産業・職場

鐘崎 笹かま館
仙台七夕と笹かまぼこのテーマパーク
施設概要

体験概要

仙台七夕の歴史的な移り変わりと時代背景を学習出
来る他、七夕飾り体験教室・笹かま作り体験教室・笹
かまぼこ工場の見学などが出来ます。又、笹かまぼこ
をはじめとした、宮城のお土産品を多数販売しており
ます。
（入館無料）

宮城県のお土産で代表される笹かまや東
北三大祭りの１つ、仙台七夕の歴史と文化を
まるごと体験できます。笹かま作り体験教室
では、スタッフの指導により笹かまの成形か
ら焼き上げまで体験できます。
七夕飾り体験教室では、七夕祭りの文化や
歴史などの説明を聞きながら、和紙の折り紙
を利用して七夕飾りの製作が出来ます。

【インフォメーション】
見学体験実施時間
見学体験所要時間
受入人数
予約
案内人・指導員
交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

9:30～18:00（季節により、変動）
笹かま作り体験 45 分 七夕飾り体験 60 分
工場見学 25 分
笹かま作り体験 36 名 七夕飾り体験 10 名
工場見学
15 名
要予約
あり
JR 仙台駅から車で約 30 分
仙台東 IC より車で約 5 分
可
不定休
入館料 無料
笹かま作り体験 お一人様：700 円
七夕飾り体験
お一人様：1,500 円

【お問い合わせ先】
鐘崎 笹かま館
〒984-0001
仙台市若林区鶴代町 6-65
電話 022-238-7170
FAX 022-238-7341
https://www.kanezaki.co.jp/shop/belle_factory/

鐘崎
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笹かま館

産業・職場

キリンビール仙台工場

キリン 一番搾り

ビールができるまでの工程を学ぼう
施設概要

見学体験概要

キリンビール仙台工場は、1923（大正 12）年から、こ
醸造工場でビールができるまでの工程
こ仙台の地でビール造りを行っている、歴史ある工場で を見学後、パッケージング工場で造ったビ
す。工場見学で、ビールができるまでの工程を楽しく学 ールをびんや缶に詰める工程を見学しま
んでみませんか。
す。ビールのもとになる液体「麦汁」の試
飲や麦芽の試食、ビールの貯蔵中の温度を
体験するなど、五感を使ってうまさの秘密
を体感していただきます。
① キリン 一番搾り生ビールはどのよう
に造るのだろうか？
② キリン 一番搾り生ビールのおいしさ
の秘密って？

【インフォメーション】
見学実施時間
見学出発時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人・指導員
交通案内

大型バス駐車
休業日
料金

9:30～15:30（最終受付時間：15:30）
毎時 00 分、30 分
70 分
1～200 名
要予約（3 ヶ月前の 1 日から受付）
あり（工場見学ガイドが工場内をご案内します。
）
JR 仙石線多賀城駅から無料シャトルバス運行（定員 38 名）※詳細についてはお
問合せください（先着順）
。
お車の場合、仙台駅から 40 分。仙台東部道路仙台港 IC から 5 分。三陸自動車
道仙台港北 IC から 10 分。
可（7 台）
毎週月曜日（祝日と重なる場合は営業、翌平日を休業）、年末年始、設備点検日
など
無料

【お問い合わせ先】
キリンビール仙台工場
〒983-0001
仙台市宮城野区港 2-2-1
電話 022-254-2992（工場見学受付用）
受付時間：9:00～16:40
FAX 022-259-4457
https://www.kirin.co.jp/entertainment/fac
tory/sendai/
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産業・職場

クラフト空間夢陶房・工芸ギャラリーZEN
地元の陶芸作家の作品に出会えるよ
施設概要

見学概要

東北最大のショールームには、全国の和陶器が一同に展示さ
ショールームと工芸ギャラリー
れており、見ごたえがあります。
ZEN を見学します。
夢陶房・工芸ギャラリーZEN では、地元ふるさとの陶芸や工
宮城県と隣県の陶芸作品をご覧
芸作品、若手クラフトマンの作品を多く取り揃え、和雑貨や和 いただけます。
小物も充実しています。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
案内人・指導員
交通案内
大型バス駐車
休業日
入場料

10:00～16:30
30 分～1 時間
15 名ぐらい
あり
地下鉄東西線「卸町駅」下車、徒歩 10 分
なし
日曜・祝日
無料

【お問い合わせ先】
クラフト空間夢陶房・工芸ギャラリーZEN
〒984-0015
仙台市若林区卸町二丁目 15-7
㈱瀬戸屋 3F
電話 022-232-0135
FAX 022-239-5245
http://www.setoya.co.jp/ZEN/index.htm
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産業・職場

株式会社こばやし
お弁当とお惣菜の製造工程見学・お弁当盛付体験をしよう
施設概要

見学体験概要

平成 12 年に創業 80 周年を迎え、宮城野区小田原に本社・工
場の現社屋落成。ワールドカップ仙台大会、国民体育大会（宮
城国体）等、大きなイベントで指定業者として納入してきまし
た。東日本大震災では食事の提供に活躍しました。今年は創業
96 年になります。
平成 25 年には、仙台市食品衛生自主管理評価制度で 3 つ星の
認定を受け、高品質で環境に優しいお弁当作りを進めています。
工場内は日産 3 万食を製造できる設備があり、安全と衛生を
守り、365 日稼動。工場全体がバリアフリー対応となっていま
す。

実際に従業員と同じ目線で、調理
から盛付までの流れを見学し、幕の
内弁当の盛付体験ができます。（白
衣着用）盛付体験後は、自分の作っ
たお弁当を試食して頂けます。
・駅弁はどの様に作られているのだ
ろうか。
・弁当製造で安全・衛生面の対策は
どのようにしているのだろうか。
・工場見学にさきだち、概要をパワ
ーポイントにて分かりやすく説
明いたします。

【インフォメーション】
見学体験実施時間
見学体験所要時間

10:00～12:00
90 分位

受入人数
予約
指導員
交通案内
大型バス駐車
見学・体験可能日
入場料
体験料金

3～8 名ぐらい（１日１組限定）
要予約
あり
仙台市営バス「第 4 合同庁舎前」下車、徒歩 7 分
なし
4 月～9 月の月曜日から木曜日
無料
無料

【お問い合わせ先】

株式会社こばやし
〒983-0803
仙台市宮城野区小田原 3-2-3
電話 022-293-1661
FAX 022-293-1664
http://www.kobayashibento.com
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産業・職場

笹氣出版印刷株式会社

笹っぱ活字館

匠の軌跡・息づく伝統 活づく活字
施設概要

見学体験概要

「本作りの笹氣」の心臓部分＜文字組版＞の変遷がたど

毎年「文字活字文化の日（10 月 27 日）」の前週の金曜

れる様な展示を中心に、その伝統を継承することを目的に

日と土曜日に「文字活字とのふれあい Day」を開催して

2001 年 2 月 1 日開館しました。大正 10 年の創業以来、活

います（入場無料）
。笹っぱ活字館の拡大展示をメインに

版印刷の品質・美しさにこだわり続け、
「金属活字」を自社

して、様々な体験コーナーにおいて話題を提供します。

鋳造制作し活字の品質を保って美しい組版を提供してまい

通常展示は活版印刷時代の活字製作・文選・植字など＜

りました。当時を偲ばせる活字に関係する機械が今も健在

文字組版＞に活躍した、欧文全自動鋳植機ランストンモ

で残っています。先人のこだわりが結集した“笹っぱ活字

ノタイプ、ベントン彫刻機、単母型鋳造機などをはじめ、

館”には匠の業が息づいています。

文献のみに残る幻の活字【陶活字】製作に挑戦した成果
なども見どころの一つです。そのほか、弊社が、チベッ
ト文字の活字を作り印刷した「西蔵撰述仏典目録」や完
成までに 20 年を費やした「澁澤栄一傳記資料」などの貴
重書の数々もお楽しみいただけます。

【インフォメーション】
見学体験実施時間

受入人数
予約

指導員
交通案内
休業日
入場料

[通常展]
9:00～16:00
[文字活字とのふれあい Day](変更する場合有)
日時：10 月 18 日・19 日、9:30～12:00、14:00～16:00
ご相談ください。
[通常展]
見学のみであれば不要です。説明をご希望の場合または、5 名様以上でご来館の
場合は１週間前までにご予約願います。
[文字活字とのふれあい Day]
事前のお申し込みをお願いしています。
あり
地下鉄東西線「六丁の目駅」下車北 1 出口（六丁の目中町、六丁の目西町方面）
より徒歩 5 分／ 仙台東部道路・東仙台 IC から車で 5 分
土・日曜日、祝日。年末年始（12/29～1/3）
無料

【お問い合わせ先】
笹氣出版印刷株式会社 笹っぱ活字館
〒984-0011
仙台市若林区六丁の目西町 8-45
電話 022-288-5555
FAX 022-288-5551
https://www.sasappa.co.jp/
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産業・職場

産業見本市会館「サンフェスタ」
様々なシーンにあった空間をご提供します
施設概要

見学体験概要

多目的、総合的に機能を発揮する東北有数の総
合展示場。各種展示商談会や見本市、レセプショ
ン、パーティー、イベント等様々な分野で利用で
きます。
1 階には分割可能な 1,950 ㎡（600 坪）の展示場
があり、天井高 7.2m、床は 5t/㎡までの重量に耐
え、大型車も出入可能な構造となっています。
3・4 階にも分割可能な展示場があります。（3 階：
624 ㎡、4 階：630 ㎡）約 500 台収容の付帯駐車場
や 2 階にはレストランもあります。

「サンフェスタ」の施設で開催される催事を支
えるモノや人、設備等について学習しましょう。
各階展示場の施設概要について説明を受けな
がら館内を見学します。
①どんな展示会やイベントが開催されて、どんな
人が働いているの？
②展示会等を支えるためにどんな工夫や苦労が
あるの？

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約

案内人
交通案内

大型バス駐車
休業日
入場料

10:00～16:00（12:00～13:00 は除く）
※催事の内容や予約状況により、見学の受け入れができない場合があります。
40 分程度
10～20 名
要予約・事前相談 ※見学希望日の 2 週間前までにお問い合わせください。
（予約受付時間 10:00～17:00）
※お電話でお問い合わせの上、希望日時・団体名・人員・交通手段等につい
て文書でお知らせください。
職員が対応
仙台駅から車で 15 分／仙台市地下鉄東西線「卸町駅」（仙台駅から約 9 分）
北 1 出入口から徒歩約 7 分／仙台市営バス仙台駅前 50 番乗り場から小鶴新
田行きまたは東仙台営業所行き「卸町会館前」下車徒歩 1 分／仙台東部道路
仙台東 IC から車で 7 分
可（台数は応相談）
土日・祝日、盆期間、年末年始
なし

【お問い合わせ先】
産業見本市会館・サンフェスタ
〒984-8651
仙台市若林区卸町 2-15-2
TEL 022-235-1100
FAX 022-235-1109
http://www.sunfesta.or.jp
◎この施設は協同組合仙台卸商センターが運営しています。
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産業・職場

仙台朝市商店街振興組合
朝市で食品販売体験をしてみよう
施設概要

体験概要

昭和 23 年頃、
空襲で焼け野原となった現在地に軒を
朝市内の店頭で、商品陳列やお客様との対
並べるようになって出来た「青空市場」が仙台朝市の 面販売など商業の基本が現場で体験出来ま
始まりです。通りの界隈には 70 店舗ほどの店が並び、 す。
旬の魚や新鮮な野菜、果物などが所狭しと並べられて
います。今では市民の皆様に「仙台の台所」として、 ① 仙台朝市には、どのような特徴があるの
また全国から訪れる多くの方々に「仙台の名所」のひ
だろうか。
とつとして親しんでいただける場所となっています。
② 物を販売する上でどんな工夫や苦労があ
るのだろうか。
③ お客様をひきつけるにはどんなことが必
要なのだろうか。
④ 対面販売を通して商品だけでなく、情報
交換がいかに大切かを体験出来ます。
会話を大切に！

【インフォメーション】
体験実施時間
体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入人員
交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

10:00～12:00（4 月～11 月上旬）
※時間帯については要相談
90 分～120 分
2 週間前まで FAX にて要予約
各店舗担当者が指導にあたります。
40 名位まで（要相談）
JR 仙台駅から徒歩 3 分
なし
日・祝日、お盆、新年
無料
※但し、20 名以上の場合は別途会議室を借用しますので、使用料 5,500 円が
かかります（要相談）
。

【お問い合わせ先】
仙台朝市商店街振興組合
〒980-0021
仙台市青葉区中央 3-8-5
新仙台駅前ビル 3 階
電話/FAX 022-262-7173

パルコ 2
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産業・職場

日本銀行仙台支店
お金について学ぼう
施設概要

見学概要

日本銀行仙台支店は、昭和 16 年 10 月、全国で 18
番目の支店として開設されました。日本銀行の使命は、
物価と金融システムの安定を図ることです。仙台支店
には、営業課、発券課、業務課、文書課の 4 つの課が
あり、わが国唯一の「発券銀行」として、また、
「銀行
の銀行」
、
「政府の銀行」として、様々な業務を取り扱
っています。

日本銀行の役割などを平易に解説した
DVD 鑑賞の後、窓口での執務状況見学や銀
行券の偽造防止技術の確認、模擬 1 億円の重
さ体験などができます（以上で所要時間は約
70 分程度です）
。このほか、
「金融経済のしく
みや働き」、
「お金の話」など、希望に応じて
講話を行うことも可能です。

【インフォメーション】
見学日時
見学所要時間
予約
案内人・指導員
対象者
交通案内

大型バス駐車
料金

月曜日～金曜日（除く祝日および 12/29～1/4）
見学時間は 10:00～または 13:00～
70 分程度
見学希望日の 2 週間前までに要予約。予約受付は見学希望日の 2 ケ月前から。
案内人付
原則、中学生以上（小学校高学年は別途相談）、5 名～20 名程度
地下鉄東西線「青葉通一番町駅」北 1 出口から徒歩約 3 分
地下鉄南北線「広瀬通駅」西 3 出口から徒歩約 10 分
電力ビル、青葉通り一番町バス停より徒歩約 5 分
原則不可
無料

【お問い合わせ先】
日本銀行仙台支店 営業課
〒980-0811
仙台市青葉区一番町 3-4-8
電話 022-214-3157
FAX 022-721-8858
http://www3.boj.or.jp/sendai/
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産業・職場

仙台三越
東北各県のお客様に親愛される総合百貨店
施設概要

見学概要

仙台三越は、1933 年(昭和 8 年)にオープンし、現在
の売場面積は、約 32,000 平方メートルあります。1 階
のフロアには、人気のティファニーブティック、シャ
ネルブティック、コーチショップがあります。地下 1
階食品フロアは、全国の美味しいお菓子や店内で作り
たてのお惣菜が楽しめる東北一の「三越フードガーデ
ン」を賑やかに展開しています。

店内見学は、小中学生を対象としており、
店舗の防災センター、電気機械室等の後方設
備が見学できます。
百貨店で、お客様に快適にお過ごしいただく
為の工夫についてお話します。

エネルギー使用量・CO2 削減を目的とした LED 照
明の導入や、簡易包装の推進等で省資源への取り組み
も行っています。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
予約
案内人・指導員
受入人員
交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

10:30～12:30（応相談）
30 分～60 分
1 カ月前までに要予約
案内人付
2～8 名
（小・中学生対象）
地下鉄「勾当台公園」より徒歩 1 分
不可
1 月 1 日 ※詳しくは事前にお問合せください。
無料

【お問い合わせ先】

株式会社仙台三越
〒980-8543
仙台市青葉区一番町 4-8-15
電話 022-225-7111(代表)
FAX 022-221-3240
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html
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産業・職場
みやぎ産業交流センター「夢メッセみやぎ」
人・モノ・情報が出会う見本市・展示会場
施設概要

見学体験概要

みやぎ産業交流センター「夢メッセみやぎ」は情報・技術・
「夢メッセみやぎ」の施設で開催
文化等の交流を促進し、県内産業の振興及び県民の福祉の向上 されるイベントを支えるモノ･人に
に寄与することを目的に宮城県が設置した展示施設です。当施 ついて学習しましょう。
設は 3 分割利用可能な東北最大の 7,500 ㎡の広さのホールを持
つ展示棟、5,000 ㎡の屋外展示場、大ホールと会議室を備えた ①どんなイベントが開催されてど
会議棟、隣接する西館（アクセル 1・2 階）で構成され、産業や
んな人が働いているの？
文化・スポーツに関するさまざまなイベントが開催されます。
②イベントを支えるためにどんな
工夫や苦労があるの？
③こんなイベントがあったらいい
な。
【インフォメーション】
見学体験実施時間
見学体験所要時間
受入人数
予約

9:00～15:00
30 分程度
最低 10 名様より
事前相談

案内人・指導員
交通案内
大型バス駐車

あり
最寄駅 JR 仙石線「中野栄駅」徒歩 15 分
仙台港北 I.C、仙台港 I.C から車で 5 分
可

休業日

12/29～1/3

入場料

無料

体験料金

無料

【お問い合わせ先】
（一財）みやぎ産業交流センター
〒983-0001
仙台市宮城野区港 3-1-7
電話 022-254-7111
FAX 022-254-7110
https://www.yumemesse.or.jp/
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ア

オ

バ

AO BA
エ デ ュ ケ ー シ ョ ン

フ ォ ー

ラ イ フ

ト ゥ ギ ャ ザ ー

EDUCATION FOR LIFE Together（EFLT）スペース

銅のエンボッシング体験
施設概要

体験概要

「心ゆたかな社会をともに創る」生涯学習のスペー
スです。エデュケーションフォーライフモデルとい
う「充ち足りた生」を基軸に、あらゆる出来事を恩恵
と学びに変えていくソフトを使ったフォーラムや上
映会などの企画を開催しています。
あらゆる立場を超えて心ゆたかな文化を育む共創事
業と、MAYUMI MORI アートスペースを、東北・仙
台から発振しています。

はじめにテストピースを使用し、道具や銅の感
触を一通り体験した後に、ご自分で図案を考
え、オリジナルの作品を製作していただきま
す。

体験実施時間
見学体験所要時間
受入人数
予約
指導員
交通案内
大型バス駐車
休業日
体験料金

【インフォメ－ション】
ご希望の時間帯をお問合せください
90〜100 分
＊受入人数の兼ね合いにより、事前にご連絡ください
一体験：４名〜６名まで
要予約
１名
地下鉄東西線「青葉通り一番町駅」から徒歩 5 分
仙台駅から徒歩約１５分
不可
不定休
1,000 円

【お問い合わせ先】
ア

オ

バ

株式会社 AO BA
施設名（EFLT スペース）
〒980-0811
住所 仙台市青葉区一番町 1−12−40 タゼン２階
電話：022−225−6858／090-6259-1064（田中）
E-mail：info@aoba.be
URL ：aoba.be
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七十七銀行金融資料館
「お金」の歴史や役割、
「七十七銀行」についてたのしく学ぼう！
施設概要

見学・体験概要

「七十七金融資料館」は七十七銀行の
創業１２０周年を記念して開設されま
した。当館では、お金の歴史と役割や
銀行の誕生と発展、宮城県や日本の産
業・経済などについて、それぞれのゾ
ーンごとに分かりやすくご紹介してい
ます。

「七十七金融資料館」は５つのゾーンに分かれており、入って
すぐの①「大金庫室」はドラマなどでもよく取り上げられる銀
行の大金庫室を再現。②「お金の世界」では昔の大判・小判や、
七十七銀行が国立銀行だった時代に発行していた紙幣など貴
重な資料を展示。③「七十七銀行ことはじめ物語」では七十七
銀行誕生の経緯や、新しい一万円札の肖像に決定した「渋沢栄
一」との創業期における深い係わりについても紹介していま
す。④「地域の発展と七十七銀行のあゆみ」では、七十七銀行
と地域のあゆみをデジタル年表やプロジェクションマッピン
グにて紹介。⑤「銀行とお金の役割」は、小中学生のお客さま
向けの金融教育エリアです。物々交換ゲームを制限時間内にク
リアすると賞品がもらえるなど、お金や銀行の役割について楽
しく学べます。

【インフォメーション】
見学体験実施時間
見学体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入可能人員
交通案内

大型バス駐車
休業日
料金

９：００～１５：００(銀行営業日)
４０分程度
不要
(但し、１０名以上でお越しの場合は事前にお電話にてご連絡ください)
あり(事前に希望される場合のみ)
２０名程度
・市営地下鉄南北線仙台駅(出口北２)から徒歩４分
・ＪＲ仙石線あおば通駅から徒歩２分
・ＪＲ仙台駅から徒歩５分
なし
土曜、日曜、祝日
無料

【お問い合わせ先】
七十七銀行 営業企画課
〒980-0021
仙台市青葉区中央三丁目三番二十号
電話 022-211-9711
https://www.77bank.co.jp/museum/
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FabLab SENDAI - FLAT
FabLab SENDAI - FLAT は、レーザーカッター、3D プリンタなどのデジタル工作機器を備え
た、誰もが作りたいものを自由につくることのできる図工室です。
FabLab SENDAI - FLAT is a Japanese Maker space equipped digital fabrication machines
such a laser-cutter and 3D printer and so on.
施設・団体概要
見学・体験概要
『FabLab SENDAI-FLAT』は、“ものを作るための場所”としてだ
けではなく、
“何か面白いもの・ことと出会える場所”を目指して
2013 年 5 月に活動を開始しました。
「人々のものづくりのリテラシーを向上させる」ことを目標に、
一般の方にラボを開放するオープンデーでは、作品制作のサポー
トや商品開発支援、教育プログラムを提供するなど、スタッフも
ユーザーも一緒になってものづくりに取り組んでいます。
ファブラボ仙台では、
「（伝統）工芸、素材、技術からものづくり
の未来を考える」というテーマのもと、ワークショップを通じた
伝統工芸の啓発活動や、技術継承のためのリサーチ、デジタルフ
ァブリケーションを活用した工芸用器具のリデザイン、制作にも
尽力しています。

レーザーカッターや 3D プリンタなどの
デジタル工作マシンを使った工作体験
のほか、漆や和紙などの伝統工芸を用い
たものづくり体験も行なっております。
（内容はご希望に応じて変更可能です
ので、事前に必ずご相談ください。
）

【インフォメーション】

見学体験可能時間
見学体験所要時間
予約
受入可能人員
交通案内
大型バス駐車
休業日
入館料

見学のみ 15〜30 分／体験 30 分〜
見学のみ 15〜30 分／体験 30 分〜
必須（2 週間前まで）
1〜12 名程度
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩 5 分
なし
不定休
見学のみの場合 1 人¥500／体験¥500〜（内容によって変動）

【お問い合わせ先】
FabLab SENDAI - FLAT（一般社団法人 FLAT）
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町 2-2-8 IKI ビル 4F-1
電話 022-797-5384
E-mail info@flatjp.com
http://fablabsendai-flat.com/
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専門学校

赤門自動車整備大学校

自動車整備士の仕事を体験しよう
学校概要

見学体験概要

仙台市川内に位置する歴史と伝統のある専門学校。
普段学生が使用している実習場の見学や、
本物の
自動車整備士資格の取得と、就職をめざす学校です。
工具や設備を使い自動車整備士の仕事を体験す
創立 65 年以上、これまで卒業生を 1 万人以上全国に自動 ることができます。
車整備士として送り出している実績があります。

【インフォメーション】
見学体験可能時間
見学体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入可能人員
交通案内
大型バス駐車
休業日
入館料

要相談
要相談
事前の予約が必要
赤門の教員が担当します
1 回につき 15 名程度
仙台市地下鉄東西線「国際センター駅」下車
北 1 出口から徒歩約 10 分
可能 ※要相談
土日祝日
無料

【お問い合わせ先】
専門学校 赤門自動車整備大学校
〒 980-0852
宮城県仙台市青葉区川内川前丁 61
電話 022-223-6031
FAX 022-223-5129
E-mail gakusei@akamon.org
http://www.akamon.org/
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