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津山圏域オープンファクトリー

平成３０年７月２７日（金）～２８日（土）９時～１６時
（各工場・会社により見学時間等は異なります）

～工場・会社の魅力を発見！
みんなが参加できる見学会～

【５つの魅力】
①色んな会社を直接見学ＯＫ
②楽しいものづくり体験がたくさん
③スタンプラリーで景品をＧＥＴ（大学・短大・小中高生、幼児のみ）
④このパンフレット持参で指定路線のバスに無料で乗車ＯＫ
⑤夏休みの自由研究用シートやものづくり体験で宿題クリア

公式ガイド２０１７

第１回



津山圏域オープンファクトリーパンフレット掲載イメージ Ｐ１

津山圏域には魅力的なものづくりの会社がたくさん！
「津山圏域オープンファクトリー」はそんな会社を誰でも直接見て、聞けて、体験できる
１年に１度だけ、一斉に公開する貴重な機会です。

津山圏域オープンファクトリーとは？

①ガイドブックを片手にお目当ての会社をたくさん見学しよう！
普段近くを通ってるあの会社、お父さんやお母さんが働いている会社、前から気になっていた会社
ガイドブックで行きたい会社を見つけて１日の計画を立てよう！
たくさんの会社を見学してスタンプを集めると景品がＧＥＴできるよ !(^^)!

津山圏域オープンファクトリーの楽しみ方

②ものづくり体験に参加しよう！
面白いものづくり体験メニューがたくさんあるよ。予約が必要な体験が多いので注意してね。

③バスに乗ってみよう！
当日はガイドブックを見せると無料でバスに乗れるよ。（親子で１冊でも大丈夫）
ＭＡＰの裏のバスの時刻表を見て、計画的に回ってみよう！

②写真撮影は一声かけてね
会社によっては機械や製品の写真・動画の撮影ができないことがあるよ。

⇒工場内、製品等を撮影したいときは会社のスタッフに一声かけてください。

会社見学のルール

①会社の人の指示を守ってね
・立入禁止のところには入らないでね。
・勝手に機械や製品に触らないでね。
・スペースなどの関係で入場を制限することがあるよ。
⇒各会社のスタッフに従って見学下さい。

③駐車場以外のところに駐車しないでね
決められたところに駐車してください。
⇒駐車場に目印ののぼりがあればそこが駐車場です 。

④小学校以下のお子様は保護者と一緒に参加してね

④夏休みの宿題も片づけちゃおう！
会社のことを見て聞いてシートに書いたら自由研究に！
ものづくり体験で作品も作れるよ(^^)/

⑤参加したことをＳＮＳで発信して景品をＧＥＴしよう！
会社見学やものづくり体験の様子を「#津山圏域オープンファクトリー」のハッシュタグを付けて
Instagram、Twitter、Facebookに投稿すると、もれなく景品をＧＥＴできます。（大人もＯＫ）
投稿した画面をスタンプラリーゴール地点（津山市役所東庁舎） でスタッフに見せてね。



景品説明
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津山圏域には魅力的なものづくりの会社がたくさん！
たくさんの会社を見学してくれた子供さん（大学・短大・高校生以下の方）に
景品をプレゼントします！（下の⑤のみ大人もＯＫ！）
見学した会社、施設で公式ガイドにスタンプを押して、集まったら
ゴール地点（津山市役所東庁舎1F）に持ってきてください。
（受付時間：7/27・28とも9時～17時半）
※景品は先着順で無くなり次第終了致します。ご容赦下さい。

スタンプラリーの楽しみ方

④ＳＮＳで発信して景品ＧＥＴ！（大人もOK）
ＳＴＥＰ１ 会社の外観や製品などの写真を撮影 （会社の人に撮影の許可を取ってね）
ＳＴＥＰ２ 「#津山圏域オープンファクトリー」をつけてInstagram、Twitter、Facebookに写真を投稿
ＳＴＥＰ３ 投稿した画面をゴール地点（津山市役所東庁舎1F）で見せる

景品：
提供：

①３社見学して景品ＧＥＴ！
景品：
提供：

②５社見学して景品ＧＥＴ！
景品：
提供：

③１０社見学して景品ＧＥＴ！
景品：
提供：

景品写真 景品説明

景品写真 景品説明

景品写真

景品説明景品写真

津山ステンレスネット特別企画 3社を回って金属製手鏡、コマをＧＥＴ！

津山ステンレスネットとは・・・
ステンレス加工技術と最先端のロボット技術、設計からメンテナンスまで
一貫対応の省力・自動化機械製造技術を持つ津山地域企業12社による
技術連携グループです。
津山市地域では古くからステンレス産業が発展しており、全国トップレベル
の金属加工技術が集結しています。
地域のリーディング産業であるステンレス加工を中心とした高技術の各種

金属加工企業でネットワークを形成し、販路開拓、ＰＲなどを行っています。

が目印！

手鏡
コース

コマ
コース

①素材を手に入れよう

3 ㈱エステック

ステンレスの板から手鏡の形に
レーザーで切り抜くよ

坂田電気㈱

金属の棒からコマの大きさ
に加工するよ

②加工するよ

㈲中村工業所

手鏡に穴をあけるよ

20

③完成！

㈲美研

ぴかぴかにみがいて完成！

25

㈱アイ・エス

金属を削ってコマの形
に近づけるよ

1

池田精工㈱

超精密なコマが完成！

315

IKOMAロボテック㈱2

すごい技術を持っている会社を①⇒②⇒③と順に回って、特別な手鏡とコマをもらおう！
開催時間に合わせて回ってみてね。（大学・短大・高校生以下の方限定、幼児も大丈夫です。）

開催日時
7/27（金）
9時～
10時～
11時～
13時～
15時～
7/28（土）
9時～
10時～
11時



モノづくり体験

木製ペンダント製作体験

体験
内容

桧を使ったハート形のペンダントを製作します。
穴あけややすり掛け、色付けを行って頂きます。
小学生以下の方は親御さんと一緒に参加ください。

体験料金 お1人1,000円 （親子でご参加の場合も1個作製の場合1,000円）

体験約45分 有料

体験日時 7月27日（金） ①10:00～ ②14:00～ 【要事前予約 各回10名まで】
7月28日（土） ③10:00～

電話・住所 ℡0868-21-0000 津山市山北000

事業所名 つやま木工有限会社
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株式会社津山精密加工1
創業77年! 職人の叡智と最新加工技術の融合

仕事内容

代表製品

来場特典

オープン時間

電話・住所

複雑形状、薄肉形状、難切削材の開発試作部品の製造

航空機、自動車、医療関係等で用いられる部品

金属の機械加工が間近で見られます！

7/27 10:00～12:00 13:00～16:00
7/28 10:00～12:00

℡0868-22-0000 津山市山北663

つやま木工有限会社2
国産材にこだわった温もりある家具を職人が手作りしています

仕事内容

代表製品

来場特典

オープン時間

電話・住所

国産材（杉、桧）の家具の製造・販売

木製テーブル、椅子、床板、壁板

家具の製造過程を見ることができます。
木製ペンダント製作体験 【両日とも限定10名のみ、事前予約】

7/27 10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～
7/28 10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～

℡0868-21-0000 津山市山北000

ものづくり体験 P3 商品販売あり時間制見学

フリー見学

【毎回先着15名まで】

つやまプラスチック株式会社3
試作部品もお任せ！プラスチック加工の技術集団です

仕事内容

代表製品

来場特典

オープン時間

電話・住所

プラスチック板の加工部品の製造

産業機器、看板、水槽、オブジェ等

プラスチック製品の製造（射出成型）を見ることができます。

7/27 13:00～ 14:00～ 15:00～
7/28 13:00～ 14:00～ 15:00～

℡0868-11-0000 津山市山北0000

予約者のみ見学

【要事前予約各回10名まで】

見学約20分

見学約30分

見学約30分

ｽﾀﾝﾌﾟ

ｽﾀﾝﾌﾟ

ｽﾀﾝﾌﾟ
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岡山県立北部高等技術専門校の見学とものづくり体験

木製ペンダント製作体験

体験
内容

桧を使ったハート形のペンダントを製作します。
穴あけややすり掛け、色付けを行って頂きます。
小学生以下の方は親御さんと一緒に参加ください。

体験料金 お1人1,000円 （親子でご参加の場合も1個作製の場合1,000円）

体験約45分 有料

体験日時 7月27日（金） ①10:00～ ②14:00～ 【要事前予約 各回10名まで】
7月28日（土） ③10:00～

電話・住所 ℡0868-26-1125 津山市川崎953

事業所名 岡山県立北部高等技術専門校

職業能力開発促進法に基づき、岡山県が設立した県立の職業能力開発施設です。

「ものづくり」産業に重点を置いた６の訓練科を設置しています。

中学校や高等学校を卒業して就職を希望する方、再就職や転職を希望する方が、

就きたい職業に必要な知識と技能、資格が効率的に習得できる実践的な訓練を

行っています。

岡山県立北部高等技術専門校

仕事力が身につく！就職もサポートします！

事業内容

来場特典

オープン時間

電話・住所

就きたい職業に必要な知識、技能を学ぶ職業能力開発施設です。

7/27 10:00～12:00 13:00～16:00
7/28 10:00～12:00

フリー見学見学約20分ｽﾀﾝﾌﾟ

期間 訓練科名

１年

電気設備科

木造建築科

木工科

６か月

エクステリア科

OA事務科

ケアサービス科

第52回津山こどもまつり（入場無料）

子どもたちのまなび・あそびの場として開催します！

とき ７月２８日（土） １０時～１３時

ところ グリーンヒルズ津山リージョンセンター

主催：津山市子どもまつり実行委員会

お問合せ：(事務局)津山市教育委員会生涯学習課電話 0868-32-2009

＜イベント内容＞

・

・

ＭＡＤＥ ＩＮ ＴＳＵＹＡＭＡ製品のご紹介

℡0868-26-1125 津山市川崎953

「ＭＡＤＥ ＩＮ ＴＳＵＹＡＭＡ」とは優れたデザイン、高い技術、高い品質を持った津山市内事業者による商品を
日本そして世界に送り出すためのプロジェクトです。
平成27年よりスタートし、既に4つの商品がデビューし、それぞれファクトリーブランドとしても認知が高まっています。

株式会社笏本縫製 有限会社内田縫製 株式会社ニッチ9 4 有限会社末田工業所

写真

http://www.pref.okayama.jp/page/306886.html
http://www.pref.okayama.jp/page/306908.html
http://www.pref.okayama.jp/page/306910.html
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-100064.html
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-100068.html
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-100069.html
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【主 催】
つやま産業支援センター、岡山県美作県民局
【後 援】
津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町、津山広域事務組合、津山商工会議所、
作州津山商工会、鏡野町商工会、みまさか商工会、久米郡商工会

つやま産業支援センター
（津山市みらい産業課） mail：info@tsuyama-biz.jp
TEL：（0868）24－0740 FAX：（0868）24－0881

お問い

合わせ


