
Press Release

新潟県燕三条地域の企業が一斉に工場を開放する、年に1度のイベント

第3回「燕三条 工場の祭典」開催！
開け、工場！産地で過ごす秋の4日間

開催期間： 2015年10月1日(木) - 4日(日)

新潟県燕三条地域の名だたる企業が一斉に工場を開放し、ものづくりの現場を見学・体験できるイベント「燕三条 工場の祭典」は、
今年で開催3回目を迎えます。本年度は、67拠点 (6月10日時点) の工場を解放し、2015年10月1日(木) - 4日(日)の4日間に渡り開催
されます。期間中は、工場で働く人々と気軽に触れあい、ものづくりの現場を見学できるほか、実際にものづくりを体験できるワーク
ショップも開催します。工場を見学してみたい方、ものづくりに興味のある方、職人と話してみたい方など、大人から子供まで気軽に
参加いただけるイベントです。

参加した工場の中には、ワークショップや見学ツアー開催の取組みがあり、誰もが楽しめるイベントとなっています。2015年も、
日本酒杯を鏡面研磨する体験 （山崎研磨工業）、オリジナル庖丁を作る体験 （タダフサ）、木を削って八角箸を作る体験（マルナ
オ）、その他、多数のコンテンツをご用意して皆さまをお待ちしています。
「燕三条 工場の祭典」は、普段閉ざされている工場を特別に解放し、ものづくりの現場を見学、体験頂ける年に1度の特別なイベント
です。工場を巡り、日本の素晴らしいものづくりと職人の思いや誇りを実際に体感ください。

開催概要
開催名.    「燕三条 工場の祭典」
開催期間.    2015年10月1日(木) - 10月4日(日) 9:00-16:00 (*12:00-13:00を除く)
開催場所.    新潟県三条市・燕市全域  
参加工場数.    67拠点 (6月10日時点)
2014年（第2回開催）来場者実績.  12,000名超
交通.    JR東日本「燕三条駅」より土日のみ臨時バスを運行予定  ※便数に限りがあります
参加費 .    無料
ホームページ.   http://kouba-fes.jp
公式facebook.     https://www.facebook.com/koubafes
公式Twitter.    https://twitter.com/koubafes
主催・運営.    「燕三条 工場の祭典」 実行委員会　
    一般財団法人燕三条地場産業振興センター　産業振興部企業支援課　
    新潟県三条市須頃1-17　0256-35-7811
イベント全体監修.    method http://wearemethod.com/
アートディレクション/デザイン.   SPREAD http://www.spread-web.jp/　
ブックレット編集. 　   BACH　 http://www.bach-inc.com/
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燕三条とは
新潟県のほぼ中央、信濃川流域に位置し、世界有数の高度な技術集積地として、もの
づくりの伝統を有する地域です。包丁や調理器具、農具、大工道具など高い生産技術
を誇る工場も数多く存在し日本を代表する金属加工の産地としても知られています。

「燕三条 工場の祭典」とは
2013年に初回を迎えて以来、今年で3回目を迎えます。1回目、2回目ともに、テレ
ビ番組、新聞をはじめとする数多くのメディアにより取り組みが発信され、日本全国に大
きな反響を呼びました。2014年産業観光まちづくり大賞にて経済産業大臣賞、同年グ
ッドデザイン賞を受賞しました。また、2014年4月には世界最大のデザインの見本
市ミラノサローネ期間中、ミラノ市が保有する元機関車工場跡地の施設「La 
Fabbrica del Vapore（ファブリカ・デル・ヴァポーレ）」にて開催されたイベン
ト「SHARING DESIGN」の招待を受け、「燕三条 工場の祭典」の取り組みをイタリ
ア・ミラノより世界に向けて発信しました。
昨年の様子：http://kouba-fes.jp/about-2014/

「燕三条 工場の祭典」の取り組み

デザイン
これまで燕三条地域では、鉄の黒と火の赤を象徴し、黒と赤によって金属加工の産地を表現してきました。
「燕三条 工場の祭典」では、ロゴやブックレットなどのアートディレクションをクリエイティブユニット「SPREAD」が担当。金属
加工時に使用する炉を覗くと炎に含まれる鮮やかな「ピンク」が目を引くこと、工場の素材や工場自体の色には「シルバー」が多く見
受けられることから、「ピンク」と「シルバー」にイメージを一新しました。 
参加企業は、事前に配布されたピンクの「テープ」とピンクストライプの「段ボール」を使用し、工場の入口から内部、また近隣を含
む町の至る所に誘導サインや看板を設置するなど、それぞれが工夫を凝らし、来場者を迎えています。
　　　　　　　
オフィシャルバスツアー
昨年より新たな試みとして、半日のバスツアーを開催しました。燕三条の知識に長けたボランティアのガイド付きで、半日で３～４社
の工場を効率よく回ることができるこの試みも、今年も開催予定。さまざまなタイプの工場に訪問できるようにコース内容も工夫して
まいります。

オフィシャルレセプション
今年も夜の工場を開きます。昨年は期間中、6つの工場を会場に、レセプションパーティを開催し工場の作業から離れた職人たちとの
交流の場として開放、また、各工場の環境を活かしたイベントを実施しました。今年は更に盛りだくさんの内容で皆様をお迎えしま
す。燕三条地域の工場を巡る旅、夜の部もぜひお見逃しなく。

工場見学・体験
工場が趣向をこらしたワークショップや見学ツアーを開催します。子供から大人まで楽しめるイベントとなりました。

左：各工場、テープを使用し、「工場の祭典」のサインでお客様をおもてなし。　中、右：ワークショップ、工場見学の様子

左、中：レセプションの様子。プロジェクションマッピングを使用した取り組みも。　右；オフィシャルバスツアー
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2015年度 参加工場より一部抜粋

義平刃物
150年に亘り培った「技」と「信用」を礎に「プロの切れ味を家庭に」をモットーとし、ユーザーに喜ばれる包丁を提供したいと心掛
けている。安来鋼の他に、ZDP189やHAP40などの粉末鋼を用いた「良く切れて、切れ味が長持ちし、錆びにくい」包丁をつくって
いる。

福顏酒造
1897年創業。約115年間、一貫して地酒造りにこだわっている。原料となる米は三条下田地区の大自然で育まれた酒造好適米「五百
万石」「越淡麗」を使い、新潟清酒として代表的な淡麗辛口の酒を醸し出している。

水野製作所
1937年創業。主に鉞、板金用掴箸を製造。遺跡の発掘調査で見つかった鉞の復元を手掛けるなど、経験に裏付けされた確かな技術は
各方面から高く評価されている。越後三条鍛冶集団に所属し、商品は伝統的工芸品にも認定されている。2012年に二代目水野勲が国
から伝統工芸士の認定を受けた。

玉川堂
1816年創業。薬缶、その後、茶器や酒器、花器など幅広い銅器を製造。300人以上の鎚起職人を輩出し、2010年には玉川宣夫が人
間国宝に認定。1枚の銅板から打ち出される銅器は使うほど手に馴染み光沢を帯びる。
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「燕三条 工場の祭典」 連携コンテンツ

■ 燕青空即売会
ナイフ、フォーク、スプーンなどの金属洋食器をはじめ、鍋、フライパン、包丁などの台所用品や家庭雑貨、伝統工芸品とし
て有名な茶筒、茶たく、水差し等の鎚起銅器製品が、時価の2割～5割引で販売される。

■ 六斎市『二・七の市』
1569年に上杉謙信が越後国内の市を整備した際に開催日が定められたとされる長 い歴史と伝統を誇る三条の市、六斎市。毎
月2と7のつく日に開催される「二・七 の市」では、地元で採れた新鮮野菜から三条名物の車麩、ぽっぽ焼きなど、多種多様な
ものが手に入る。

■ 燕三条「畑の朝カフェ」
燕三条は「ものづくり」のまちとして知られている一方、信濃川、五十嵐川、中ノ口川に囲まれた地理的環境から土壌に恵ま
れており、米の栽培はもちろん、桃、梨、葡萄といった果樹やキャベツ、白菜、ねぎ、なす、トマトなど野菜の栽培も盛ん
で、新潟県内でも有数の多品目産地となっている。それらの農園主たちにより、四季折々に開かれる旬の素敵を集めた特別な
カフェ空間。

■ ︎全国産業観光フォーラム
　  平成13年から全国で開催されている地域での産業観光に対する取り組みや旅行商品化等を促進するフォーラム。
　  今年の開催地は燕三条で、10月1日、2日に開催される。

交通情報・宿泊情報

交通 
JR東日本「燕三条駅」より、臨時バスを運行予定  ※便数に限りがあり。
東京からのアクセス；JR東京駅より上越新幹線で燕三条駅まで約2時間

レンタカー
駅レンタカー東日本燕三条営業所   TEL：0256-35-6351  三条市下須頃字歩切497(燕三条駅構内１階）
ニッポンレンタカー燕三条駅前  TEL：0256-34-4343  三条市須頃２-６(燕三条駅より徒歩３分)
トヨタレンタリース新潟三条店  TEL：0256-35-5488 三条市須頃2-1(燕三条駅東口前)
タイムズカーレンタル燕三条店　  TEL：0256-34-9400  三条市須頃2-23（燕三条駅より徒歩5分）
オリックスレンタカー燕三条駅前店　 TEL：0256-36-0563 三条市須頃3-23（燕三条駅より徒歩２分）

燕三条エリアのビジネスホテル
ホテルルートイン燕三条駅前　　  三条市須頃2-19/燕三条駅より徒歩3分　 http://bit.ly/16DQd47
燕三条ワシントンホテル　  燕市井土巻3-65/燕三条駅より徒歩5分　 http://bit.ly/Mn8mgV
アパヴィラホテル   燕市井土巻3-211/燕三条駅より徒歩3分  http://bit.ly/1MGFACG
アパホテル    燕市井土巻3-206/燕三条駅より徒歩2分 http://bit.ly/bihOBN
ホテルニューグリーン燕三条　  三条市須頃2-116-2/燕三条駅より徒歩2分 http://bit.ly/18jcoxA
アクアホテル燕三条駅前店　 ｠  三条市上須頃1－72/北三条駅より徒歩3分　 http://bit.ly/cX5R9j

岩室温泉エリアの宿（燕三条から約30分）
ほてる大橋　館の湯   http://www.oohashiya.co.jp
小さなお宿 小松屋　   http://www.iwamuro-komatsuya.com
旅館　すみのや　   http://www.iwamurokankou.com/files/iwamuro/suminoya.html
高志の宿　高島屋　　   http://www.takasimaya.co.jp
木の温もりの宿 濱松屋　  http://www.hamamatuya.com
割烹旅館　松屋　　   http://www.iwamurokankou.com/files/iwamuro/matsuya.html
旅亭　松葉屋   http://iwamuro-matsubaya.com
割烹旅館　皆元　   http://www.iwamurokankou.com/files/iwamuro/minamoto.html
はなやぎの宿 ゆもとや   http://www.yumotoya.co.jp

その他燕三条から1時間以内の宿
嵐渓荘　                      http://www.rankei.com
渓流沿いに静かに佇む全17室の国登録有形文化財の秘湯一軒宿。燕三条駅から車で約40分
著莪の里　ゆめや　            http://www.i-yumeya.com
雪見障子、唐紙、簾、行灯の配された 数寄屋造りの客室でくつろぎの時間と、厳選された海の幸や山の幸、お米・味噌など、地元の
美味しい素材を楽しむことのできる温泉宿。 燕三条駅から車で約30分

掲載・取材に関するお問い合わせ先
燕三条 工場の祭典 PR / HOW INC 担当.小池、相沢

TEL. 03-5414-6405 / FAX. 03-5414-6406 / EMAIL. info@how-pr.co.jp
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