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写真提供：日本製鉄（株）九州製鉄所

官営八幡製鐵所旧本事務所

官営八幡製鐵所の中枢を担う機関として明治32年（1899年）に完成。赤煉瓦構造の2

階建てで中央にドームを持つ左右対称の意匠が特徴。現在も稼働中の製鉄所敷地

内にあるため非公開ですが、眺望スペースから外観を見学することができます。

眺望スペース

旧本事務所の内部を紹介する貴重な映像や子どもたちに人気のゲーム「ていたんを

探せ」など、実際に自分で操作しながらコンテンツを視聴することができるデジタル

サイネージや、VRゴーグルを使った旧本事務所内部のバーチャルツアー体験などが

楽しめます。

世界遺産ビジターセンター（スペースLABO ANNEX内）

全国8県11市にまたがる明治日本の産業革命遺産の23の構成資産について、映像を

使って分かりやすく説明しています。

世界遺産 官営八幡製鐵所関連施設
世界遺産のある街�北九州市�で、日本の近代化の息吹を感じよう！

産業学習プログラム 東田エリア

1901年に操業を開始した官営八幡製鐵所は、日本の産業の近代化に貢献し、産業都市‧北九州市の発展の礎を築きました。そ

して今もなお創業期の建物が残されており、2015年7月、世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産　製鉄‧製鋼、

造船、石炭産業」の構成資産となっています。

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
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旧本事務所眺望スペース

住所 北九州市八幡東区東田5丁目 旧スペースワールド団体バス駐車場横

開場時間 9：30～17：00（入場は16：30まで）

定休日 月曜日（祝日休日の場合はその翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）

入場料 無料

駐車場 あり（無料）

団体用バス専用駐車場あり（無料‧予約優先）

説明ガイド あり（ボランティアガイド‧無料）

※別途有料のガイドもあり（1000円‧要事前予約）

問い合わせ先 有料ガイド申込みについて

093-541-4189 （北九州市総合観光案内所）

駐車場予約について

電話 093-614-5070（（株）ニッサブ）

世界遺産ビジターセンター

住所 北九州市八幡東区東田2丁目2-11 スペースLABO ANNEX内

開場時間 9：00～17：00

定休日 月曜日（祝日休日の場合はその翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）

駐車場 あり（大型車 30分／250円、普通車 30分／100円）

問い合わせ先 093-663-0550（スペースLABO ANNEX）



東田第一高炉史跡広場
日本の産業発展を支えてきた、銑鋼一貫製鉄発祥の地。

産業学習プログラム 東田エリア

※現在、東田第一高炉は劣化個所の改修工事を実施しています。ご迷惑をおかけしますが、工事期間中は公園内の立ち入りは

できませんので、ご了承ください。オープンの目途が立ちましたら、改めてご案内いたします。

「東田第一高炉の歴史」明治34年（1901）の火入れ式から、働く人達の作業風景や八幡の移り変わりなどをパネル展示で紹介。

「鉄の広場」には、鉄に関する豆知識やクイズがいっぱい。近くには高炉で溶かした銑鉄を運ぶトーピードカー（貨車）や鋼鉄を

作る転炉等も展示。

住所 北九州市八幡東区東田2-3-12

連絡先 093-582-2391（ 北九州市市民文化スポーツ局文化企画課）

休館日 年末年始

開館 9：00～17：00

定員 特になし

入館料 無料



1F 安川電機の「今」を知る

先端技術と未来展望を語る安川

電機そのものを感じるラウンジ空

間

2F 安川電機のものづくり

の凄さを体感する

人とロボットの共存を考える参加

型のテーマ空間

安川電機みらい館

産業学習プログラム

世の中の機械を飛躍的に進化させてきた「安川電機」が100年かけてこだわり続けてきたものづくりの世界。ここでは、世界トッ

プクラスのサーボモータ‧インバータ‧産業用ロボットを用いた最先端技術がつくり出す、ものづくりの楽しさと凄さを体験するこ

とができます。お客様や学校‧研究機関、地域の方々に、ものづくりの魅力、そしてロボットの最新技術などを発信する展示‧体

感‧学習施設として、ご利用ください。

住所 北九州市八幡西区黒崎城石2-1

連絡先 093-645-7705

FAX 093-645-7718

見学可能日時 月曜日～金曜日 ※要予約（土日祝日‧会社休日‧会社都合による見学休止日を除く）

HP http://www.yaskawa.co.jp/company/tour

※受付要領は、ホームページをご覧ください。 

※安川電機みらい館見学と工場見学がセットになっています。詳しくはホームページをご覧ください。



ゼンリンミュージアム

産業学習プログラム 小倉エリア

歴史を映し出す地図の博物館として、2020年6月にオープンしました。16～20世紀にかけて西洋や日本で作られた日本地図な

ど約120点を展示しています。館内には地図の楽しみ方を紹介するZキュレーターが常駐しており、館内をご案内することも可能

です。ゼンリンミュージアムで地図が紡ぐ歴史の物語をお楽しみください。

住所 北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州14F

TEL 093-592-9082

FAX 093-592-9073

入館料 1,000円(800円) 

※入館料には、パンフレット及びチケットホルダーの代金を含みます。 

※かっこ内は8名以上の団体料金(要事前予約)。学校の団体利用は入館料を減免します。

見学可能日時 火～日(休館日、年末年始を除く)／10:00～17:00(入館16:30まで) 

※現在、土日祝日の団体見学はご予約を受け付けておりません。

所要時間 30～90分

定員 要相談

HP https://www.zenrin.co.jp/museum/



わかちく史料館(若築建設株式会社)
産業学習プログラム 若松エリア

わかちく史料館では、若松と共に歩んできた企業の軌跡をたどりながら、洞海湾の開発事業を中心とした若松の歴史や石炭の

集散に携わった人々の暮らしに触れることができます。往時を伝える貴重な資料が多数展示され、写真、映像、模型をはじめと

した豊富なコンテンツで大人から子供まで楽しく学べるようになっています。展示物一つ一つが物語る「声」に耳を傾けてみては

いかがでしょうか？

住所 北九州市若松区浜町1-4-7

TEL 093-752-1707

見学可能日時 火〜日（祝‧祭日を除く）／10：00〜16：00

所要時間 30〜60分

定員 〜50名

HP https://www.wakachiku.co.jp/shiryo/



門司赤煉瓦プレイス

産業学習プログラム 関門エリア

サッポロビールから引き継いだ歴史的価値のある煉瓦建物を保存活用。旧サッポロビール醸造棟や門司麦酒煉瓦館のほか、レ

ストランや交流館があります。又、長崎街道の起着点（大里宿）で散策も可能。

住所 北九州市門司区大里本町3-11-1

TEL 093-372-0962

見学可能日時 随時受付／9：00〜17：00（入館16：30まで） 

休：12/29〜1/3

所要時間 30〜60分

定員 制限なし

見学受付 予約要‧入場料要

駐車場 有り‧大型バス可

HP 「門司赤煉瓦プレイス」で検索



電話機の歴史
グラハム‧ベル電話機（復元）を始めとし、国産第１号電話機な

ど、明治から現代に至るまでに活躍した電信‧電話機等を展示

しています。

公衆電話の移り変わり
カラフルな公衆電話機から、時代の移り変わりや機能の進化

の過程を知ることができます。

磁石式手動交換機の体験
電話機のハンドルを回して電気を起こし、交換手や通話相手と

の会話を楽しむことができます。

公衆電話の体験
災害時や緊急時にも役立つ公衆電話のほか、「災害用伝言ダ

イヤル（171）」の使い方を学んでおきましょう。

電話の通り道（通信線路設備）
電話をつなぎ、映像やデータなどを送るため、通信ケーブルが

空中や地下に張り巡らされている様子をご覧ください。

門司電気通信レトロ館 外観
門司で最初の鉄筋コンクリート造りで、火災から守るための

「流水防火装置」が備えられていました。

門司電気通信レトロ館（ＮＴＴ西日本）

産業学習プログラム 関門エリア

1924（大正13）年に「逓信省門司郵便局電話課庁舎」として建てられました。館内には、電信‧電話の発展の中で活躍してきた古

い設備や過去を語る貴重な史料などを展示しています。交換手がつないでいた「磁石式手動交換機」や、ダイヤルの動きに合わ

せて接続される「自動交換機」等の体験コーナーもあります。日常身近な「通信」をテーマに歴史的‧技術的な観点から、楽しみ

ながら学んでいただくことが出来る史料館です。

住所 北九州市門司区浜町4-1

TEL 093-321-1199

見学可能日時 火〜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌平日休館、年末年始を除く）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）

所要時間 ‧自由見学の場合、所要時間は約20分、体験コーナーを含めると約30分です。

‧ツアー形式での見学の場合、「ダイヤル式電話機のかけ方」「公衆電話機の使い方」「災害用伝言ダイヤル（171）」　の体験などを盛り込み

学んでいただくことも可能です。（約30～45分）

‧非公開エリア「電気通信技術の革新を知る保存品見学ツアー」は技術系の学校向きです。（約20分）

定員 〜100名

人数規模‧見学時間等により、受入れ内容について事前のご相談や下見も承っております。

見学受付 ご予約をお願いします。

駐車場 乗用車4台、大型バス2台（駐輪スペース10台程度）

HP https://www.ntt-west.co.jp/kyushu/moji/

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
https://school-trip.previewserver.biz/area/kanmon/
https://www.ntt-west.co.jp/kyushu/moji/
https://school-trip.previewserver.biz/


白島国家石油備蓄基地　白島展示館

産業学習プログラム 若松エリア

石油と石油備蓄の役割や重要性について理解を深められる施設です。館内では映像やマルチメディアなどで学べるほか、３６０

度のパノラマが広がる展望室もあり、屋外には実物大の消波ブロックや貯蔵船のカットモデルもあります。

また展示館２階には、６４名の方が利用できる「休憩‧食事用スペース（テーブル等）」を設置していますが、新型感染症対策のた

め、飲食は禁止しています。

住所 北九州市若松区響町1-108

TEL 093-752-1460

見学可能日時 火〜日（第4火曜を除く）／10：00〜16：00　月曜日の祝‧祭日は見学可能

所要時間 30〜120分

定員 〜120名（小4以上）

（団体受入は、新型感染症対策により変更等あり）

見学受付 〜1日前

HP https://museum.shirashima.jp/

新型感染症対策として、２Ｆの喫食スペースは飲食禁止としています。

また新型感染症対策により、急遽閉館となることもありますので最新の見学情報はお問い合わせください。

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
https://school-trip.previewserver.biz/area/wakamatsu/
https://museum.shirashima.jp/
https://school-trip.previewserver.biz/


日本製鉄(株)九州製鉄所（八幡地区）
産業学習プログラム

当面の間、工場見学の受付を中止しています。

1901年に官営製鐵所として操業開始以来、一貫して日本鉄鋼業界のリーダーとしての役割を果たしてきた製鉄所です。鉄鉱石

を溶かして鉄を造る高炉工場と真っ赤な鋼を薄く延ばして製品を造る熱延工場の2工場を見学して、敷地や設備のスケールの

大きさ、製造工程で生じる熱‧音‧光を体感できます。

住所 北九州市戸畑区飛幡町1-1

見学可能日時 月〜金（要問合せ）／9：30〜11：30‧13：00〜15：00‧15：00〜16：30

所要時間 90〜120分

定員 5〜150名（小学校5年生以上75歳まで）

見学受付 〜1ヶ月前

HP https://www.nipponsteel.com/works/kyushu/yawata/about/visit.html

※見学のお申し込みの詳細はホームページをご覧下さい。



TOTO (株)小倉第一工場 
TOTOサニテクノ (株)小倉工場
産業学習プログラム 小倉エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

TOTOの創立は大正6年。まだ日本では下水道が整備されていなかった時代に「健康で文化的な生活を提供したい」という思い

を抱き、衛生陶器の開発製造に取組み始めました。 

小倉第一工場では、生活に身近な衛生陶器を製造しており、工場見学では、成形工程や約24時間かけて焼き上げるトンネル窯

などを見学できます。

住所 北九州市小倉北区中島2-1-1

TEL 093-951-2053

見学可能日時 月〜木／9：00〜12：00‧13：00〜16：00（祝祭日を除く）

所要時間 60分または90分コース

定員 5〜30名（中1以上）

見学受付 希望日3ヶ月〜14日前迄にお電話にて事前予約要。

HP http://www.toto.co.jp/



サンアクアTOTO(株)
産業学習プログラム 小倉エリア

重度障がい者雇用の場の確保を目的とし、福岡県、北九州市、TOTO三者共同出資の第三セクター方式による重度障がい者雇

用企業です。工場では障がいをカバーした様々な改善事例や安心‧安全な職場環境の見学ができます。

住所 北九州市小倉南区舞ヶ丘1-2-1

TEL 093-964-0141

見学可能日時 月‧水‧木‧金

①9：20〜10：30②10：00〜11：10③13：30〜14：40④15：20〜16：30

所要時間 70分コース

定員 40名まで（小学校5年生以上）

見学受付 〜1ヶ月前（要予約）

HP https://sat.jp.toto.com/



(株)デンソー九州
産業学習プログラム その他のエリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

自動車メーカー各社のカーエアコンやラジエータ、ディーゼル専用コモンレールシステム部品などを生産している自動車部品

メーカーです。車内の空間を快適にするエアコンシステムや、窒素酸化物（NOx)の発生を抑制する環境に優しいディーゼル専用

燃料噴射装置の超精密部品の製造ラインなどを見学できます。

住所 北九州市八幡西区本城5-4-1

TEL 093-693-1111

見学可能日時 火‧木／10：00〜‧13：30〜

所要時間 90分

定員 10〜60名（小学校5年生以上の児童、生徒、学生）

見学受付 3ヶ月前〜1ヶ月前

HP https://www.denso-kyushu.co.jp/



1975年に九州初の自動車工場として稼働を開始しました。

ミニバンのセレナ、SUVのエクストレイル、海外向けは、ローグ、ローグスポーツの4

車種を製造しており、日産国内の生産工場の中では、全体の半数以上を生産してい

る最大の拠点地です。工場見学で車ができるまでの様子が見学できます。

日産自動車九州(株)
産業学習プログラム その他のエリア

新型コロナウィルス感染症拡大の状況により予定を変更する場合があります。

最新の見学情報はホームページをご覧ください。

住所 福岡県京都郡苅田町新浜町1-3

TEL 093-435-1137

開館 ゲストホール　平日9：00〜17：00

工場見学

申込方法

ホームページよりご確認ください。

HP https://www.nissankyushu.co.jp/

詳しくはお問い合わせください。

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
https://school-trip.previewserver.biz/area/other/
https://www.nissankyushu.co.jp/
https://school-trip.previewserver.biz/


九州製紙(株)北九州工場
産業学習プログラム その他のエリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

西日本地域で発生する様々な古紙を再生利用し、高品質のトイレットペーパーを生産する工場です。古紙の再生利用を通じ、森

林資源の保護、ゴミの減量、紙焼却処分により発生する二酸化炭素の抑制などを行い、地球環境‧地域環境の保全に大きく貢献

しています。

見学受付：北九州市観光課

TEL 093-551-8150

九州製紙(株)北九州工場

住所 北九州市八幡東区前田洞岡2-1

TEL 093-663-7771

見学可能日時 応相談

所要時間 60〜90分

定員 40名（小学校5年生以上）

駐車可能台数 バス2〜3台

見学受付 2ヶ月前〜1ヶ月前まで

HP http://www.kyushu-seishi.co.jp/

※日本製鉄（株）九州製鉄所（八幡地区）構内に立地



日本資源流通(株) 
北九州市プラスチック資源化センター

産業学習プログラム 小倉エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

市民より排出されたプラスチック製容器包装の選別‧圧縮‧梱包作業を行っています。選別ラインではリサイクル出来ないものを

人の手で取り除いています。工場では搬入から選別、梱包までの一連の流れを見学することが出来ます。また、分別方法の説明

やアドバイスも行っております。

住所 北九州市小倉北区西港町86-13

TEL 093-591-5346

見学可能日時 月‧火‧木‧金(祝日は除く) 

10：00〜16：00

所要時間 60分

定員 1〜45名（小学校低学年以上）

見学受付 予約要

HP http://www.j-shigen.com/

※併設する古紙リサイクル工場も見学可能です。（TEL：093-591-1070）



北九州モノレール

産業学習プログラム 小倉エリア

昭和60年に誕生した国内最初の都市モノレールです。乗車時に駅務機器の説明、改札機通過体験などができます。また、15名以

上の団体に限り、普段は入ることのできない車両整備工場内の見学、説明等（火〜金　10：00〜16：00）も行っています。

乗車受付 北九州市小倉北区魚町2丁目（平和通駅：駅長室）　TEL：093-511-5411

北九州市小倉南区企救丘2丁目（営業課）　TEL：093-961-0103

団体取扱 学生団体　25名以上（幼稚園保育園は15名以上）で運賃2割引

一般団体　25名以上で運賃1割引

乗車申込、

工場見学

事前予約が必要です。

2ヶ月〜2週間前まで（※工場見学は1ヶ月前、改札機通過体験は1週間前まで）

HP https://www.kitakyushu-monorail.co.jp/

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
https://school-trip.previewserver.biz/area/kokura/
https://www.kitakyushu-monorail.co.jp/
https://school-trip.previewserver.biz/


九州旅客鉄道(株)小倉総合車両センター
産業学習プログラム 小倉エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

1891年に門司まで開通した九州鉄道の車両整備工場として創立され、100年以上の歴史を持つ工場です。鉄道車両の検査‧修

繕及び改造や技術開発を行っており、「ななつ星in九州」「特急ゆふいんの森号」、「特急ソニック号」など九州内で走っている車

両やＤ＆Ｓ列車を一手に担っています。

住所 北九州市小倉北区金田3丁目1-1

TEL 093-561-0125

見学可能日時 月〜金（工場非稼働日を除く）

開始時間（相談可）10：00〜11：00‧14：00〜15：30

所要時間 約60分〜80分

定員 4〜20名まで（小学校高学年以上）

見学受付 前々月末までに電話にて仮受付後、申込書確認にて申込み完了

※見学は研修団体のみ

https://school-trip-kitakyushu.com/facilities/industry/
https://school-trip-kitakyushu.com/area/kokura/
https://school-trip-kitakyushu.com/


太刀浦コンテナターミナル

産業学習プログラム 関門エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

北九州港‧門司に西日本初の公共コンテナターミナルがオープンして約40年。西日本の国際物流の一躍を担ってきた「太刀浦コ

ンテナターミナル」にて国際物流基地の生の現場をご紹介します。見学を通じ、日本の貿易を支える港の仕事への理解‧関心を

高めて頂きます。

住所 北九州市門司区太刀浦海岸19

見学可能日時 月曜〜金曜日‧10：00〜16：00要予約

定員 10名〜50名

※見学希望者は、北九州市港湾空港局クルーズ‧交流課までお問合せください。

※申込書を下記URLに掲載しています。

TEL 093-321-5939

HP http://www.kitaqport.or.jp/jap/umibe/inspection/index.html

※現在、ヤード内見学は実施していません。

https://school-trip-kitakyushu.com/facilities/industry/
https://school-trip-kitakyushu.com/area/kanmon/
http://www.kitaqport.or.jp/jap/umibe/inspection/index.html
https://school-trip-kitakyushu.com/


工場夜景鑑賞
バスや船からダイナミックな工場夜景を体感できます！

産業学習プログラム その他のエリア

関門海峡から洞海湾に続く海岸線には、多くの工場が立ち並び、夕暮れとともにきらびやかな光を放ちます。また、北九州市に

は「若戸大橋」、「皿倉山」、「門司港レトロ展望室」等、８つの日本夜景遺産があり、２０２２年には「日本新三大夜景」に全国１位

で認定されました。

北九州ならではの「夜の楽しみ方」です！

工場夜景クルーズ　〜洞海湾‧関門海峡〜

船をチャーターして、工場群の夜景を海上から観賞することもできます。

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
https://school-trip.previewserver.biz/area/other/
https://school-trip.previewserver.biz/


関門クルーズ

洞海湾〜関門海峡まで運航可能です。

料金 67,500円（基本コース1時間以内）

※31名以上は1名増すごとに2,250円UP

定員数 120名（船内の正座席83＋補助席10）

船の特色 2階デッキ（90名分）‧トイレの設備‧冷暖房あり‧DVD付きテレビ

実施時間 17：00発〜21：30頃着まで

発着場所 門司港

※小倉港発着も対応可能（料金は要問合せ）

申込先 関門汽船株式会社

住所 北九州市門司区西海岸1丁目4-1

TEL 093-331-0222

ご要望に応じて夜景ナビゲーターがご案内します。

魅力ある北九州市の工場夜景を皆さまに楽しく、

分かりやすくご案内させていただきます！！

料金：1人1回3,000円



北九州マイスター北九州マイスター
脈々と受け継がれていく次代に伝えたい「技能偉産」がある。

産業学習プログラム その他のエリア

北九州市でものづくりの心を学ぼう

北九州マイスターとは‧‧‧

「ものづくりの街‧北九州市」において、工業系や製造業などの分野で国内トップレベルの卓越した技能を持ち地域産業の

振興に貢献した人材を、北九州市が認定‧表彰する精度で、現在までに60名が認定されています。

ものづくりにかけた先人から、脈々と続く職人たちの遺伝子を受け継いだ北九州マイスター。

職人が、何に気付き、いかに行動し、いかに自己実現に至ったかなど、「ものづくりの厳しさ‧楽しさ‧喜び‧苦労」など、職人

たちが自らの生きざまを熱く語ります。

ココが見どころ

北九州市には、製鉄、衛生陶器、ロボットなど、ものづくりの企業がたくさんあります。

産業の現場で「ものづくり」を支えてきた北九州マイスターから、普段聞くことのできないものづくり談を聞いて、日本のも

のづくりの心を学びましょう！

北九州マイスターにはさまざまな技能をもった人がいます

高炉製鉄、溶接、機械加工、ワイヤーロープ加工、半導体製造装置組立、金型仕上げ、機械補修、マシニング加工、熱間圧

延、電気めっき、金型組立、金型メンテ、煉瓦の手加工、衛星陶器施釉、非破壊検査、連続鋳造など

談話

市内のものづくりの工場見学と合わせると、さらに学習が深まります。

●仕事のやりがい‧面白さ‧素晴らしさ‧喜び‧難しさ‧大変さ‧苦労話

●夢をもつことの大切さ

●何のため、誰のために仕事をするの　…など

北九州マイスターの方々が、ご自分の経験に基づきお話しします。

https://school-trip.previewserver.biz/facilities/industry/
https://school-trip.previewserver.biz/area/other/
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半導体製造装置組立、金型仕上げ

村上英俊マイスター

半導体製品の組立などの超精密な調整技術を有し、昭和４８年に機械組立の部で

全国大会優勝、国際大会で３位に入賞した実績を持つ。現在は市内の若手社員を

対象とした技術講習 会の講師として活躍中。

電子機器組立（はんだ付け）

中井　ミヤ子マイスター

プリント基板の組立技能で特に重要な「手はんだ付け」の熟練技能者。はんだ付け

の作業や教育、社内認定の各基準を策定し、社内認定制度を確立。社内の人材育

成にとどまらず、小学校等への技能伝承活動にも積極的に取り組んでいる。

北九州マイスターのご紹介北九州マイスター

料金 講師料（1人‧時間12,000円）＋別途場所代‧機材代等

問合先 北九州市産業経済局雇用政策課

TEL 093-582-2419

※具体的な内容については、事前にご相談ください。



北九州技の達人
磨き抜かれた職人の技を学び、将来の「自分」を考える！

産業学習プログラム その他のエリア

北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の指導育成に努め、卓越した技能で市民生活の向上に貢献している技能者を

「北九州 技の達人」として認定し、その優れた技能を「まちの宝」として次世代に継承する活動をしています。様々なジャンルにお

ける「職の達人」が、仕事の楽しさ‧厳しさ‧やりがいなどを、実演や講話を通じて伝承します。

料金 講師料（1人‧1時間‧6,900円）＋別途場所代、機材代等

問合先 北九州市産業経済局雇用政策課

TEL 093-582-2419

※具体的な内容については、事前にご相談ください。

北九州技の達人

理容師‧調理師‧印章彫刻師‧コーヒー焙煎職‧木製建具製造工‧ピアノ調律師‧フラワーデザイナー‧和服仕立職‧表具師

など84名

https://school-trip-kitakyushu.com/facilities/industry/
https://school-trip-kitakyushu.com/area/other/
https://school-trip-kitakyushu.com/
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