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25.とびしごと体験
アシタカ総建 株式会社
とびさんって何だろう？　高いビルはこう
やって作られてるんだ！

24.シール はりはり 体験
株式会社 太閤
実際に販売される商品にシールを貼ってみ
よう

23.大工さん体験
有限会社 よしだ建設
ノコギリ、カンナ、トンカチを使い、大工さん
を体験してみよう

26.パワーストーンマムズ
有限会社 アット・ウィルコーポレーション
お客様に合ったおしゃれなブレスレットを
作ろう

27.オリジナルうちわをつくろう
富士印刷 株式会社
写真と文字をパソコンでデザインして、オ
リジナルのうちわを作ろう

28.金属加工でコマづくり
日研工業 株式会社
金属プレートを機械で加工してコマを作っ
てみよう

29.フラワーアレンジメント体験
FLORA
造花を使って花冠またはリース作ろう

30.香りをデザインするチーム
大幸福服 株式会社
香りのレクチャーを受けた後、課題に沿って
香りをブレンドしてみよう

31.折り紙建築
株式会社 加藤設計
折り紙とカッターを使って、立体建築を作っ
てみよう

32.キーホルダーを作ろう
株式会社 高瀬金型
真鍮を磨き、ポンチを使ってオリジナルのキ
ーホルダーを作ってみよう

43.変身モデル体験
株式会社 ミルク
プロのヘアメイク・カメラマンによるモデル
撮影を体験してみよう

42.３Dプリンタでルーシーキャット
を作ろう。たのしいものづくり
株式会社 ケイエーシステム
有限会社 小野金型
３Ｄプリンタデータを使ってルーシーキャッ
トを作ってみよう

34.段ボールハウスをつくろう
株式会社 ネットプラザ
段ボールハウスをつくって、リフォームの
体験をしてみよう

33.手相鑑定士になろう！
～簡単手相講座～
キムラ硝子産業 株式会社
テキストを見ながら、手相を学ぼう

35.裁判を体験してみよう！！
藤川法律事務所・久屋総合法律事務所・
田中聡行政書士事務所・ふたば社労士
事務所・行政書士安立啓事務所 
裁判長・被告・原告・弁護士になりきって、 
裁判を体験してみよう

36.キッズモデルお仕事体験！
エムズスクエアー 合同会社
ビッグブラザーズ 合同会社
撮影機材や装飾小物をバックにモデルの
体験をしてみよう

37.木工作and家具組み立て体験
有限会社 アーティストリー
簡単な木工作、加工済み材料で家具の組
み立て体験をしてみよう

38.ワンちゃんのカラダを元気に
する先生！犬の整体師の体験！
株式会社 いぬの整体院
犬のカウンセリングとカルテ記入をして、
犬の整体師を体験してみよう

39.いろいろなものを繋ぐ仕事・
配管体験
株式会社 カミヤ・ハマセン 株式会社・
加藤設備
管材料の接続作業をしてみよう

40.左官壁塗り体験
株式会社 広和木材・有限会社 山仲
左官の歴史と業務を知り、実際に漆喰塗り
を体験してみよう

41.木のカレンダーづくり
～木を切って・削って・組立て体験～
ハヤカワウッドクラフト 株式会社
木で置き型のカレンダーを作ってみよう

44.総桐製スノコ作り
株式会社 箱久
キリ材を使用してスノコを作ってみよう

45.自分の手で印刷してみよう！
名古屋カーボン印刷 株式会社
トートバッグへのシルクスクリーン印刷を
体験してみよう

46.盲導犬と触れ合おう！
中部盲導犬協会
盲導犬のトリミング体験・誘導体験をして
みよう

47.距離あてクイズ 
株式会社 林事務所・株式会社 サンキ
歩測と測量器械で距離をあてよう！ 

48.手作りハンコと小箱作り
株式会社 中部製版
自分でデザインした消しゴムハンコでオリジ
ナル小箱を作ってみよう

49.クイズで知ろう！弁護士のお仕事
林法律事務所
クイズを通じて、「弁護士」とはどんな仕事
をしているのか触れてみよう！ 

52.4色塗り絵 いろんな色を楽しもう！
株式会社 職人
4色のぬりえを体験してみよう

51.家族旅行のプランを作ろう！
株式会社 ディパーチャーズ
旅程表を使って旅のプランを作ってみよう

50.4ｔトラックに乗って遠くを見渡そう！ 
　　  キャラクターと記念写真を撮ってお菓子をもらおう！

三和梱包運輸 株式会社 
4ｔトラックの運転席に乗ってみよう

53.たてもののせっけいをしてみよう！
久保田英之建築研究所
住まいの設計をし、楽しい街をつくりましょう！ 

 １.製図を描こう‼
荒牧設計事務所
部屋の図面を手書きで描いてみよう

 2.未来のお家の絵を描こう‼
プラスアルテ
将来、住んでみたいお家の絵をいろんな道具を使って描いてみよう

 3.きれいにしてみよう！清掃のお仕事を体験しよう ‼
有限会社 平安ビルサービス
清掃機材を使って、プロの清掃のお仕事を体験してみよう

 4.ミニ畳を作ろう‼
株式会社 菱源畳店
オリジナルのミニ畳を作ってみよう

 5.寄木組木（６つの木）を組み立てよう‼
有限会社 マエダ
３方向から木を２本づつパズルのように組み上げてみよう

 6.こどもパソコンサポート体験をしよう‼
株式会社 アーツネットウェーブ
はなれたところにあるパソコンをえんかく操作でサポートしてみよう

 7.自分だけの「ばね」を作ろう‼
株式会社 石川製作所
「ばね」について学んで、実際に「ばね」を作ってみよう

 8.こどもプログラミング体験（最新ＩＴ映像体験）をしよう‼
株式会社 サンシード
プログラミングを作成し、自分の作ったモデルを動かしてみよう

 9.チリトリを作ろう‼
株式会社 ショーエイ
ハンマーや鈑金道具を使ってチリトリを作ってみよう

10.本革でお財布を作ろう‼
株式会社 遠藤家具製作所
かなづちとリベット打ちで簡単なお財布を作ってみよう

11.おそうじ屋さん体験
株式会社 エス・ユナイテッド
車を使って床そうじをしてクリーンクルーを体験してみよう 

12.プロカメラマン体験 お父さんお母さんの（^-^）vを撮ろう！
有限会社 エヌ・ケー・ケー
お父さんお母さんの笑顔を撮ろう

13.福祉用具専門相談員としての車いす取扱い体験
株式会社 ケアコンシェルジュ
車いすの選定など、福祉用具専門相談員になってみよう

14.君も水道工事を体験してみよう！
株式会社 野々山ハウジング設備
水道配管工事と蛇口取付体験

１5.鈑金加工で「こま」を作って対戦しよう
セイボーマックス 株式会社・株式会社 鶴田工業所
加工品を組み合わせてこまをつくり、対戦しよう

１6.コンクリートの穴あけ体験
株式会社 金原カッター
仮設の壁に穴をあけて、扇風機を設置してみよう

１7.電線皮むき体験
株式会社 アクト
電線皮むき機で地球の資源をリサイクルしよう

１8.水道屋さんになってみよう！
前田バルブ工業 株式会社
水道配管を設計図に合わせてパズルのように組み合わせてみよう

１9.一品物づくり体験！！
y'sモールド
世界にひとつだけの木製パターを作ってみよう

20.リサイクルゴムブロックならべ
有限会社 豊栄
歩道や庭をきれいにかざるブロックを組んでみよう！

21.空き瓶 保管体験
株式会社 安田商店
空き瓶ケースを運んで積み上げよう

22.ペンキ屋さん体験
株式会社 竹内
原色を使って色づくりをしたり、塗料を使って模様作りをしよう

69.こどもレンガ積み体験
加賀耐火煉瓦 株式会社
レンガを積み上げてみよう

70.『けずって、たたいて、コースター？！』
 株式会社 堀江製凾合板所
木材でコースターを作ってみよう

71.乗用エレベーターは、どうやって動くのか？
愛知電設 株式会社
エレベーターの点検をしてみよう

72.石垣島は何処にあるの？観光は何ができるの？
石垣島物産展名古屋
石垣島の観光案内をしてみよう

73.バルーンフラワーの体験
株式会社 ジョワ
お花をアレンジして、バルーンでラッピングしてみよう

54.ビールサーバー体験　
株式会社 おかだや
飲食店にあるビールサーバーを使って実際にコップに注いでみ
よう（使用する飲料はビールではありません）

68.自分だけのオリジナルエコバッグを作ろう！
株式会社 共栄産業・太美工芸 株式会社・
スペースシステムズ 株式会社・株式会社 名栄社・
一栄 株式会社・有限会社 カシマ印刷
スクリーン印刷でオリジナルのエコバッグを作ってみよう

67.デザイナーになろう！オリジナル名刺をつくろう！
株式会社 ライオンハート
自分だけのオリジナル名刺を作ってみよう

66.ワクワク家づくり体験
ＴＡＩＫＩ 株式会社
木材を切ったり、くっつけたりして、家のミニチュアを作ってみよう

65.革細工教室　小銭入れを作ろう！
有限会社 ゑぐち
ミシンをつかって小銭入れを作ってみよう

64.パソコンをリサイクルしてみよう！
FELLOWS 株式会社
パソコンを分解して、資源としてリサイクルしてみよう

63.本をつくろう！
株式会社 三恵社
ハードカバー（硬い表紙）の絵本の製本を体験してみよう

62.フォトブックをつくろう
株式会社 モリカワ
フォトブックを作ってみよう

61.ピカピカ装置をつくろう!!
昭和通信工業 株式会社
ピカピカ光る装置を作ってみよう

60.目指せ！セラピスト♪みんな仲良く気持ち良い！
株式会社 ハンズコーポレーション
ハンドクリーム作り＆ハンドマッサージ体験、肩ほぐし体験をして
みよう

59.フェイスペイント！ぺインター体験
Ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ Ｌａｎｉ
ミラクルペイントを使って、フェイスペイントを体験してみよう

58.イベント遊具スタッフ体験（フワフワドアラ）
有限会社 ザットインターナショナル
フワフワ（遊具）について学んで、運営スタッフを体験してみよう

57.①ホームセンターでよく見かける「店員さん呼
　び出し装置」を作ってみよう！
②あら不思議？普通のカギからICカードで入れ
　るドアーに変身！（5年生以上）
③直ぐ固まるコンクリートでウサギさんを作ろう！ 
株式会社 トゥーワン
①呼び出しコールの送信機のチャンネル設定を体験してみよう
②ＩＣカードを使って、入室管理のできるドアーを組み立ててみよう

56.君も名探偵！！　犯人を捜してくれ。
株式会社 吉祥総合調査（楓女性調査事務所）
キーワードを埋めて、宝箱を探し出そう

55.カーラッピングの体験
有限会社 山都屋 　スピードグラフィックス事業部
カッティングシートで車に飾り付けをしてみよう
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