知事か
ら大阪の伝統工芸品「大阪欄間彫刻・社寺建築彫刻」として指
定されている。

大阪モノレール　南摂津駅

大阪錫器株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒546-0031 大阪市東住吉区田辺6-6-15
http://osakasuzuki.co.jp/

伝統工芸品である錫器の製造・販売。「伝統にとらわれず、時代
のニーズにあった商品を開発することは、伝統工芸の世界では
大切なことだ」と今井社長。大阪浪華錫器は、1983年通産大臣(現
経済産業大臣 ) より、伝統的工芸品として認定されている。

近鉄南大阪線　今川駅

工場・施設見学

要相談

講　演
大阪錫器について
60分～90分
小中高生～

錫器製造工程見学
20名

小中高生～60分～90分

河内風鈴
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒578-0903 東大阪市今米2-4-3
http://www.kawatifuurin.com

河内風鈴とは、ガラスをリサイクルし手作りで作る風鈴で「大
阪府リサイクル製品」の認定を受けた工芸品である。
「ガラス風鈴を生産している工場は日本でも数件しか残っていな
いので、これを機に風鈴の良さが伝われば」と菅社長。

近鉄けいはんな線　吉田駅

工場内 /10名程度
別会場 /50名迄

ガラス判子作り体験

体　験工場・施設見学

10:00～16:00
ガラス風鈴の製造工程見学

15名程度
30分～ 40分 20分

有限会社木下彫刻工芸
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒596-0816 岸和田市尾生町三ヶ山580-2
http://horishi.jp/

70 年の伝統を誇り、社寺仏閣、居宅建築、太鼓台、地車など日
本の木彫刻を手掛ける。幅広く社会に貢献したとして大阪府知
事より大阪府知事認証「浪速の名工」貢献証を受けている。

ＪＲ阪和線　下松駅

工場・施設見学

月～土曜日10:00～16:00
彫刻工房内および完成品倉庫見学

5～10名程度
30分～ 60分

さくら精機株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒581-0814 八尾市楠根町2-61
http://www.sakura-seiki.co.jp/

身近な教育機器（理科の実験機器）や各種ボード等の開発・設計・
製造・販売。世界一・世界唯一の技術を誇る印刷・製本機器の
製造等、“変品種変量生産”と表現する“他社とは違うモノづくり”
を究める。

近鉄大阪線　近鉄八尾駅 /徒歩20分

ダミーダミー

工場・施設見学

月～金曜日　9:00～15:00（11:30 ～ 13:30を除く）
本社工場見学及びモノづくりの大切さ、設計のお話、等

80名迄
90分

第一木材工芸株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒544-0003 大阪市生野区小路東6-11-8
http://www.nagatake.net/

唐木仏壇（からきぶつだん）を製造。大阪唐木仏壇は、唐木の
堅牢さと銘木の木材の美しさを生かした漆のふき仕上げが特徴。
昭和 60 年 (1985）、大阪府知事により伝統工芸品に指定されて
いる。

近鉄奈良線　布施駅

5～10名5～10名
におい袋製作体験月～金曜日　9:00～16:00

60分（体験含む）
唐木銘木仏壇の製造工程

体　験工場・施設見学

60分（工場見学プログラム含む）

株式会社田中家具製作所
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒596-0002 岸和田市吉井町1-19-8
www.hatune-kagu.com

大阪泉州桐箪笥（きりだんす）の製造・販売。良質の桐材を用
いた大阪泉州桐箪笥の産地としての生産量は少ないものの、代々
受け継がれてきた技によってこだわりを持って製作。経済産業
大臣より『伝統的工芸品』の指定を受けている。

JR阪和線　久米田駅

桐箱作り体験/桐製の花台作り体験
5～10名
60分

工場・施設見学 体　験

5～10名
10:00～16:00

30分
箪笥の製造工程

株式会社谷尾
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒563-0341 豊能郡能勢町宿野1081-1
http://www.sairei-tanio.com/

祭礼具・神具・旗等の製造。日本の伝統工芸品やイベントのの
ぼり等も制作している。「祭礼具の技術を通し、日本文化への理
解や親しみを深めていただければ」と谷尾社長。

能勢電鉄妙見線　山下駅 / 車 30分

祭礼具製造現場の見学、お話により祭りを
通した日本文化への理解を深める。
20名 約60分

工場・施設見学

20名 約60分
御輿制作の作業見学（8月末～9月限定）

工場・施設見学

月～金曜日 
10:00～17:00

井上スダレ株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒586-0086 河内長野市天野町1014-1
http://www.sudare.co.jp/

木製スダレ、竹製スダレ、竹製品の製造・販売。日本古来の伝
統工芸品であるスダレに、現代風のアレンジを加えた製品が多
くある。また、難しいとされる竹製スダレの防災加工や、独自
の特許技術で長期間の使用でも反らない木製品の製品化に成功
している。

南海高野線　河内長野駅 /車約20分

※40名の受入も可能。その場合は、別室で説明をしてから資料館の見学。

工場・施設見学 体　験講　演
簾の歴史や伝統的な
製作方法について

20名

30分～60分 10才～

すだれ資料館の見学
（館内案内、ビデオ上映）

A4サイズの
スダレ作り

60分 小学生～ ８才～20分～30分

講演・見学・体験共通

月～金曜日 
10:00～16:00 20名 中学生～

見学・体験合わせ（60～90分）

カネエム工業株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒581-0813 八尾市泉町1-93
http://www.kanem.com/

ジーンズの金属釦（ぼたん）等を製造するファスニング資材の
専業製造メーカー。原材料（真鍮）から打ち出し～仕上げまで、
顧客の要望に合わせ一貫生産している。

近鉄大阪線　近鉄八尾駅 /徒歩15分

釦の組み立て作業（色等を選んで）。
組み立てた釦は記念に持ち帰り可

金属製釦のお話、等
60分

体　験講　演 工場・施設見学
金属製釦（ボタン）の
組み立て・プレス・色づけ、等

見学・体験
共通

※40名の受入も可能。その場合は、別室で説明をしてから資料館の見学。

株式会社広栄社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒586-0037 河内長野市上原町885
http://www.cleardent.co.jp/

日本で唯一、歯の健康に良いとされる「三角錐形」のつまよう
じを製造。講演を行う稲葉会長は、日本歯科保存学会に講演を
依頼されるなど、口腔衛生のスペシャリスト。社内には、つま
ようじ資料室を併設している。

南海高野線　河内長野駅 /車約５分

工場・施設見学講　演
口腔ケア用品の歴史と日本のものづくり 60分～

18才～

つまようじ資料館
（見学＋デンタルケアについての説明）
20名～25名 60～90分 18才～

つま楊枝からのデンタルケア━
歯木（ダンタカーシュカ）からのものづくり

月～水、金曜日
（出張不可）
10～15名
30～45分

株式会社カツロン
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒581-0042八尾市南木の本2-74-1（八尾工場）
http://www.katsulon.co.jp

樹脂素材応用製品のメーカー。電車やバスのドアのパッキン等、
合成樹脂を押出成形し多様な製品を作り出す。世界初の押出成
形と射出成形の長所を融合させた三次元ハイブリッド製法は特
許を取得している。

大阪市営地下鉄　八尾南駅

工場・施設見学講　演
樹脂素材応用製品の製造工程見学
月～水、金曜日の10:00～12:00 13:00～15:00
10名～15名
30～40分

小中高生～

佐竹ガラス株式会社（流工房）
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒594-0005 和泉市幸 2-11-30
http://www.satake-glass.com/

トンボ玉や装飾品、国内唯一の戦前から続く工芸用カラーロッ
ドなどの製造・販売。
工場のある建物群は国の登録有形文化財に指定されている。
工場ではカラーロッドの作業工程が見学できる。

JR阪和線　信太山駅 /徒歩 10分

見学（トンボ玉、カラーロッド作り）＋体験（トンボ玉作り）
20名～ 40名火、水、木曜日　9:30 ～ 14:00

工場・施設見学 体　験

見学・体験
共通

中学生～

中はからっぽ！
トイレットペーパーの芯

製缶、板金加工、ステンレス加工、
レーザー加工等の見学

月～土曜日 出張可

60～90分

トイレットペーパーの
芯を使った作品作り
月～土曜日 出張可
工場見学に含む

小学生～
月～土曜日の 10:00 ～16:00
※土曜には休業の場合も有り
60～90分

～ 20名
見学・体験共通

株式会社桑田金属製作所
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒537-0003大阪市東成区神路3-2-8
http://www.kuwata.co.jp

精密板金、製缶加工、ステンレス加工等。市内で初めてレーザー
加工機を導入。レーザー加工機を使って「切・曲・技・組」をベー
スに熟練技術職人が自由な発想で作品を仕上げる。

大阪市営地下鉄　新深江駅 /徒歩 10分

工場・施設見学 体　験講　演

化学機械、同装置製造工場の見学、
製丸についての話。
月～金曜日 10:00～16:00

60～90分～ 20名 中学生～

小池鉄工所株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒537-0002大阪市東成区深江南2-5-26
http://www.nps-net.com/koike/

粉体原料を球形に成型する高性能製丸機を製作。身近にある丸
粒状のお菓子から丸薬などの球体を製造する会社。トータル製
丸システムとして全工程の機械が作れるオンリーワン企業。
球体を追求し続け76年。
どんな物体が丸くなるのか？球体造りに挑戦を続ける。

大阪市営地下鉄　新深江駅

工場・施設見学

体　験

月～金曜日 9:00～17:00
120分50名 中学生～

月～金曜日 9:00～17:00
要相談：60分～全日

20名
中学生～

飛鳥ワイン株式会社
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒583-0842羽曳野市飛鳥1104
http://www.asukawine.co.jp/

この地方の葡萄栽培の歴史は古く今から400 年前に日陰樹として栽
培されたことに始まる。昭和 3年には周辺地域をあわせ栽培面積が
1,000ヘクタールを超え山梨県を抜いて全国1位となった。
飛鳥ワインでは化学肥料を使用しない、樹と草を共生させるなど環
境に配慮した取り組みで、エコ農産物の認証や奨励賞を受けている。

近鉄南大阪線　上ノ太子駅 /徒歩 5分

工場・施設見学
広大なぶどう畑でワイン用ぶどう栽培や、詳しい醸造
過程などを作り手の説明で見学。
見学後、テイスティングも可能。（成人のみ）

講　演
日々の何気ない変化1つ1つに気付くことの大切さ・
仕事をしながらの趣味の持ち方（実演込みでの講演）

40～120分（要相談） 60～90分

体　験

第二火・水曜日以外可
第二火・水曜日以外可

15～35名
15～35名

小中高生～ 小学校高学年～

Ango family Kirittai（キリッタイ）
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒578-0903 東大阪市今米1-6-43
http://kirittai.info/

立体切紙の販売・立体切紙教室の実施。切絵とは違い、文字通り
立体になっている一枚の紙で作られた作品は、まるで生きている
かのように見える。『「自分は今何をすべきか、どうあるべきか」
を考えられる大人に成長して欲しい』という想いを講演を通して
伝える。

近鉄けいはんな線　吉田駅

立体切紙の製作体験

月～金曜日 10:00～16:00

10～20名
60分(工場内での体験時間も含む)

有限会社アートステージ
所 在 地
HPアドレス
アクセス

〒577-0067 東大阪市高井田西3-2-20
http://www.art-stage.com

印刷、紙器製造及び商品輸入を行う。「正品を創る」をモットー
に昭和 63 年創業。「紙器製造術のうち、特に貼函 ( 布や紙、皮
などを貼り付けた函のこと ) の技術を未来に継承し、楽しんで紙
器を作ることで社会に貢献できれば」と小宮路社長。

近鉄奈良線　布施駅

工場・施設見学 体　験

紙器パッケージ作り体験

紙器製造工程見学

※出張体験講座

※多忙日不可

ぶどう畑の栽培

※出張体験


