ようこそ

工場が
おもしろい！

しろくて勉強にもなるテーマパ

撮影／沖本 明 前田博史 取材・文／伊藤順子 杉田裕路子 イラスト／たかせちなつ

神戸・阪神間の臨海エリアや

ークのようだ︒まずは︑お菓 子

万
も製 造 可 能 ︒関

﹁キリン一番搾り生ビール﹂を

年間約

kl

はじめとするビール・発 泡 酒を

西一円へ出 荷 す る 神 戸 工 場 ︒

﹁工場見学ではキリンが世界に

誇る︿一番搾り製法 ﹀
によって︑

いかにおいしいビールがつくられ

とブルワリーツアーガイドの鶴

お土産

1分間で2,000本の缶ビールをつくる国
内最速の充填機。
目にも止まらぬ早さ
！

ているかを 体 感いただけます ﹂

17

ろん︑映像ガイドや原料などに

めんたいパーク
神戸三田

右から、明太子とタラの身が親子で入った明太しゅうまい8個1,080円。できたて
〈生〉
辛子明太子400g2,050円は外せないここだけの味。
プチプチ、
ピリ辛なだ
しがクセになる明太もつ鍋3〜4人分3,240円。めんたいパークのキャラクター
〈タ
ラコン博士〉
〈タラピヨ〉
グッズもポップでかわいい。
タラピヨぬいぐるみ1,000円。

田さん︒製 造 現 場 見 学はもち

中国自動車道

触れられる体 験コーナーも︒原

3

六甲北
有料道路

岩谷口

お土産

奥の小谷
公園

神戸電鉄

神戸三田IC

30

北区

併設のショップでは工場限定販売のお土産も多数。
右はキリンビールの初代から現在までのラベルデザイ
ン12枚が入ったコースターセット850円。左はキリン一
番搾り生ビールのビールゼリーチョコレート770円。

一番搾り麦汁と二番搾り麦汁の飲み比
べも。一番搾りのコク深い味わいに感動！

95 深田総合公園

フラワータウン駅

市原

できたて明太子の試食
（右）
を、
まずは食べたい! フードコーナーではジ
ャンボおにぎりが1日約2,000個も売れる人気物。
できたて明太子、
明太
子と紅鮭のミックス、焼タラコなどの具入りで1個380円。
ピリッと弾ける
不思議な甘さのつぶつぶめんたいソフトクリーム350円。

料から 製 品になるまでをわか

神戸工場

樽詰生ビールのプロ・
ドラフトマス
ターがビールを提供。3種の樽生
ビールを各 300mlのグラスで試
飲可能。工場限定ビール酵母入
り柿の種のおつまみ付き。
ノンア
ルコールやソフトドリンクもある。

りやす く 解 説してもらえるた

立ち
寄り

麦芽の試食、
ホップの香り体験などビー
ル主原料に実際に触れる貴重な体験も。

愛 着もたっぷり︒お楽しみの試

〈ガンブリヌス王〉
が製造工程を解説。
ツ
アーガイドとの掛け合いもおもしろい。

め︑
ツアー終了後にはビールへの

ラガーバスで
到着！
！

u神戸市北区赤松台1-7-1
2078-986-1137
http://mentai-park.com/park/kobe/
午前9時〜午後6時（工場は午後5時まで） 入
場無料（めんたいランドは有料） 無休 Ⓟ260
台 道案内／電車→JR宝塚線・神戸電鉄三田駅、
神戸電鉄フラワータウン駅から無料巡回バス
（停留所・ダイヤはホームページで確認） 車→
中国自動車道神戸三田ICから南へ約3分 ［キ
リンビール神戸工場］
から南東へ徒歩約20分

キリンビール神戸工場

これをつくっています▶

「ご飯はもちろん、
イカなどの
海産物に、
お鍋に、甘い物に
…と何でも合うのが明太子の
魅力」
と営業部長の竹内昌
平さん。老若男女を問わない
お客さんでにぎわい、子どもの
ファンも多数！

キリンビール

「なるべく空気に触れず新鮮な状態で提供できるよう」充填
（じゅうてん）
・梱包を一貫して行う工場は平日24時間稼働！

飲もよりおいしく感じられる︒

明太子の老舗メーカー
［かねふく］
の
工場併設テーマパーク。
「工場併設店な
らではのつくりたて明太子を、
できるだけ
多くの地域で提供したい」
と茨城、愛知
に次ぐ全国3パークめをオープン。
プチプ
チと粒が弾ける新鮮な味わいを、試食や
おにぎり、
直売店のお土産で。原卵選び
から、生産、熟成まで、素材や製法への
情熱が真っ赤にほとばしる展示も必見。

おいしい！
食の工場見学・体験へ︒

に︑﹁この町にこの品あり﹂の食

ニュータウンの産業団地を中心

くられるか︑興味津々の見学ツ

毎日親しむ食品がどのようにつ

る工場が活発に稼働する兵庫︒

アーへ︒厳選された原料がおいし

や乳 製 品 ︑ビール︑調 味 料など

ものづくりの現場を
︿ 大人の社

く仕 上がる技 術に感 動するほ

品・工業・科 学 などの企 業によ

料ツアーや︑
お得で新鮮な商品

会 見 学 ﹀気 分で見 学できる無

どうれしさがいっぱい！

か︑
できたての試 食 ︑
お土 産 な

めんたいパーク神戸三田

の直売所を備えた工場は︑
おも

［工場エリア］
は明太子の原材料となる
スケトウダラの卵の下ごしらえ、
タレへの
漬け込み、
じっくりと熟成させ、選別、包
装するまでの製造工程をガラス越しに
自由に見学できる。オホーツクやアラス
カ、北海道の海で行われる迫力の漁風
景もモニターで。
「こうやってつくられる
んだ！」
と感心。

u神戸市北区赤松台2-1-1
2078-986-8001
http://www.kirin.co.jp/entertainment
/factory/kobe/
月曜（祝日の場合翌日）休 Ⓟ100台 道案
内／電車→JR宝塚線・神戸電鉄三田駅、神
戸電鉄フラワータウン駅から無料ラガーバ
スあり
（停留所・ダイヤはホームページで確
認） 車→中国自動車道神戸三田ICから南
西へ約3分

「一番搾り うまさの秘密体感ツアー」
（無料）
開催▶午前9時30分、午前10時、午前10時40分、午前
11時、午前11時30分、午後12時10分、午後12時30分、
午後1時10分、午後1時30分、午後2時10分、午後2時
30分、午後3時、午後3時40分の1日13回 ※月曜（祝
日の場合翌日）休
定員▶2〜40人 所要時間▶約60分
申込方法▶ホームページのインターネット予約から
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これをつくっています▶

高砂市

加古川水系の豊かな水を求

めて ︑千 葉に本 社 を 置 く 同 社

年 ︒年 間 約2 万 人が訪

85

が西日 本の拠 点に工場を操 業

して

上映から︒しょう油の歴史や文

れる人 気の工場 見 学はビデオ

化 ︑発 酵・熟 成がもたらすおい

せいきく

しさの秘密を学び︑
いざ工場へ︒

あっさく

醸 造の核 となる製 麹 室 ︑もろ

みを搾る圧搾室ではスケールの

大きさに圧倒される︒
﹁ 完成ま

でに濃口は約半年かけ熟成︒丁

寧につくる姿 勢は昔 と 変わり

ません﹂と広報の岩坂文代さん︒

︿ 万 能 調 味 料 ﹀と 呼 ばれ 世 界

しょう油の魅力を再発見！

1 0 0 カ国以上で使われる︑

キッコーマン食品高砂工場

約 8 万坪の広さはしょう油の単
一工場として国内最大。左上の
卓上ボトル商品や、多彩なしょう
油を製造する。製麹室や圧搾室
にはほのかにしょう油の香りが。
上はもろみを発酵・熟成させる巨
大タンク。右は昔の仕込み桶。

1時間に14,000本を製造できる大型紙パック飲料のラインや、巨大な貯
乳タンクなどを見学。モニターやビデオを使った説明も丁寧で、軽快なトー
クが楽しい！ 生乳中の酸素を低温のまま除去する
〈おいしさキープ製法〉
で牛乳本来の風味を生かすなど、
おいしさと衛生管理のこだわりがわかる。

これをつくっています▶

雪印メグミルク神戸工場

西区

創業
年の老舗工場︒紙パッ

どの製造ラインを見学できる︒

クや瓶の牛乳︑乳飲料︑果汁な

る見学ツアーです﹂と総務課の

淡路ジェノバライン
待合所

﹁古い工場なので︑
足を使って巡

JR神戸線
2

段の上り下りがあるが︑
ガラス

野菜食堂
めぐみカフェ

明石公園

明石駅
山陽電車

山陽明石駅
山陽電車

りそな銀行
魚の棚商店街

清水亮宏さん︒見学ルートは階

2

52

立ち
寄り

5

52

高砂にくてん450 円。創業 48 年のコテさばき
でジャガイモ、
コンニャクと炊いた牛スジの具を
包む。卵で包むオム高砂にくてんも人気。

神戸工場

越しに機 械のごく 近 くまで接

山陽電車

高砂
市民病院

雪印メグミルク

明石駅
JR神戸線
大明石町1

こんぽう

荒井駅

山陽新幹線

じゅうてん

郵便局

にくてん
ミナミ

21

野菜食堂めぐみカフェ

近︒ラインを流れる商品が丁寧

43

u高砂市荒井町中新町6-25
2079-443-3388
午前11時〜午後2時40分、午後5時〜午後
10時（いずれもラストオーダー） 第1・2・3
火曜休 Ⓟ10台 道案内／
［キッコーマン食
品高砂工場］
から東へ徒歩約20分

u神戸市西区伊川谷町潤和824-1
2078-912-2121（午前9時〜正午、午後1時〜午後4
時30分） http://www.meg-snow.com
土・日曜、祝日休 Ⓟ13台 道案内／電車→JR神戸線・
山陽電車明石駅から神姫バス、東河原下車すぐ 車→
第二神明道路大蔵谷ICから県道21号線を西へ約5分

に充 填や品 質 検 査 ︑梱 包 され

小松原

今や遠方から目当ての客が訪れるよ
うになった高砂風お好み焼きのにくて
ん。
その流れをつくり出した
［高砂にくて
んの会］事務局長が店主の島本邦夫
さん。甘辛く味付けしたジャガイモ、
スジ
コンニャクがホクホク、
もっちり。
肉、

高津橋

高砂工場

にくてんミナミ

る様 子 を ︑従 業 員と同じ目 線
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開催▶午前10時、午後1時30分の1日2回
※土・日曜、祝日休
定員▶1〜30人 所要時間▶約80分
申込方法▶見学希望日の3日前までに要電話
予約

で見られるのが感激だ︒
﹁﹃なか

明覚寺

キッコーマン食品

「雪印メグミルク神戸工場
工場見学」
（無料）

なかこんなに近 くで 見 られな

u高砂市荒井町新浜1-1-1
2079-442-2150（午前9時〜午後4時）
http://www.kikkoman.co.jp/enjoys/factory/
土・日曜、祝日休、
不定休あり Ⓟあり 道案内／電車→
山陽電車荒井駅から北西へ徒歩約15分 車→加古川
バイパス加古川西ランプから県道43号線を経て南西
へ約13分

立ち
寄り

開催▶午前9時〜午後4時
（最終受付午後3時）
※土・日曜、
祝日休、
不定休あり
定員▶2〜200人 ※20人以上で体験見学可
所要時間▶約60分
（体験見学は約120分）
申込方法▶要電話予約、
見学希望日を相談

右上は麹菌を混ぜた大豆と小麦を3日間寝かせる製麹室、左の圧搾室ではもろみを
長さ1,800mの布に入れて折り重ね、丁寧に時間をかけてしょう油を搾る。
「しょう油
博士になってください」
と岩坂さん。熟成過程のもろみの香りを嗅ぐコーナーも。

い﹄
と喜んでいただいています﹂︒

「キッコーマン食品高砂工場
工場見学」
（無料）

地よく 疲れた達 成 感の中 ︑冷

ビデオを観る大ホール
は昭和8年築のレトロな
建物。売店もこちらに。

安全安心を間近に見学して心

た〜い牛乳の試飲がおいしい！

売店
［亀甲萬］
ではしょう油をはじめ多彩な商品
を販売。国産の原材料で1 年かけて醸造し宮
内庁にも納める
〈御用蔵醤油〉
、九州で販売す
る甘口しょう油などレアな商品も。見学のお土
産は開栓後も90日間鮮度がキープできるボト
ルが人気の
〈いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ
卓上ボトル〉
、
卓上瓶型のストラップがうれしい！

お土産

お楽しみの
〈雪印メグミルク牛乳〉
の
試飲は、
「 腰に手を当ててグイッとど
うぞ！」。取材日のお土産は
〈 Dole 〉
のアップルジュース、
紙パックの注ぎ
口を留められて便利なクリップ。紙
パックの開け方のコツやリサイクル
の大切さの話も聞けて有意義。

路地奥のカフェを切り盛りする堀さん
姉妹。
「健康を考えて」
と自作する旬の
無農薬野菜と、近隣農家の新鮮野菜
がランチの主役。食べることが大好きな
2 人が食べ歩きに着想を得てつくる創
作家庭料理には、珍しい野菜やひねり
を加えた料理法など、
発見がいっぱい！
u明石市本町2-10-3 米澤ビル1F北 明石ジ
ェノバライン待合所西隣
2078-913-8314
午前11時30分〜午後6時（ランチラストオ
ーダーは午後2時） 水・木曜休 Ⓟ1台 道
案内／明石駅から南へ徒歩約8分

週替わりのランチ1,200 円は予約がお勧め。
デザートやドリンクにもヘルシーな品々が。
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◀これをつくります

カネテツデリカフーズ
てっちゃん工房 手作り体験
ちくわ編

かまぼこ編

❶ムラなく、丁寧に伸ばす！

専用の型に適量のすり身を入
れてもらい、
刃のないつけ包丁を
使って均一に伸ばしていく。

❷ 注意深く、形良く巻く
！

姫路市

こだわりのあんが詰まった回

見 学 通 路から製あん工程など

転 焼の故 郷 ︑姫 路の工 場では

使したクリーンルームで製 造さ

が見 学できる︒最 新 技 術 を 駆

れるあんが︑
ここから全 国へ発

送 されるのだ ︒北 海 道の十 勝

で 栽 培 された 小 豆は︑風 味 を

損 なわぬように粒 を 残して炊

き 上 げる︒機 械や手 作 業 を 駆

60

使して小豆のおいしさを生かす

独 自の工夫や 技 術が︑ 年 以

上 も 愛される秘 訣だと 実 感 ︒

見学後は
﹇あずきミュージアム﹈

好きな形のかまぼこに成形する
ことも。今回は魚型に。釜で30
分蒸した後、
焼き色をつけ完成。

で小 豆の多 彩な世 界に触れた

❸ 仕上げはフリースタイル！

御座候 本社製あん工場見学 ござそうろう

これをつくっています▶

り ︑工場 ショップで 焼 きたての

❸ 先生に感謝！

あずきミュージアムも…

完成!!

スタッフに焼いてもらい、完成品はお
持ち帰り。熱々できたての試食も！

ミニゴーフルセット880 円などの
「てっちゃん」
グッズ、練り製品を
販売する直売店も楽しみ。

「てっちゃん工房 手作り体験コース」

「御座候 本社製あん工場見学」
（無料）

開催▶午前9時30分、
午前11時30分、
午後2時30分の1日3回 ※不
定休 価格▶ちくわ・かまぼこ2品1,200円
定員▶2〜48人 ※小学生以上 所要時間▶約90分
申込方法▶希望日の前日までにホームページまたは電話で予約

カネテツデリカフーズ
てっちゃん工房
アイランド
センター駅
向洋西公園
神戸ベイシェラトン
ホテル&タワーズ

シェラトンマルシェ

u神戸市東灘区向洋町西5‐8
2078‐857‐3453
http://www.kanetetsu.com/kobo/
不定休 Ⓟ5台 道案内／電車→六甲ライ
ナーアイランドセンター駅から西へ徒歩
約15分 車→阪神高速湾岸線六甲アイラ
ンド北ランプから南西へ約5分、
または阪
神高速神戸線魚崎ランプから南西へ約12
分

開催▶午前10時30分、午前11時の1日2回 ※火曜休、臨時休あり
定員▶1〜30人 ※10人以上は要事前予約
所要時間▶約30分
申込方法▶見学開始10分前までに
［工場ショップ］
で当日受付

u姫路市阿保甲611‐1
2079‐282‐2311（代表）
http://www.gozasoro.co.jp/
JR神戸線 ［工場ショップ・あずきミュージアム］午前
10時〜午後5時 ※ミュージアムの入館は
午後4時まで。入館料一般1,200円、小・中
自動車
教習所
学生600円 火曜休、臨時休あり Ⓟ60台
御座候
道案内／電車→JR神戸線・山陽電車姫路駅
本社製あん工場
あずきミュージアム
から東へ徒歩約15分 車→姫路バイパス
工場ショップ
市川ランプから県道402号線を北へ約3分

山陽姫路駅
姫路駅

JR播但線

回転 焼 円︒見学 後はあんがよ
り身 近に感じられる︒焼きたて
の生地の風味や食感の違いをぜ
ひ︒できたてのあんをたっぷり使
ったあずきソフト300円︒

アイランド北口駅

小豆の故郷、
東アジアに植生する照葉樹に包まれた庭園内。各国の珍し
い小豆や、
日本の暮らしに根づく小豆の文化を知るコーナーなど多彩な展
示が楽しい
［あずきミュージアム］
を併設。赤あんの原料・エリモショウズの
姿を10倍に拡大した模型は虫になった気分で眺めて！「半日かけてゆっ
くり過ごしてください」
とスタッフの下坂美保さん。
〈 小豆愛〉
がひしひしと。

立ち
寄り

キャラクター
〈あずきさ
ん〉
のストラップ500円、
御座候の箱がユニー
クな消しゴム200円。

お土産

7

ートで運ばれ、
アンホッパーという設備
に勢いよく流し入れて1階の充填機へ。
厳選した小豆はもとより、最新設備の
中にも要所要所で欠かせない人の技
がおいしいあんを生む。左上はできた
てのあんを自動的にあん缶に詰め、粗
熱をとる様子。季節商品を手づくりす
る工程が見られることも。

山陽新幹線

u神戸市東灘区向洋町中2‐13 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ シ
ェラトンスクエア2F 2078‐857‐7015 午前8時〜午後8時30分（カ
フェは午後6時まで） 無休 Ⓟ180台 道案内／
［てっちゃん工房］
から
東へ徒歩約15分

つけ包丁で形を整えていく。すり
身のもっちりとした粘りがあるた
め思うようにいかない！

優しい先生の指導のもと、
キレ
イに巻き付いたちくわに満足！
専用の機械で焼き上げて完成。

2階の製あん室。大きな釜は赤あん18
台、
白あん2台。炊き上がったあんはカ

❷目指せ！美しい丸み。

伸ばしたすり身の中心と竹棒の
中心を合わせて、包丁ですき取
るように棒に巻き付けていく。

六甲ライナー

源泉掛け流しの天然温泉が人気の
［神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ］
。
ホテル2階では、淡路島や神戸近郊産
の野菜や加工商品がそろうマルシェと、
ホテルメイドのスイーツやランチを楽しむ
奥のカフェが好評。朝8時からのモーニ
ングは手づくり体験前にもうってつけ！

板にはかわいいてっちゃんの焼
印が！ 先生のお手本を見ながら
すり身をかまぼこ型に…。

お土産

立ち
寄り

シェラトンマルシェ

❶かまぼこ板に見ほれる！

回転焼をほおばって︒

スケトウダラ100％の高

級すり身で︑
かまぼこやちくわ

が好評︒
﹁ 日本の伝統食品であ

づくりに挑 戦できる体 験工房

身 近に感じ︑
おいしさを 知って

る練り製 品を若い世 代の方も

髙浦良子さん︒職人が受け継い

もらいたくて﹂と商品企画室の

法が講師から丁寧にレクチャー

できた伝 統 的 な 手づくりの製

味料を極力少なくして魚の旨

され︑本 格 的な仕 上がりに︒調

みを 引 き 立て ︑目の前で 焼 き

上げる味わいに感激し︑練り製

品本来の風味を改めて体感︒

木目調の明るいカフェで
モー
ケーキセット864円、
ニングセット734円などを。
マルシェは農家から直接
届く野菜、
ホテルのパン
やスイーツ、総菜が楽し
み。全国のシェラトンスタ
ッフが名産品を厳
選した
「シェラト
ンコーナー」
も。

東灘区

85

御座候 工場ショップ
庭園の緑を眺めながらひと息つける
フードコート。注文してから焼く回転焼は
表面がパリッとして風味も格別！ 工
場ショップ限定のあずきソフトも人気。
カウンター7席のラーメンコーナー
（午前
では冷麺
（ 5〜
11時〜午後2時30分）
9月初旬）、名物ジャンボ餃子がお薦め。

6

通いたくなる

アサヒ飲料明石工場

こう えん

お菓子の工園 グリコピア神戸

明石市

西区

工場ショップ。
食品工場に併設された直売所は、
ここだ

製品の歴史や歴代のCM展
示が楽しい
［三ツ矢サイダーミ
ュージアム］
もぜひ見学を。

けのレア品やお買い得商品がずらり。工
場ならではのできたて・つくりたての味わ

ブランド生誕130年を超える
〈三ツ矢サイダー〉
は、兵庫県多
田村平野
（現・川西市）
に湧き出る天然炭酸水をルーツにする、
親しみ深い飲み物。
さらに
〈 WONDA〈
〉アサヒ十六茶〉
などおな
じみの飲料水をつくる大型工場で、安全安心、
おいしさ、環境保
全を叶える最新設備を見学して、
シュワッと爽快に。

いに加えて、時には切り落としや詰め合
わせ、
アウトレット商品などを見つける楽
しみも。思わず買い込みたくなるほど魅力
的だけど、
せっかく直売されるフレッシュな
食品。
こまめに通いたい！
豚肉、鶏肉、鶏レバーをバランスよく配合し、香辛料やハーブで風味良く仕上げたパテ・
ド・
カンパーニュ680g1,564円。
イベリコ豚入りソーセージ500g1,250円はあっさりした味わ
いでやわらかな食感。ペッパーシンケン150g450円は黒コショウの香りが食欲をそそる。

篠山ハム 食遊館
しょくゆうかん 篠山市

篠山城跡
南新町
77

丹南
篠山口IC

北
49

306

篠山ハム 食遊館

u篠山市野中522
7 0120‐338‐015
午前9時30分〜午後5時30分 無
休 Ⓟ10台 道案内／電車→JR福
知山線篠山口駅から神姫バス、本
篠山下車徒歩約10分 車→舞鶴
若狭自動車道丹南篠山口ICから
県道306号線〜県道49号線で東
へ約10分

「豊富な商品をリーズナブルに」
と
島根工場長（右）、製造部の岸本
広三さん。東大阪で創業後、
1997
年に篠山に移転。里山の風景の
中に佇む
［食遊館］
は「地元の人
や観光客に気軽に立ち寄ってほし
い」
と2009 年に開店。猪肉の煮
込みハンバーグ、合鴨のカスレなど
気になる商品がズラリ！

本物の味を追究し、ハムやベーコンなど
の食肉加工品を製造する工場の直売店。
人気のスペイン産イベリコ豚入りソーセー
ジは、
「 最高ランクのベジョータという品種
の豚肉を25％。脂の味が違います」
と島根
よし や
能哉工場長。
フランス郷土料理のパテ・
ド・
カンパーニュ、黒コショウをまぶしたジャーマ
ンスタイルのローストポークなど自慢の味を。

「アサヒ飲料明石工場 工場見学」
（無料）
開催▶午前9時30分〜午後3時 ※不定休
定員▶2〜120人 ※それ以上の場合は応相談
所要時間▶約90分
申込方法▶前日までに要電話予約

u明石市二見町南二見1‐33
2078‐941‐2309（午前9時〜午後5時）
http://www.asahiinryo.co.jp/society/factory/akashi/ 不定休
Ⓟあり 道案内／電車→山陽電車西二見駅からタクシー約10分 車→第
二神明道路明石西ICから南西へ約15分

山田製玉部 工場直売所
やまだせいぎょくぶ 中央区

工場直売所

湊川神社
多聞通-4

神戸高速線
JR神戸線
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ハーバーランド駅
神戸駅

高速
神戸駅

地下鉄
海岸線

山田製玉部

u神戸市中央区多聞通4‐4‐13
2078‐341‐8476
午前9時〜午後5時（売り切れ次第
終了） 木・日曜休 Ⓟなし 道案内
／電車→神戸高速線高速神戸駅
から北へ徒歩すぐ、またはJR神戸
線神戸駅から北西へ徒歩約5分
車→阪神高速神戸線柳原出口か
ら北へ約5分

寿司店や宿泊施設などに厚焼きや玉子
焼きを販売する創業64年の玉子焼きメーカ
ー。
「機械化が進んだ現在もなお、
日々の気
温変化に応じて火加減や焼き加減を調節す
る職人の技が生きています」
と常務の山田
勝宏さん。直売所は本社工場1階に。
プロフ
ェッショナル企業によるつくりたての味わい
が並ぶとあって、
連日多くのファンでにぎわう。

人気のプリッツ、
ポッキーの製造ラインの工場見学と、遊び心
いっぱいのお菓子のアミューズメントが合体した
〈工園〉
。懐かし
いお菓子の自動販売機やコマーシャル、
グリコのおまけがずらりと
並ぶ展示に、
大人もワクワクが最高潮！ グリコ製品やここだけ
のお土産が集まる工場ショップもぜひ立ち寄りたい。
「グリコピア神戸 工場見学」
（無料）
開催▶午前10時、午前11時、正午、午後1時、午後2時、午後3時
の1日6回 ※金曜休
定員▶1回約70人
所要時間▶約80分
申込方法▶ホームページまたは電話で要予約
u神戸市西区高塚台7‐1 2078‐991‐3693（午前9時30分〜午後4時
30分） https://www.glico.com/jp/enjoy/experience/
glicopiakobe/ 金曜休 Ⓟ20台 道案内／電車→地下鉄西神・山手
線西神中央駅から市バスまたは神姫バス、高塚台1丁目下車徒歩約1分
車→第二神明道路玉津ICから北東へ約15分

まだまだ行きたい！人気工場の見学ツアー。
UCC六甲アイランド工場

「適正な鮮度・温度を守り、厳格な
品質管理を行っています。卵の風
味を生かした昔ながらの玉子焼き
をぜひ味わって」
と社長の山田正
勝さん
（右）
、
勝宏さん。工場では機
械ラインや手焼きで製造。

魚肉すり身を入れフワフワに焼く厚焼き640
円（右上）
は巻き寿司やお弁当のおかずに。
一番人気のだし巻きは1本単位370円から販
売。左上から磯巻き出巻 400 円、明太出巻
580円、穴子出巻780円などトッピングが多彩。

実を付けたカカオの木が〈工
園〉
のシンボル。
グリコのおまけ
は約2,600点をずらり一堂に！

東灘区

左はUCC独自開発の新型焙
煎機。コーヒー鑑定士が働く
品質検査室などを見学。

1933年に神戸で創業し、ハイカラ文化を象徴するコーヒーの
味わいを追求する
［ UCC上島珈琲］
。
コーヒー体験ツアーでは、
原料豆の検査の様子や商品のパッケージングなどレギュラーコ
ーヒーの製造ラインを見学。焙煎度の違うコーヒーを飲み比べた
り、
工場スタッフと対話したりと、
参加型のツアーが楽しい。
「コーヒー体験ツアー」
（無料）

ヤクルト本社 兵庫三木工場

三木市

ヤクルト原料液、
ソフール、
ミ
ルミルなどを製造。
クイズや体
感パネルの展示も好評。

最新設備を備えて2012年から稼働する、
西日本の基幹工場。
しろ た
創始者の代田 稔博士が強化培養した乳酸菌 シロタ株の歴史、
体によい働き、
その品質管理や味わいのこだわりを、見たり触っ
たり、
クイズに答えたりと楽しんで学ぶ工夫がいっぱい。世界32
の国と地域で飲まれているヤクルトがより身近に！
「㈱ヤクルト本社 兵庫三木工場 工場見学」
（無料）

開催▶火・木曜の午前10時、午後1時の1日2回
定員▶1回18人
所要時間▶約70分
申込方法▶開催月当月を含む3カ月前の1日から前日午後4時ま
で、
ホームページで予約受付

開催▶午前9時30分、午前10時、午前10時30分、午前11時、午
前11時30分、午後1時、午後1時30分、午後2時、午後2時30分
の1日9回 ※日曜休
定員▶1人から ※70人以上の場合要相談 所要時間▶約90分
申込方法▶1週間前までに要電話予約

u神戸市東灘区向洋町西2‐4
70120‐156‐587
http://www.ucc.co.jp/factory/rif/ 土・日曜、祝日休
Ⓟ10台 道案内／電車→六甲ライナーアイランド北口駅から西へ徒歩
約15分 車→阪神高速神戸線六甲アイランド北ランプから約5分

u三木市志染町戸田字中尾1838‐266
20794‐89‐8960（午前9時〜午後4時）
http://www.yakult.co.jp/hyogomiki/ 日曜休
Ⓟ30台 道案内／電車→神戸電鉄粟生線緑が丘駅からタクシー約15分
車→山陽自動車道三木東ICから東へ約10分
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2
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関西圏中心に
［コンセルボ］
［ククポ
ーレ］
などのベーカリーブランドを展開。
直売店は
「毎日がお買い得」
がコンセプ
ト。形や重量、
焼き色の規格外、
過剰生
産などのパンを特価で。
タイムサービス
で92円のパンを3個198円に値下げす
るなど、
何があるかは行ってのお楽しみ。

「もっとおいしく、
もっとしあわせに」
をス
ローガンに創業67年。安全安心を確立
ハサップ
する食品衛生管理システム
（HACCP）
を取り入れた工場で、
洋菓子やアイスク
リームを製造。自家製カスタードクリーム
など手づくりの原料にもこだわる。直営
売店では重量や形の規格外品が格安!

明治 33 年に長崎で生まれた
［文明
堂］
は、昭和初めに
［神戸店］
が開店。
飽きの来ないおいしさで愛される。曜日
限定でカステラの切り落とし、焼き立て
の
〈三笠山〉
など工場直売ならではのお
得な商品が登場するほか、
カフェではで
きたてのカステラをドリンクと。

創業50年、厳選素材と高い製菓技
術で、
数々のコンテスト受賞や有名パテ
ィシエの輩出で知られる老舗洋菓子メ
ーカー。
［アンテノール］
の生菓子・焼き
菓子、
［ル ビアン］
のパンが並ぶ工場シ
ョップはどの店よりもできたてで新鮮。新
商品のテスト焼きなど幸せな遭遇も！

〈あんこ屋のおはぎ〉
は定番4種と季節限定1
種が各108円。1.きなこ、2.ごま、3.抹茶
（5〜
7月）、4.粒あん。小ぶりのサイズでもう一つと
手が伸びる。夏季限定
（6〜8月）
の水ようかん
は5.コーヒー、6.こしあん各183円。人気のコ
ーヒー味はほろ苦いコーヒーあんにホイップク
リームが入り、混ぜて味わうとカフェオレのよう
！
季節を心待ちにするファンも多い。

2

2

1

4

1
1

1

2

2

5

6

3

4
1.ミニクロワッサン9 個 108 円。2.パンの耳
55円（1人2袋まで）。毎日午後2時に販売が
始まると行列が。3.福崎町特産のもち麦を練
りこんだ
〈もち麦どら焼き〉
102円。4.その場で
つくれるピーナッツバター250g398円。アメリ
カ産のマシーンにピーナッツを入れるとあっと
いう間に完成！

ピーナッツバターも！

岡野食品産業

アイスもお得！

御着駅前

2
312

御着駅

ホームセンター
いない

竜野駅

4

1.カステラ切り落とし205円
（火・金曜午後3
時 30 分、1 人 2パックまで販売）。2.カステロ
ール（自家製リンゴジャム。第 4 土曜販売）
702円。3.焼き立て三笠山1個103円（月・木
曜午前 10 時販売）。4.最高級〈爛華かすて
ら〉
2,160円は本店とここだけの限定。カフェ
のカステラセット500円。

カフェも併設！

明石西IC

2

JR山陽本線
山陽新幹線

514

文明堂

稲美工場直売店 384
靴のヒラキ
土山駅
第二神明道路
2
JR神戸線

4

3

［アンテノール］
から。1.西尾抹茶とオレンジ
のオペラ594円と2.日向夏のベイクドチーズ
ケーキ497円は季節商品。3.フランス産マロ
ンペーストを使うモンブランは594円。4.ショー
トケーキ594円。右下のエーデルワイス378
円は
［アンテノールあまがさき阪神店］
と工場
ショップだけの限定品。

あんこも売ってる！

限定ケーキも！

142

名神高速道路

立花駅

御国野

3

いなみ野水辺の里公園
岡
天満大池

揖保川

工場直営売店

国分寺

尼崎IC

名神町1丁目

JR神戸線

尼崎
市役所

古来より
〈柳井田の清水〉
と
呼ばれ、
良質の天然水が湧き
出る地。のどかな風景に溶け
込む直売所は2年前に開店。

「できたてのあんも300gから量り売り。バターを塗ったトース
トにのせてもおいしいです」
と3代目の池田直史社長。あん
は300g324円から。
〈なると金時いも餡〉
〈いちご餡〉
なども。

エーデルワイス

本部センター工場ショップ

田口乳業 工場直営売店

文明堂 稲美工場直売店

エーデルワイス

たぐちにゅうぎょう たつの市

ぶんめいどう 稲美町

池田製餡所 工場直売所

本部センター工場ショップ

u姫路市御国野町国分寺391
2079‐252‐3288
午前9時30分〜午後6時 無休 Ⓟ40台 道
案内／電車→JR神戸線御着駅から北西へ徒
歩約10分 車→姫路バイパス姫路東ランプ
から国道312号線を経て北へ約5分

uたつの市揖保町揖保中300
20791‐67‐8181
午前10時〜午後6時 無休 Ⓟ5台 道案内／
電車→JR山陽本線竜野駅から北東へ徒歩約
7分 車→山陽自動車道龍野ICから南西へ
約10分

u加古郡稲美町六分一1362‐55
2079‐495‐5600
午前9時〜午後7時（日曜は午後6時30分ま
で。喫茶は午前10時〜午後6時ラストオーダ
ー） 無休 Ⓟ40台 道案内／電車→JR神戸
線土山駅からタクシー約10分 車→第二神
明道路明石西ICから北東へ約5分

u尼崎市尾浜町1‐3‐22
206‐6426‐2561（代）
午前9時30分〜午後5時30分 無休 Ⓟなし
道案内／電車→JR神戸線立花駅から東へ徒
歩約20分 車→名神高速道路尼崎ICから南
へ約5分

尼崎市

いけだせいあんしょ 西区
u神戸市西区櫨谷町松本584
2078‐991‐0157
午前9時30分〜午後6時 日曜休 Ⓟ2台
道案内／電車→JR神戸線・山陽電車明石駅
から神姫バス、松本下車徒歩約3分 車→第
二神明道路玉津ICから県道52号線を経て
北東へ約10分

175

池田製餡所
工場直売所

玉津IC

52

明石駅

第二神明道路

岡野食品産業 工場直売店
おかのしょくひんさんぎょう 姫路市

西区役所
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1.北海道生クリームのシュークリーム60円。
ふわふわの生地と口どけ抜群の生クリームが
マッチ。2.とろーりカスタードプチシュー12個
170円。3.とろーりカスタードエクレア80円。4.
ダブルソーダバー30円、
モナカ30円
（下）
など
懐かし系アイスクリームも暑い季節にお薦め。
あれこれ食べたい!

田口乳業

工場直売店

JR神戸線

4

3

あんの味の決め手になる豊富な湧き
水を求めてこの地で50年。十勝産の大
粒小豆、藤色で上品な香りの小豆〈しゅ
まり〉
など原材料を選び、職人の技と心で
あんを製造。人気はおはぎ、地元の有機
栽培米〈菜の花米〉
でつくるういろう、丁
稚ようかんなど。夏は水ようかんも楽しみ！

西区役所南
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フムフム

大人の
社会見学へ。

2001年に施行された環境法の「家電リ
サイクル法」に基づき、各家庭から回収さ
れた使用済み家電は全国の家電リサイク
ル工場へ。加東市の先進工場
［パナソニ
ピーイーテック

ック エコテクノロジーセンター］
（PETEC）
の
見学ツアーは、
環境への配慮や最先端の
技術力に「フムフム！」の連続だ。
「役目を
終えたかのような家電にも、
実はまだまだ使
える資源がたくさん。私たちの仕事は宝物
を探す
〈トレジャーハンティング〉
です」
と企
画担当の藤本尚子さん。工場内の見学
施設は、
まさに環境学習の生きた教材！
先進技術を駆使した資源選別や回収のし
くみを知り、実際に現場を間近に見られる
とあって、
これまで122の国や地域から多く
の見学者が。限りある資源の大切さを生か
すために、消費者である私たちも何をすべ
きかを考える、
良いきっかけに。

パナソニック
エコテクノロジーセンター
工場見学 加東市

加古川線

J 滝野インター入口
R
中国自動車道
滝野社IC

社町駅
加古川

372

パナソニック
エコテクノロジー
センター
175

開催▶火・水・木・金曜の午前10時、午後1
時30分の1日2回
定員▶1〜60人 所要時間▶約90分
申込方法▶電話またはホームページで要
事前予約
※保護者同伴の小学3〜6年生12人まで
対象の〈家電リサイクル工場見学＋薄型
テレビ解体体験〉は希望日を要電話相談
u加東市佐保50 20795‐42‐8570（平日の午
前8時15分〜午後4時45分）
http://panasonic.co.jp/eco/petec/
月・土・日曜、
祝日休 Ⓟ5台 道案内／電車→JR加古
川線社町駅からタクシー約7分 車→中国自動車
道滝野社ICから国道175号線を経て南へ約10分
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