
主催：周南地域商工会議所（新南陽・徳山・下松・光商工会議所）
※昼食メニューは料理内容が多少変更になる場合がありますのでご了承下さい。

●笠戸ひらめ御膳 ●鐘楼亭ツアー定食

国民宿舎大城 鐘楼亭

㈱中島屋酒造場 ㈱はつもみぢ ㈱山縣本店

申 し 込 み 方 法 　 実 　 　 費 　

お問い合わせ・お申し込み先

参加される皆様へのお願い

ハガキでのお申し込み　……………………………………

ホームページからのお申し込み　…………………………

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用させていただきます。

※実費負担
昼食代、入館料等 お1人様／1,700円（消費税込み）

●希望コース（出発日を第1希
望のみ記載） ●参加者名 
●郵便番号、住所 ●電話番号 
●生年月日 ●性別 ●勤務先
（学校名）をご記入の上、2人
１組のペアまたは１人で、ハガ
キ1枚でお申し込み下さい。
（高校生以上の方に限らせていただきます）

※抽選結果については、9月初旬までにお知らせ致します。どうかご容赦の程、
宜しくお願い致します。※工場内はバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化が
されておりませんのでご注意下さい。※天候によって内容が変更になることが
あります。※企業によっては見学内容が異なります。※ツアー当日、マスコミ取
材が入ることがありますので、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。

ホームページアドレス  http://www.s-cci.or.jp/
にアクセスし、案内にしたがってお申し込み下さい。

新南陽商工会議所「産業観光ツアー係」まで
〒746-0017  周南市宮の前2丁目6-13
TEL.（0834）63-3315（担当：片山）

《以下の項目については厳守下さい》　●工場内は原則写真撮影不可
●工場内はスカート・ハイヒール・サンダル履不可　●ヘルメット着用
および長袖着用の工場あり　●同業者の方はご遠慮下さい

●希望コース
　第1希望のみ
●参加者名
●郵便番号、住所
　（代表者のみ）
●電話番号
●生年月日
●性別
●勤務先（学校名）
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1,700円下　松
商工会議所

下松駅南口
（発）10：00

下松駅南口
（着）15：30

10/17
（火）

鉄道コース一般コース

9/21
（木） 1,700円徳　山

商工会議所

10/26
（木）

光
商工会議所 1,700円 光税務署前

（発）9：40

徳山商工会議所
（発）10：00

出光興産㈱
10：10～11：40

山口放送㈱
13：00～14：30

赤坂印刷㈱
15：00～16：00

鐘楼亭／昼食
11：50～12：50

徳山商工会議所
（着）16：30

東洋鋼鈑㈱
9：50～11：20

㈱ただおザウルス
14：00～15：00

ボートレース徳山／昼食
11：30～13：30

光税務署前
（着）15：20

一 般 コ ー ス
日  時 実　費 コ ー ス の ご 案 内定  員引  受

20名
20名

新南陽
商工会議所10/5

（木） 1,700円 新南陽駅前
（発）8：20

里の厨
12：20～12：50

㈱はつもみぢ
14：40～15：40

カンロ㈱
9：10～10：25

光市立学校給食センター
昼食

10：40～12：00
新南陽駅前
（着）15：50

味めぐりコース
下松市栽培漁業センター
13：20～14：20

一般コース

20名

20名 ㈱日立製作所笠戸事業所
10：10～11：40

JR乗務員センター
13：30～15：00

国民宿舎大城／昼食
12：00～13：00

赤坂印刷㈱

多様化する印刷物を先進の技術と最新鋭の
設備で、事務用印刷なら西日本屈指の実績を
持っています。また、印刷業のさらなる飛躍の
ためデータープリントサービスやICタグにも
取組んでいます。

情報産業の最先端としての
印刷業に挑戦します。

出光興産㈱徳山事業所

お客様が安心して使える石油・化学製品を、
安全に安定して供給することが私たちの使
命です。1957年の操業以来、地元の皆様
と共に歩んでいます。

ほっと安心、もっと活力、
きっと満足。出光の約束

カンロ㈱ひかり工場

美味しさ・楽しさ・健康をテーマにカンロ飴
をはじめ、金のミルク、ノンシュガー果実の
ど飴など４０種類のキャンディを製造してい
ます。

ひと粒のメッセージ

（公財）下松市水産振興基金協会 下松市栽培漁業センター
海を拓く

㈱ただおザウルス

現在捨てられているゴミの多くは、新しい
資源としてリサイクルされています。環境に
配慮した次世代型の産業廃棄物中間処理
施設として、昨年稼働開始した新しい工場
です。

ＥＣＯlution  地球をもっとＥＣＯに

㈱日立製作所 笠戸事業所

日立笠戸は創立以来、鉄道車両とともに歩ん
できました。当事業所内の歴史記念館では、
これまで製造して来ました各種鉄道車両や産
業プラント関連装置等の写真や模型、各種資
料がご覧頂けます。

鉄道車両で世界に貢献！！
ボートレース徳山

瀬戸内海に隣接する山里に面したボートレース
徳山は、屋外スタンドから見る競走水面とピット
の距離が近く、選手の気合と臨場感が伝わりま
す。自然の癒しとレースの迫力が楽しめます。

自然の癒しと白熱レース
未体験のおもしろさを体感！

東洋鋼鈑㈱下松事業所

あらゆる可能性に挑戦。暮らしにも環境に
も優しい「新しい鉄」の創造をめざして、当
社の技術は進化しつづけます。

お届けします、
人と地球に優しい素材を

西日本旅客鉄道㈱徳山地域鉄道部

私たちは、お客様に安心・快適にＪＲをご利用して
いただくために、日々、訓練を実施しています。
この度はその一部ではありますが、「運転シミュ
レーター」による訓練を体験をしていただきた
いと思います。

お客様に安心・快適に
ご利用していただくために

光市立学校給食センター

「安全・安心な学校給食の提供」「栄養バラ
ンス・多様性に配慮した学校給食の提供」
「食育の推進」「長期的な安定運営」の４つの
基本方針に基づく、学校給食並びに食育の
推進に努めています。

豊かな心と生きる力を育む
給食を目指して

見学企業
施設の
ご案内

新南陽
商工会議所10/25

（水） 1,700円 新南陽駅前
（発）9：20

㈱山縣本店
13：00～14：00

㈱中島屋酒造場
9：30～10：00

㈱はつもみぢ
10：20～11：20

鐘楼亭／昼食
11：40～12：40

新南陽駅前
（着）14：20

酒蔵めぐりコース一般コース

20名

酒蔵

当センターは、魚介類を育て、放流する活動を
積極的に行うことで、水産資源の回復に貢献し
ています。また、市内の養殖業者と協力して養殖
技術の調査・研究を行い、水産資源を安定して
供給できる環境づくりにも取り組んでいます。

昼食

山口放送㈱

1956年4月にラジオ局として開局。1959年10月
にはテレビ局を開局し、ラジオ・テレビの２つのメデ
ィアを融合させ、県民の皆様のニーズに的確に応
え、愛され信頼される放送局として、情報発信して
まいりました。2015年7月にはＦＭ補完放送「エフ
エムＫＲＹ」をスタートし、放送エリアを拡大中です。

ラジオ・テレビ兼営放送局

周南地域商工会議所（新南陽・徳山・下松・光商工会議所）広域連携特別企画事業

募集
8月15日（火）までにお申し込みを！

（当日消印有効）

※申し込み者多数の場合は抽選となりますので、その際にはご容赦下さい。

参加ご希望の方は

産業観光ツアー2017
周南地域は、全国でも有数の石油化学コンビナートを形成し、

知名度の高い上場企業も立地していることから企業城下町として発展してきました。
また、地域に密着した地場の企業も多くあります。そこで周南地域の4つの商工会議所では、

このような条件を活かした地域活性化事業の一環として、
一般地域住民の方々を対象に地元の工場等の施設見学と地域の観光地見学を組み合わせたツアーを実施致します。

どうぞふるってご応募下さいますようご案内申しあげます。

周南地域は、全国でも有数の石油化学コンビナートを形成し、
知名度の高い上場企業も立地していることから企業城下町として発展してきました。

また、地域に密着した地場の企業も多くあります。そこで周南地域の4つの商工会議所では、
このような条件を活かした地域活性化事業の一環として、

一般地域住民の方々を対象に地元の工場等の施設見学と地域の観光地見学を組み合わせたツアーを実施致します。
どうぞふるってご応募下さいますようご案内申しあげます。

スゴイ
！

スゴイ
！


