
北九州へ
産業観光に
来ませんか？

FUKUOKA

KITAKYUSHU

●商工会議所や商工会の視察で
●企業・各種団体の視察研修で
●イベンドのエキスカーションで
　　　　　　ご利用ください。

写真提供：北九州市　時と風の博物館

スケジュール作成支援など、
いろいろお手伝いさせて

いただきます！

北九州商工会議所
北九州産業観光センター

産業観光
視察団



　幕末から明治時代にかけて日本の近代化に貢

献した産業遺産群、「明治日本の産業革命遺産  

製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が、平成27年7

月5日、第39回ユネスコ世界遺産委員会におい

て、世界文化遺産に登録決定されました。

　この遺産群は、北九州市を含む8県11市にま

たがる23資産からなり、本市の官営八幡製鐵所

関連施設が構成資産に含まれています。

　大規模な工場群が、深い闇の中で、美しく重厚な景観をつくり出します。

SF映画を思わせる景観も点在します。

　黄色やオレンジ…さまざまな光に映し出される工場。

　闇夜に浮かぶ建物の輪郭や不規則に並ぶ設備が、観る人を夢幻の世界へ

と誘います。それはまるで近未来都市や巨大な要塞を目にするかのように

海面を照らす灯りは幻想的です。

北九州市は、1960年代に深刻化した公害問題

から官民一体となって乗り越えた「環境未来都

市」です。中でも、北九州エコタウンは環境と

リサイクル事業の中心拠点です。エコタウン内

には多くのリサイクル関連企業が進出してお

り、多種多様な品目を受け入れていることから

全国有数の規模を誇ります。多くの進出企業が

見学を受入れており、視察等にも最適です。

世界遺産のある街 北九州市

環境未来都市 北九州市

北九州市の夜 工場夜景

旧本事務所 （北九州市）

旧鍛冶工場
（北九州市）

修繕工場
（北九州市）

遠賀川水源地ポンプ室
（中間市）

上記の施設はいずれも一般には非公開施設
写真提供：新日鐵住金㈱八幡製鐵所

「工場夜景・美の祭典」フォトコンテスト
「ものづくりの街」

官営八幡製鐵所
旧本事務所

指定土曜日に、旧本事務所の中を見学できる
唯一の公認ツアーがあります。

2,300円（要予約）
TEL.092-751-2102

構内ツアー
世界遺産

料　　　金

問い合わせ

北九州夜景観賞定期クルーズ

2,500円（要予約）
TEL.093-331-0222
関門汽船㈱

市内宿泊者は10％OFF！
料　　　金

毎週土曜日運　航　日 問い合わせ

北九州エコタウン
～循環型社会を目指す企業団地～

T E L.093-752-2881
FAX.093-752-2882

問い合わせ



若松地区

八幡地区

産業観光 【資料館】 わかちく史料館

戸畑地区
産業観光 【資料館】

【産業遺産】
ニッスイパイオニア館
西日本工業倶楽部（旧松本邸）

産業観光 【産業遺産】
東田第一高炉

一般観光 いのちのたび博物館　
皿倉山からの夜景

工場見学
㈱安川電機・安川電機みらい館
1977年に国内で初めて全電気式産業用ロボット「モート
マン」を発売以来、世界の市場をリードしています。生産
工程では「ロボットがロボットを作る」様子を見学できます。
また2015年に「安川電機みらい館」を開設し、最先端の
ロボットと間近で触れ合えます。

産業観光

八幡西区

ＴＯＴＯ㈱小倉第１工場  ＴＯＴＯサニテクノ㈱
ＴＯＴＯ発祥の地である小倉第１工場では、生活に
身近な衛生陶器　（便器・洗面台など）を製造してい
ます。
工場見学では、小便器の成形工程や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。

小倉北区

ＴＯＴＯミュージアム
2015年にオープンしたTOTOブランドを世界に発信する
ミュージアムです。水まわりの文化や歴史、製品の進化に
ついて、商品・映像・資料でご覧いただけます。また、土
日も開館しており、一般観光と合わせてご利用いただけま
す。

小倉北区

シャボン玉石けん㈱
人と環境に優しい無添加石けんのメーカーです。
良質な天然油脂を原料にした昔ながらの「ケン化
法」で約一週間かけ、肌にやさしい石けんを作っ
ている工程を見学できます。環境教育などにも最
適な工場です。

若松区

　北九州市は地理的特性により、古くから交通の要衝として発展してきました。特に国内最
大規模であった筑豊炭田を背後に控えた港町・若松と門司では、早くから鉄道と港湾の二大
インフラが整備されました。1901年に官営八幡製鐵所が操業し、以来「ものづくりの街」
として重化学工業を中心に急速な発展を遂げ、日本経済の高度成長を支えてきました。
　現在も日本の産業界をリードする「ものづくりの街」の最先端技術を体感できるのが北九
州の産業観光です。その他、北九州市は深刻化した公害汚染を克服した「環境未来都市」、映
画ロケ地としても名高いなど、いくつもの先進的な要素に溢れる街です。

知的好奇心を満たす旅 北九州の産業観光

西日本工業倶楽部

ロボット第１工場 安川電機みらい館

衛生陶器の成形工程 ものづくりシアター

TOTOミュージアム 第2展示室

本社工場 石けん製造ライン

東田第一高炉 皿倉山夜景官営八幡製鐵所 旧本事務所
（眺望スペースより）
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北九州エコタウン2
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官営八幡製鐵所 旧本事務所
（世界遺産）眺望スペース
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世界中の
ものづくりを支える
安川電機のロボット
をご覧ください

ＴＯＴＯのものづくり
へのこだわりを是非
ご見学ください

安川電機みらい館
岩本 愛さん

近代化産業遺遺産に
認定された貴重な
製品も展示しています

TOTOミュージアム
牛岡 千明さん

小倉第１工場  戸成 有希さん

無添加石けんへの
こだわりを実感してください。
お待ちしております！

お客様相談室
佐川 知優さん
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スペースワールド

5

6



門司地区 （関門海峡地区）
一般観光
門司港レトロ

JR門司港駅　　九州鉄道記念館　　旧門司三井倶楽部　
観光トロッコ列車「潮風号」　　旧大阪商船
出光創業史料室　　海峡ドラマシップ

新日鐵住金㈱ 八幡製鐵所
1901年に操業を開始し、近代化に重要な役割を果たした製鐵所です。鉄鉱石を溶かして鉄を造
る高炉工場と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。

戸畑区

九州製紙㈱ 北九州工場
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最新鋭
工場です。古紙を再生利用することで、森林資源の保護、ゴミの減量などの役割を果たし、地球環境、
地域環境の保全に貢献しています。

八幡東区

㈱ホリカワ
産業の命綱・ワイヤロープ。ワイヤロープを使用する際には必ず端末加工が必要です。その作業
は機械で単一的に行われるのでなく、職人の手作業で用途に合わせて、加工されます。同社で加
工されたロープは「九重“夢”大吊橋」など大型建造物にも使われています。

戸畑区

㈱戸畑ターレット工作所
銅・真鍮（しんちゅう）・アルミなどの非鉄金属を材料として、住宅設備機器部品や電力機器部品
や自動車部品を製造しています。鋳造加工（アルミダイカスト）など、日頃目にすることがない
金属加工をご覧いただけます。

小倉南区

日産自動車九州㈱
北九州市の隣町に工場が位置し、現在では日産グループ内でも国内最大級の生産能力を持つ工場
です。「組立」から「車体検査」まで１台の車ができあがる工程を見学できます。
また、ゲストホールでは、展示車両に触れたり、車の仕組みを学ぶことができます。

苅田町

巨大な高炉工場 熱気伝わる熱延工場

工場社屋 加工前の巨大ロールがずらり

本社工場
産業観光のお土産に
「ネジ☆ロボ」

生産ライン 工場の隣には輸出車を
運ぶ船舶が駐機

職人の手作業でワイヤロープを加工

旧大阪商船九州鉄道記念館 唐戸市場
（下関市）

JR門司港駅
（平成31年度工事完了予定）

ゼンリン地図の資料館ミクニワールドスタジアム北九州
（提供：北九州市）

平尾台

小倉城
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一般観光
下関・唐戸

唐戸市場　　カモンワーフ　　
下関市立水族館「海響館」　
みもすそ川公園（源平壇ノ浦合戦古戦場）
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一般観光
関門海峡

ノーフォーク広場　　関門人道トンネル
巌流島　　関門橋、関門トンネル、関門海峡渡船
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小倉地区
産業観光 【資料館】 TOTOミュージアム　

ゼンリン地図の資料館

一般観光 小倉城　　小倉城庭園　　松本清張記念館　
ミクニワールドスタジアム北九州
あるあるCity・北九州市漫画ミュージアム
北九州屋台街「小倉13区」
平尾台のカルスト台地
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産業観光
団体様の事例

モデルコース

1日目

A
北九州到着 （14時頃）
東田第一高炉跡（近代化産業遺産）
官営八幡製鐵所 旧本事務所眺望スペース

ホテルチェックイン（17時頃・小倉中心街）、 懇親会

2日目 ホテル出発
㈱フジコー 
（消臭・光触媒のメーカー）

シャボン玉石けん㈱ 
（無添加石けんメーカー）

昼食　西日本工業倶楽部
　　　 （国の重要文化財でコース料理）
市内ホテルでお買い物 （北九州土産品）
鹿児島に向けて出発 （到着17時前後）

宿泊型・鹿児島県から貸切バスにて

団体様の事例C
現地

日帰り型・福岡県内から

団体様の事例

1日目

B
JR小倉駅到着 （12時頃）
昼食・駅前商店街

ホテルチェックイン（17時頃・小倉中心街）

2日目 ホテル出発
下関市・唐戸市場を観光
（小倉駅周辺から
 　　　車で30～40分）

門司港レトロ観光

昼食　三井倶楽部で焼きカレー
　　　 （アインシュタイン博士が宿泊した）
ＪＲ小倉駅、愛知に向けて出発

宿泊型・愛知県から新幹線にて

新日鐵住金㈱八幡製鐵所　工場見学
安川電機みらい館　見学

TOTOミュージアム  見学

ＴＯＴＯ小倉第１工場  見学

角打ち （＆軽食事含む）

20：00頃　小倉港着 現地着

工場夜景クルーズ （小倉港18：30発）

㈱ホリカワ （ワイヤロープの加工会社）

交通アクセス
飛行機
東　京 … １時間35分
名古屋 … １時間15分
（小牧）

※所要時間は目安です

船
東　京 …    34時間（新門司港着）
徳　島 …    15時間（新門司港着）
大　阪 … 12.5時間（新門司港着）
神　戸 … 12.5時間（新門司港着）
松　山 …      7時間（小倉砂津港着）

新幹線
東　京 … 4時間48分（のぞみ利用）
名古屋 … 3時間  9分（のぞみ利用）
新大阪 … 2時間13分（のぞみ利用）
岡　山 … 1時間27分（のぞみ利用）
広　島 … 　　  48分（のぞみ利用）
新下関 … 　　  8分（こだま利用）
博　多 … 　　  15分（さくら利用）
熊　本 … 　　  50分（みずほ利用）
鹿児島 … 1時間34分（みずほ利用）

高速道路
福　岡 … 1時間
長　崎 … 2時間40分
熊　本 … 2時間10分
大　分 … 1時間50分
宮　崎 … 4時間10分

鹿児島 … 4時間
山　口 … 1時間20分
広　島 … 2時間40分
岡　山 … 4時間30分
松　江 … 4時間40分
高　松 … 6時間

TOTOミュージアム（第2展示室）



締めくくりに北九州のお土産

製鐵マンの栄養補給食がルーツの「堅パン」

鉄風味の金平糖「鐵平糖」 ボルトとナット型の本格チョコ「ネジチョコ」

くろがね堅パン・くろがね羊羹

鐵平糖

栗饅頭

銀河鉄道999さくら 焼きカレー

ネジチョコ

松本清張が愛した銘菓「栗饅頭」

焼きうどん じんだ煮

北九州が発祥「焼きうどん」

北九州ゆかりの漫画家松本零士さん協力によるお弁当
 

北九州の伝統料理
「じんだ煮」
（ぬかみそ炊き）

提供：北九州高速鉄道㈱

提供：北九州市

TEL.093-521-3955  FAX.093-521-3956
〒802-0001  北九州市小倉北区浅野3-8-1  AIMビル4F

北九州産業観光センター
北九州商工会議所　産業観光推進室

（価格：999円〈税抜〉）

お問い合わせ先

小倉駅周辺には松本先生に
ゆかりのキャラクターが
あちらこちらに!!

記載内容は平成29年８月現在のもの


