
 オープンカンパニースケジュール 
 オープンカンパニーの開催⽇をチェックして、ワクワクする現場に⾏ってみよう！ 

 A'zhair   （アズヘアー）    
 ゆいテラス出展 

 【ゆいテラス】 
 美容師のお仕事体験！簡単ヘアアレンジ、お⼦様カット教室、 
 メイクレッスン等を実施します。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-17:00  
 11⽉24⽇（⽊）   10:00-17:00 
 予約  ：当⽇予約可、メールまたは  申込フォーム    

      ※体験によって開催時間が異なります。 

         詳しくは申込フォーム（QRコード）をご確認ください。 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-63-0738 

 Email   azhair.mikkaichi@gmail.com 

 イズミヤショッピングセンター河内⻑野 
 ゆいテラス出展 

 【ゆいテラス】 
 イズミヤの歴史や取り組み、新しいショッピングセンターの形 
 についてお話します。 

 11⽉22⽇（⽕）    ①10:00〜10:20  
             ②13:00〜13:20  

 ③15:00〜15:20 
 11⽉23⽇（⽔・祝）10:00〜17:00 軽⾷販売 
           ※売り切れ次第終了 

 予約  ：不要 

 定員  ：8名程度 

 所要時間  ：  約20分 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-64-1227 

 Email   sc-kawachinagano@h2o-scdev.co.jp 

https://docs.google.com/forms/d/1nJ0yltczlVFT-obojXBq49oy8IPm2tanT-g4GWucGKo/viewform?edit_requested=true
mailto:azhair.mikkaichi@gmail.com
mailto:sc-kawachinagano@h2o-scdev.co.jp


 EBi stainless   （エビ ステンレス） 

 オープンカンパニー     ツアーH     ツアーI 

 【オープンカンパニー】 
 作業中の加⼯機械の模擬紹介、ステンレスのパズルなどの組み 
 ⽴て体験、溶接体験（⼩学⽣以上）、アクセサリーのワーク 
 ショップ  を⾏います。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） 13:00-14:00 
 予約  ：電話またはメール / ツアーは  こちら 

 定員  ：10名まで  所要時間  ：約45分 

 住所  :  河内⻑野市原町201-1   駐⾞場10台 (焼⾁寄つ場) / ⾃転⾞10台 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-21-6745 

 Email   macky@ebi-sus.com 

 ⼤阪ケース製作所 
 ゆいテラス出展 

 【ゆいテラス】 
 段ボール迷路、ガラガラ抽選を実施します。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-17:00    
 予約  ：予約不要 

 定員  ：5名程度 

 所要時間  ：約15分 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-54-0702 

 Email   info@osakac-s.com 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:macky@ebi-sus.com
mailto:info@osakac-s.com


 ⼤阪第⼀交通 ⻑野営業所 
 オープンカンパニー      ゆいテラス出展 
 ツアーA  ツアーF  ツアーL 

 【オープンカンパニー】タクシーの裏側紹介！ 

 11⽉22⽇（⽕）   10:00-17:00 
 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-17:00 
 11⽉24⽇（⽊）   10:00-17:00 
 予約  ：オープンカンパニーは前⽇までに電話またはメール 

     ツアーは  こちら 

 所要時間  ：約60分 

 住所  ：  河内⻑野市寿町7-22 

 【ゆいテラス】 
 タクシー⾞輌紹介・乗務員コスプレ撮影会等を⾏います。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-17:00 

 お問い合わせ  ： 

 住所 河内⻑野市寿町7-22 

 TEL 0721-52-2789 

 Email   nagano@daiichi-koutsu.co.jp 

 おでかけ運動教室わんせるじんぐ 
 ゆいテラス出展 

 【ゆいテラス】 
 ⾼齢者向け体操体験会等を⾏います。 

 11⽉24⽇（⽊）   ①13:30〜14:30 
            ②15:00〜16:00 
 予約  ：前⽇までに電話またはメール 

 定員  ：15名まで 

 所要時間  ：  約60分 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 090-5908-4387 

 Email   wan.seru.jingu@gmail.com 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:nagano@daiichi-koutsu.co.jp
mailto:wan.seru.jingu@gmail.com


 kawabata farm   （カワバタ ファーム） 

 ツアーF  ツアーG    

 【ツアーのみ】 
 こだわりの肥料によって糖度や旨みを実現している安全な野菜作り 
 の現場⾒学、野菜販売。 

 予約  ：ツアーは  こちら 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-52-2293 

 Email   shanao@khaki.plala.or.jp 

 清明エンジニアリング 
 オープンカンパニー  ツアーD  ツアーG    

 【オープンカンパニー】 
 ⾦属加⼯の現場を「⾒て」「感じて」「知って」みよう。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） 13:30-14:30 
 予約  ：電話またはメール  / ツアーは  こちら 

 住所  :  河内⻑野市上原⻄町5-23   駐⾞場10台(会社前) / ⾃転⾞10台 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-26-8132 

 Email   kawakami@kss-sayama.jp 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:shanao@khaki.plala.or.jp
https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:kawakami@kss-sayama.jp


 瀬尾⾼圧 
 ツアーJ  ツアーK 

 【ツアーのみ】 
 エネルギー設備に不可⽋な熱交換器を製造している会社。普段、⾒ 
 ることができないような⼤型の機器の製造が⾒られます。 

 予約  ：ツアーは  こちら 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-63-5081 

 Email   wakuwaku@seo-koatsu.co.jp 

 髙橋モータース 
 オープンカンパニー     ツアー H  ツアーI 

 【オープンカンパニー】 
 ⾃動⾞整備の裏側説明、レーシングカーの展⽰ 

 11⽉23⽇（⽔・祝）       10:00-11:00 
               13:00-14:00 
 予約  ：前⽇までに電話 / ツアーは  こちら 

 定員  ：6名まで 

 住所  :  河内⻑野市本町8-17   駐⾞場2台 / ⾃転⾞5台 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-52-6887 

 Email   yukihiro.gp@gmail.com 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:wakuwaku@seo-koatsu.co.jp
https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:yukihiro.gp@gmail.com


 ＴＯＮＥ   （トネ） 

 オープンカンパニー      ゆいテラス出展 
 ツアー A  ツアーB     ツアー C  ツアーD 
 ツアー E  ツアーJ  ツアーK 

 【オープンカンパニー】 
 ショールーム⾒学、ボルト締付け体験、販売会。 

 11⽉22⽇（⽕）   10:00-11:00 
 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-11:00  15:00-16:00 
 11⽉24⽇（⽊）   10:00-11:00  14:30-15:30 
 予約  ：オープンカンパニーは前⽇までにメールにて予約 

    ※参加者全員のお名前と代表者の連絡先を明記下さい 

       ツアーは  こちら 

 定員  ：18名まで  所要時間  ：約60分 

 住所  :  河内⻑野市寿町6-25    お⾞での来場はご遠慮下さい 

     但し市役所臨時駐⾞場Aに駐⾞可能です。 

     詳しくはお問い合わせ下さい 

 【ゆいテラス】 
 ⼯具・オリジナルグッズ等の展⽰・販売等 

 11⽉22⽇（⽕）   9:00-17:00 
 11⽉23⽇（⽔・祝） 9:00-17:00 
 11⽉24⽇（⽊）   9:00-17:00 

 お問い合わせ  ： 

 TEL   0721-51-1386 
 Email   open-company@tonetool.co.jp 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:open-company@tonetool.co.jp


 ⽇精⼯業社 ⼩⼭⽥⼯場 
 ツアー B  ツアーC 

 【ツアーのみ】 
 ⾦属に⽳をあけたり・削り出したり・磨き上げる様⼦をご覧いただ 
 けます。 

 予約  ：ツアーは  こちら 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-21-8596 

 Email   niseei@zeus.eonet.ne.jp 

 ⽇本トランスネット 
 オープンカンパニー      ゆいテラス出展 
 ツアー D  ツアーE 

 【オープンカンパニー 】 
 ⼤型トラック・⼤型トレーラーの⼤きさ・荷台の広さ・⾼さを 
 体験できます。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） ①10:00-11:00  ②13:00-14:00 
           

 予約  ：オープンカンパニーは  予約フォーム  より申込  

 ツアーは  こちら 

 定員  ：18名まで 

 住所  ：  河内⻑野市野作町14-21 

 【ゆいテラス】 
 ペーパークラフト体験会を⾏います。 

 11⽉22⽇（⽕）10:00-17:00 
 11⽉23⽇（⽔・祝） 9:00-17:00 
 11⽉24⽇（⽊）9:00-17:00 
 予約  ：  予約フォーム  より申込（22⽇・24⽇は予約不要） 

 定員  ：10名まで 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-50-0818 

 Email   soumu@j-transnet.co.jp 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:niseei@zeus.eonet.ne.jp
https://forms.gle/sX6kk645yH19Q23V9
https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
https://forms.gle/mv5ynQ5h34yRpUek8
mailto:soumu@j-transnet.co.jp


 ⽇本農薬 総合研究所 
 ツアー A  ツアーB     ツアー J  ツアーK 

 【ツアーのみ】 
 農薬の開発や安全性、研究所概要などを説明した後、歩いて所内を 
 ⾒学します。 

 予約  ：ツアーは  こちら 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-56-9000 

 ひげ⼯房 
 ゆいテラス出展 

 【ゆいテラス】 
 特殊⾞いす展⽰・採型体験等を⾏います。 

 11⽉23⽇（⽔・祝）   9:00-17:00 
 予約  ：不要 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-56-9696 

 Email   furuhashi＠higekobo.co.jp 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf


 パシフィックホーム 
 オープンカンパニー     ツアー H  ツアーI 

 【オープンカンパニー】 
 様々なこだわりが詰まった、モデルハウスの⾒学。 

 11⽉22⽇（⽕）   10:00-17:00 （いつでも可） 
 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-17:00 （いつでも可） 
 予約  ：オープンカンパニーは不要  /  ツアーは  こちら 

 定員  ：なし 

 住所  ：  河内⻑野市北貴望ヶ丘23-10 駐⾞場4台  / ⾃転⾞5台 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 080-6130-1914 

 Email   m.tanaka@paci-fic.com 

 瑞穂⼯作所 
 オープンカンパニー 
 ツアー C  ツアーF     ツアー G  ツアーL 

 【オープンカンパニー】 
 板⾦加⼯の「抜き」「曲げ」⼯程の説明と実機での加⼯及び体験。 

 11⽉22⽇（⽕）  10:00-11:00 
 11⽉24⽇（⽊）  10:00-11:00 
 予約  ：オープンカンパニーは電話 / ツアーは  こちら 

 定員  ：6名まで   

 所要時間  ：約60分 

 住所  ：  河内⻑野市上原⻄町6-1  

    駐⾞場 3台（予約時確認） / ⾃転⾞5台 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-54-1101 

 Email   n_araki@kkmizuho.com 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:m.tanaka@paci-fic.com
https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:n_araki@kkmizuho.com


 FIELD J:ACK  （フィールド ジャック） 

 オープンカンパニー     ツアー E  ツアーL 

 【オープンカンパニー】 
 店舗紹介、⾃社製品（家庭⽤品）の紹介。 
 参加者には割引券を贈呈します。 

 11⽉23⽇（⽔・祝） 10:00-11:00 
 11⽉24⽇（⽊）   10:00-11:00 

 13:00-14:00 
 予約  ：オープンカンパニーは不要 / ツアーは  こちら 

 定員  ：15名まで  

 所要時間  ：約10分 

 住所  ：  河内⻑野市上原⻄町13-6 駐⾞場有 

 お問い合わせ  ： 

 TEL 0721-26-8150 

 Email   j-tanaka@user.co.jp 

 南海電気鉄道 
 ゆいテラス出展 

 【ゆいテラス】 
 駅員＆運転⼠のおしごと体験を⾏います。 
 ※⼩学⽣限定となります。 

 11⽉23⽇（⽔・祝）  10:00〜11:30 
           11:30〜12:30 

 予約  ：  申込みフォーム  （予約期間 11⽉9⽇ 12:00〜 21⽇23:59） 

 定員  ：各回20名まで 

 所要時間  ：約60分 

 お問い合わせ  ： 

 イベント前⽇まで   ensenkachi@nankai.co.jp 

 イベント当⽇        080-2530-6856（当⽇ 9:00〜13:00） 

https://workwaku2-kawachinagano.com/data/pdf/officialtour.pdf
mailto:j-tanaka@user.co.jp
https://kosodate.nankai-ensenkachi.com/event/%e9%a7%85%e5%93%a1%ef%bc%86%e9%81%8b%e8%bb%a2%e5%a3%ab%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%97%e3%81%94%e3%81%a8%e4%bd%93%e9%a8%93/
mailto:ensenkachi@nankai.co.jp

