イメージ紹介動画QRコード

教育旅行用

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー
コミュニケーション強化

広島県府中市発「ものづくりのまちツアー」
府中市と地元企業が一丸となってのものづくり体験商品
人口に比べて企業数や製造品出荷額が多い広島県府中市は、『ものづく

モチベーションアップ

り』の町として知られています。ここには様々な業種が存在しており、独
自の技術、開発による付加価値の高い『ものづくり』が行われています。
この創造的スピリットの旺盛な産業観光都市を目指す府中市に来て見て感
じてください。
（イメージ写真）

▶ならではポイント
を行います。

その後、機械、金属、木工、特産品から興味のある業種を
見学又は体験。
事前、事後学習ノートを活用し、ワンランク上のものづく
各企業・施設では換気やアルコール消毒・検温といった安
心安全対策を強化しています。
(イメージ写真）

（イメージ写真）

▶見学・体験代金
小学生～高校生 おひとり様 2,300円
教職員

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

おひとり様 1,000円

ミーティング＆イベント

り観光ツアーを目指しています。

人材
材育
育成
成・
・学
学び
び
人

府中市の産業史、これからの展望等を主としての講演
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー

(販売施設) 大屋冨幸(おおやふこう)
(特

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

大屋冨幸弁当 例（特選）

まさご弁当 例（特選）

大屋冨幸弁当 例（基本）

まさご弁当 例（基本）

ミーティング＆イベント

まさご昼食 例

長）国道486号線に立地し道中にご利用いただけます。
府中味噌の味噌汁と新鮮な素材を活かしたお食事が
自慢です。
団体にもご利用可能。車、バス駐車場あり。
50名様他小グループ用個室あり。
季節によりお弁当も可能です。
（住
所）〒726-0013 広島県府中市高木町539-1
(連 絡 先) 0847-45-8877

人材
材育
育成
成・
・学
学び
び
人

大屋冨幸昼食 例

（特

モチベーションアップ

長) 府中の特産品である府中味噌を使用した味噌汁、
あえ物の他、刺身、天ぷら、煮物と満足していただける
お食事をご用意しております。
70名様他小グループ用個室あり。
車、バス駐車場あり。弁当配達可能。
(住
所) 〒726-0002 広島県府中市鵜飼町574-4
(連 絡 先） 0847-45-4583

（販売施設）まさご

コミュニケーション強化

▶昼食・弁当のご案内(弁当配達は府中市内に限ります）

食事案内
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈リョービ株式会社〉

リョービ工場見学
リョービは1943年12月にダイカストメーカーとして出発し、独自の技術を
培いながら、 主に自動車産業向けにさまざまな構成部品を作り出している
府中市を代表する企業の一つ。一方で、そうした技術と経験を活かし、建築
用品、印刷機器などの完成商品分野へ事業を展開しています。

Photo Library

Photo Library

Photo Library

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
10:40～11:00
11:00～12:00
12:10～

恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
会社案内
①ダイカスト工場②印刷機器工場③印刷機のデモンスト
レーション
オプションにて昼食可能

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
14:10～14:30 会社案内
14:30～15:30 ①ダイカスト工場②印刷機器工場③印刷機のデモンスト
レーション

※参加者にはロゴマーク入り記念品を差し上げます。

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

・所要時間︓約150分(食事含まず)
・対応可能人員︓20名～40名
・設定期間︓通年
・設定除外日︓土、日等当社休日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場見学時はヘルメット、保護
メガネ着用。
工場内は常に換気をしておりま
す。

▶交通アクセス
リョービ株式会社
広島東工場
〒726-0002
府中市鵜飼町800-2
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約15分
ＪＲ福山駅から約40分
（駐車場)
工場内無料駐車場あり
乗用車10台、バス2台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

▶その他補足情報

人材育成・学び

午後の部
12:00～
13:00～14:00

モチベーションアップ

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈株式会社北川鉄工所福山工場〉

北川鉄工所福山工場見学
北川鉄工所は創業100周年をむかえた府中市を代表する企業の一つ。金属素形材、
産業機械、工作機器の3事業分野がある。今回は福山市北部にある自動車部品を
製造する福山工場の見学となります。福山工場は、キタガワマテリアルテクノロ
ジーカンパニーのマザー工場としての機能を持っています。1500℃の高温の鉄
が溶けて流れる迫力あるシーンと鋳造部品の加工工場を見ることが出来ます。

午後の部
12:00～
13:00～14:00

Photo Library

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
工場見学

※府中市の講演、食事会場から北川鉄工所福山工場まで片道30分かかりますの
で予めご了承下さい。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

▶その他補足情報
・所要時間：約150分
・対応可能人員：20名～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場見学時はヘルメット、保護
メガネ着用。
工場内は常に換気をしておりま
す。

▶交通アクセス
株式会社北川鉄工所
福山工場
〒720-2413
広島県福山市駅家町大字法成寺
1613-10
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約25分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約35分
ＪＲ福山駅から約20分
（駐車場)
乗用車10台、バス3台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

※掲載写真はイメージです。

Photo Library

人材育成・学び

14:30～15:30

Photo Library

モチベーションアップ

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
11:00～12:00 工場見学
12:30～
オプションにて昼食可能

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈株式会社北川鉄工所下川辺工場〉

北川鉄工所下川辺工場(しもかわべこうじょう)見学
北川鉄工所は創業100周年をむかえた府中市を代表する企業の一つ。金属素形材、
産業機械、工作機器の3事業分野がある。今回はキタガワ マテリアル テクノロ
ジー カンパニーの下川辺工場は鋳造ラインはAPK・SMVの2つの生型鋳造ライ
ンとロストワックスの精密鋳造ラインを持ち、高い品質管理能力を発揮するとと
もに、環境負荷にも配慮しています。

午後の部
12:00～
13:00～14:00

Photo Library

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
工場見学

※府中市の講演、食事会場から北川鉄工所下川辺工場まで片道15分かかります
ので予めご了承下さい。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

▶その他補足情報
・所要時間：約165分
・対応可能人員：20名～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場見学時はヘルメット、保護
メガネ着用。
工場内は常に換気をしておりま
す。

▶交通アクセス
株式会社北川鉄工所
下川辺工場
〒726-0027
広島県府中市篠根町1000
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約45分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約10分
ＪＲ福山駅から約55分
（駐車場)
乗用車10台、バス3台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

※掲載写真はイメージです。

Photo Library

人材育成・学び

14:15～15:45

Photo Library

モチベーションアップ

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
10:45～12:15 工場見学
12:30～
オプションにて昼食可能

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈株式会社北川鉄工所甲山工場〉

北川鉄工所甲山工場（こうざんこうじょう）見学
創業100周年をむかえた府中市を代表する企業の一つ。金属素形材、産業機械、
工作機器の3事業分野があり、このコースは広島県世羅町にある産業機械事業の
ビル建設用クレーンを製造する甲山工場の見学となります。巨大なクレーンの
パーツやキャビンを組立てる工程を見ることが出来ます。また、運が良ければ敷
地屋外に組上がったクレーンを間近で見学できるかもしれません。

14:30～15:30

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
工場見学

※府中市の講演、食事会場から北川鉄工所甲山工場まで片道30分かかりますの
で予めご了承下さい。

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

Photo Library

▶その他補足情報
・所要時間：約150分
・対応可能人員：20名～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場見学時はヘルメット、保護
メガネ着用。
工場内は常に換気をしておりま
す。

▶交通アクセス
株式会社北川鉄工所
甲山工場
〒729-3302
広島県世羅郡世羅町川尻２４３４
−１
(交通アクセス）
中国やまなみ街道世羅IC
から3分
ＪＲ福山駅から約45分
（駐車場)
乗用車５台、バス２台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

Photo Library

人材育成・学び

午後の部
12:00～
13:00～14:00

Photo Library

モチベーションアップ

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
11:00～12:00 工場見学
12:30～
オプションにて昼食可能

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈株式会社ニチマン〉

ニチマン工場見学

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
10:35～11:50 ビデオ説明、工場訪問
12:00～
オプションにて昼食可能

14:05～15:20

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
ビデオ説明、工場訪問

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

Photo Library

Photo Library

▶その他補足情報

▶交通アクセス

・所要時間：約140分(食事含まず)
・対応可能人員：20名～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場内は常に換気をしておりま
す。
・企業HP
http://www.nichiman.co.jp/

株式会社ニチマン
本社
〒726-0005
広島県府中市府中町74-1
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約15分
ＪＲ福山駅から約40分
（駐車場)
乗用車 約10台
車で1分の場所に無料駐車場
あり(乗用車40台、バス3台)

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

Photo Library

人材育成・学び

午後の部
12:00～
13:00～14:00

Photo Library

モチベーションアップ

ニチマンの自社工場で、革製スニーカー「スピングルムーヴ」の製造工程を
見学。
「スピングルムーヴ」はニチマンが手掛ける自社ブランド。足入れや履き心
地の良さに加えて、デザイン性の高いフォルムが国内外で人気を博す。手作
業を重んじ、職人が1足づつ丁寧に成型する。 ブランドは2002年にスタート。
現在は備後のものづくりを国内のみならず海外にも発信している。広島出身
の芸能人も愛用する。
ゴムメーカーとして創業した府中市の自社工場には80年以上の歴史があり、
得意な技術を磨いてより良い製品作りを今日まで続けている。

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈土井木工株式会社〉

土井木工工場見学
かつて婚礼家具の産地として全国に知られた府中家具。
※蟻組(ありぐみ)などの伝統的な職人の技が今も受け継がれている。
今回の工場は、大手府中家具メーカーで、木取から加工、組立て、
仕上げにいたる工程を分かりやすい説明を聞きながら工場見学が出来る。

Photo Library

Photo Library

Photo Library

※蟻組：板と板を直角に接ぐ方法の一つ。引き出し等で板どうしを張り付ける。

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
10:35～11:50 工場見学、スマートフォンスタンドつくり
12:00～
オプションにて昼食可能

14:05～15:20

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
工場見学、スマートフォンスタンドつくり

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

▶交通アクセス

・所要時間：約140分(食事含まず)
・対応可能人員：20名～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
１月～３月の予約は要相談
・安心安全対策
密を避けるため、数グループに
分ける場合があります。
工場内、扉を開け換気をしてい
ます。

土井木工株式会社
〒726-0004
広島県府中市府川町57-1
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約15分
ＪＲ福山駅から約40分
（駐車場)
車で5分の場所に無料駐車場
あり
乗用車40台、バス3台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

▶その他補足情報

人材育成・学び

午後の部
12:00～
13:00～14:00

モチベーションアップ

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈みそや本家中村家〉

中村屋味噌蔵見学・体験
山と川の自然豊かな味噌のまち「府中市」。古い町並みが保存される「石州
街道」沿いに府中味噌の蔵元「中村味噌」はあります。
府中味噌は約400年の歴史があり、その伝統は今なお受け継がれ地元で愛さ
れ続けています。

午後の部
12:00～
13:00～14:00

Photo Library

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
説明、味噌蔵見学、味噌作り体験

※味噌作りは１樽あたり５名とします。
※当日はエプロン、三角巾を持参してください。
※約半年後、味噌が熟成してから発送します。(別途送料必要）

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

▶その他補足情報
・所要時間：約130分(食事含まず)
・対応可能人員：20名～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
11月初旬～12月後半
・安心安全対策
味噌蔵内は常に換気をしており
ます。

▶交通アクセス
みそや本家中村屋
〒726–0003
広島県府中市元町497‐1
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約15分
ＪＲ福山駅から約40分
（駐車場)
車で5分の場所に無料駐車場
あり
乗用車40台、バス3台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

※掲載写真はイメージです。

Photo Library

人材育成・学び

14:10～15:10

Photo Library

モチベーションアップ

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
10:40～11:40 説明、味噌蔵見学、味噌作り体験
12:00～
オプションにて昼食可能

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈オリジナル木工制作〉

オリジナル木工制作体験
婚礼家具の産地として全国に知られた府中家具、蟻組などの伝統的な職人の技
が今も受け継がれている府中市で木工品作りにチャレンジ。切断、組立、仕上
げにいたるものや切断、組立、塗装、デコレーション工程のコースを用意して
います。
廃材利用の木工作りも用意できます。(要相談)
旅の記念品、日用品にぴったりです。

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
10:40～12:00 オリジナル木工品制作
12:10～
オプションにて昼食可能

14:10～15:30

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
オリジナル木工品制作

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。
※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

Photo Library

③作品例(切断、組立）

Photo Library

⑤作品例（事前に動物か椅子タイプを選択)
(切断、組立）

▶その他補足情報
・所要時間：約150分(食事含まず)
・対応可能人員：20名～30名
・設定期間：通年
・設定除外日：木曜
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
消毒剤の設置、２４時間館内換気シ
ステムにて空気の入れ替え。

▶交通アクセス
府中市こどもの国ポムポム
〒726-0021
広島県府中市土生町1581-7
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約15分
ＪＲ福山駅から約40分
（駐車場)
車で5分の場所に無料駐車場
あり
乗用車40台、バス3台

ミーティング＆イベント

午後の部
12:00～
13:00～14:00

②作品例(切断、鏡貼り、デコレーション）

人材育成・学び

会場
府中市こどもの国ポムポム

①作品例(切断、組立、塗装)

Photo Library

モチベーションアップ

【メニュー】
希望メニューは事前にお知らせください。(実施日3週間前)
電動のこぎりを使用しないコースも用意できます。(要相談)
①時計
②手鏡
③テープカッター
④写真スタンド
⑤スマートフォンスタンド(犬型又は椅子型）

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈株式会社タテイシ広美社〉

タテイシ広美社工場見学

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。
※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

Photo Library

Photo Library

▶その他補足情報
・所要時間：140分(食事含まず)
・対応可能人員：10名〜20名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場内、扉を開け換気をしてい
ます。
・企業HP
https://t-kobisha.co.jp/

▶交通アクセス
株式会社タテイシ広美社 本社
〒726-0025
広島県府中市河南町114
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約50分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約10分
JR福山駅から約50分
(駐車場)
近隣に駐車場あり
（乗用車10台、バス1台）

ミーティング＆イベント

カッティングシート製作体験▶

Photo Library

人材育成・学び

タイムスケジュール
午前の部
9:30〜10:30 恋しきまたはその他会場にてものづくり公演
人数によって会場は変わります
10:45〜11:00 会社案内
11:00〜11:50 製造工程見学（工程・製品）
看板に使うカッティングシート製作体験
12:05〜
オプションにて昼食可能
午後の部
12:00〜
オプションにて昼食可能
13:00〜14:00 恋しきまたはその他会場にてものづくり公演
人数によって会場は変わります
14:15〜14:30 会社案内
14:30〜15:20 製造工程見学（工程・製品）
看板に使うカッティングシート製作体験

Photo Library

モチベーションアップ

手描き看板からＬＥＤまで、広島県の山間部から日本全国の景色を変える会
社から、21世紀の働き方、事業の起こし方を学ぶ。
タテイシ広美社は広島県にある看板からLEDの電光表示器までを手掛ける
メーカー。
人口4万人の府中市に根ざしながらも、陸はJR高輪ゲートウェイ駅、海は東
京国際クルーズターミナル、空は成田空港と日本の中心部において独自製品
が使われている、オンリーワン企業。
若手が多く活躍する同社は、新規事業を数多く起こし、昨今ではアクリルパ
ネルなどコロナウイルス対策機材で、工場がフル稼働状態になっている。
同社の工場見学を通して、地方・都市問わずどの地域にいても活躍できる働
き方、事業の起こし方などについてヒントを得る。

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈株式会社オガワエコノス〉

オガワエコノス本山工場(もとやまこうじょう)
又は鵜飼工場(うかいこうじょう)見学
株式会社オガワエコノスは1964年に設立され、広島県府中市を拠点に廃棄物の
収集・処理業務を行う。トイレの水回り業務を行うアクア事業、企業・家庭の
廃棄物の選別・リサイクルを行う中間処理業務、廃棄物から石炭代替燃料を製
造するRPF固形燃料製造業務を柱に全国展開している。

14:40～16:00

オプションにて昼食可能
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
工場見学

工場、コースについては学校との打合せ後、決定します。

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

▶その他補足情報
・所要時間：約150分(食事含まず)
・対応可能人員：～40名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
密を避けるため、数グループに
分ける場合があります。
工場内、換気をしています。

▶交通アクセス
株式会社オガワエコノス本山工場
〒726-0001
広島県府中市本山町530-85
又は
株式会社オガワエコノス鵜飼工場
〒726-0002
広島県府中市鵜飼町800-113
(交通アクセス）
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約30分
ＪＲ福山駅から約40分
（駐車場)
バス2台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア
教育、eポートフォリオに活用して下さい。

Photo Library

人材育成・学び

午後の部
12:00～
13:00～14:00

Photo Library

モチベーションアップ

タイムスケジュール
午前の部
9:30～10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場は変わります
10:40～12:00 工場見学
12:30～
オプションにて昼食可能

Photo Library

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈広島銘木産業株式会社〉

広島銘木産業工場見学・体験

Photo Library

Photo Library

Photo Library

Photo Library

モチベーションアップ

木工のまちとして全国に知られた「府中市」。
ここに、国内はもとより世界各国の銘木からツキ板を製作する「広島銘木産
業」はあります。
ここでは、原木がツキ板になるまでの工程を見学でき、ツキ板が日常のどんな
ところで使われているのか、また木のどんなところが人に良いのかなど説明付
きで学習することができます。またツキ板を使った壁飾りアートパネルづくり
もできます。
【ツキ板を知っていますか？】
ツキ板は大自然の中に育まれた原木を薄くスライスする製法で、家具や建築物
の内装、楽器などの装飾表面材として広く使用されています。ツキ板は正真正
銘の天然木製品で皆様の周りにもたくさん使われています。

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等

▶ツキ板

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

・所要時間 :140分(食事含まず)
・対応可能人員:10名～20名
・設定期間 : 通年
・設定除外日 :土、日、祝日、
GW、お盆、年末年始、
1月～3月(繁忙期)
・安心安全対策
消毒剤の設置、工場内は常に
換気をしております。
・企業ＨＰ
https://hiromei.jp

▶交通アクセス
広島銘木産業株式会社
〒726-0023
広島県府中市栗柄町433-1
(交通アクセス)
山陽自動車道
福山東ICから約40分
福山西ICから約30分
三原久井ICから約40分
中国やまなみ街道
尾道北ICから約15分
JR福山駅から約40分
(駐車場)
工場内無料駐車場あり
乗用車2台、バス2台

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

▶その他補足情報

人材育成・学び

タイムスケジュール
午前の部
9:30〜10:30
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場変わります
10:40〜11:50
工場見学
壁飾りミニインテリアウォールパネルつくり
ミニインテリアウォールパネルはお持ち帰りください
12:00〜
オプションにて昼食可能
午後の部
12:00〜
オプションにて昼食可能
13:00〜14:00
恋しき又はその他会場にてものづくり講演
人数によって会場変わります
14:10〜15:20
工場見学
壁飾りミニインテリアウォールパネルつくり
ミニインテリアウォールパネルはお持ち帰りください
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈豊田産業株式会社〉

豊田産業工場見学

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。
※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

Photo Library

Photo Library

▶その他補足情報
・所要時間：140分(食事含まず)
・対応可能人員：10名〜20名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
・安心安全対策
工場内、扉を開け換気をしてい
ます。
手指消毒実施。
・企業ＨＰ
https://oitachi.com

▶交通アクセス
豊田産業株式会社
〒726-0026
広島県府中市三郎丸町238
(交通アクセス)
山陽自動車道福山東IC
から約50分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約10分
JR福山駅から約50分
(駐車場)
無料駐車場あり
(車10台、バス1台）

ミーティング＆イベント

ペン立て▶

Photo Library

人材育成・学び

タイムスケジュール
午前の部
9:30〜10:30 恋しきまたはその他会場にてものづくり公演
人数によって会場は変わります
10:45〜10:55 会社案内
10:55〜11:50 製造工程見学（工程）
木のペン立てつくり 完成品はお持ち帰りください
12:05〜
オプションにて昼食可能
午後の部
12:00〜
オプションにて昼食可能
13:00〜14:00 恋しきまたはその他会場にてものづくり公演
人数によって会場は変わります
14:15〜14:30 会社案内
14:30〜15:20 製造工程見学（工程）
木のペン立てつくり 完成品はお持ち帰りください

Photo Library

モチベーションアップ

家族が作る、家族の成長を祝う木製品を生み出す。
跳び箱を模した小物入れ等ユニークで馴染み深い製品開発。
300年続く家具産地、府中では婚礼タンスなどの人々の門出をお祝いするも
のが数多く作られてきた。
豊田産業ではその系譜を引継ぎ、現代のライフスタイルに適した桐材を使っ
た、可愛らしくて実用的なギフト雑貨などを作っている。
馴染みやすい、雑貨が生まれる工程を見る。その後、木の雑貨作り体験を行
いながら、豊田ファミリーの「ものづくりにかける思いや願い」を聞く。
それにより、使い手に共感するものづくりの醍醐味を体感します。

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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広島県
府中市

びんご府中ものづくりのまちツアー〈金光味噌株式会社〉

金光味噌蔵見学・体験

Photo Library

Photo Library

▶その他補足情報
・所要時間：140分(食事含まず)
・対応可能人員：10名〜20名
・設定期間：通年
・設定除外日：土、日、祝日
GW、お盆、年末年始
11月中旬～12月後半
・安心安全対策
工場見学時はメッシュ帽など着用
工場内、扉を開け換気をしてい
ます。
・企業ＨＰ

https://www.kanemitsu-miso.co.jp

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

▶交通アクセス
金光味噌株式会社
〒726-0005
広島県府中市府中町628
(交通アクセス)
山陽自動車道福山東IC
から約40分
中国やまなみ街道尾道北IC
から約15分
JR福山駅から約40分
(駐車場)
車で5分の場所に無料駐車場
(車30台、バス3台）

ミーティング＆イベント

・特典：事前事後学習ノートを提供しますのでキャリア教育、
eポートフォリオに活用して下さい。

Photo Library

人材育成・学び

タイムスケジュール
午前の部
9:30〜10:30 恋しきまたはその他会場にてものづくり公演
人数によって会場は変わります
10:40〜10:50 会社案内
10:50〜11:50 製造工程見学（工程・各種デジタル機器）
味噌玉つくり
12:00〜
オプションにて昼食可能
午後の部
12:00〜
オプションにて昼食可能
13:00〜14:00 恋しきまたはその他会場にてものづくり公演
人数によって会場は変わります
14:10〜14:20 会社案内
14:20〜15:20 製造工程見学（工程・各種デジタル機器）
味噌玉つくり

Photo Library

モチベーションアップ

IOTやロボット、21世紀型ものづくりと伝統を融合させ海外に進出。
日本企業が生まれ変わるヒントを得る。
江戸時代から続く味噌産地にある同社は、伝統的な味噌作りをしながらも、も
のづくりのIOT化・デジタル化に挑戦している。
味噌蔵における味噌作りの現場を見ながら、その中で職人の勘を補うセンサー
やコンピューターなどの器具をどのように駆使しているかを確認する。
一見相反する、伝統とデジタル化の挑戦を知ることで、日本のものづくりの未
来を予見する。
そして、ワークショップとして、他の調味料や同社の味噌を使った味噌玉をオ
リジナルで作る中で、味噌の今風の楽しみ方を学ぶ。（味噌玉は持ち帰れま
す）

コミュニケーション強化

▶プログラムの流れ・タイムスケジュール・メニュー等
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びんご府中ものづくりのまちツアー

福山ニューキャッスルホテル

リーガロイヤルホテル広島

住所：広島市福山市三之丸町8-16

住所：広島県広島市中区基町6-78

TEL：084-922-2121

TEL：082-502-1121

カンデオホテルズ福山

グランドプリンスホテル広島

住所：広島県福山市御船町2-8-20

住所：広島県広島市南区元宇品町23-1

TEL：084-932-7500

TEL：082-2256-1111

福山まるごと体験推進協議会（民泊）
（事務局

内海観光協会）

尾道市

住所：広島県福山市内海口2407

尾道国際ホテル

TEL：084-986-3561

住所：広島県尾道市新居浜1-13-6

Memo

モチベーションアップ

広島市

コミュニケーション強化

福山市

宿泊施設一覧

TEL：0848-25-5931

神石高原町観光による地域つくり協議会(民泊)

呉市

神石高原町山里暮らし体験交流協議会(民泊)

ホテルクレシオ呉本通り

（事務局

住所：広島県呉市本通3-4-10

（一社）神石高原町観光協会）

住所：広島県神石郡神石高原町坂瀬川5146-16

TEL：0823-32-5108

庄原市
庄原市さとやま体験交流協議会 (民泊)
住所：広島県庄原市新庄町291-1
TEL：0824-75-0173

※掲載写真はイメージです。

※料理内容・器は季節によって異なる場合がございます。

ミーティング＆イベント

TEL：0847-85-2201

人材育成・学び
人材育成・学び

神石高原町
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