
山形が誇るモノづくりの過程を、見て、触れて、
お気に入りに出会う「メイド・イン・ヤマガタとの出会い」。
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7工場見学について
・見学の際は事前に予約が
 必要となります。
 希望日の7日前まで各企業に
 予約してください。
・見学希望が多い場合等、
 ご希望の日程での
 見学ができない場合があります。

至高畠、米沢

●企画・お問合せ ： やまがた広域観光協議会
   TEL. 023-621-8444 【 月～金 8:30～17:15 】
●企画協力 ： 山形おきたま観光協議会　

●協賛 ： やまがた観光キャンペーン推進協議会

株式会社
天童木工

●見学対応日：月～金 10：00～16：00
●受入人数：最大約30名
●所要時間：1時間
●ショッピングのみ：可能（予約は不要です）
●年末年始を除く9：30～17：00

電話番号：0120-01-3121
住所：天童市乱川1丁目3-10
駐車場：有（大型可能）
アクセス：JR天童駅⇒タクシー約8分
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オリエンタルカーペット
株式会社

●見学対応日：月～金 10：30～、13：30～
●入人数：最大約25名
●所要時間：1時間
●ショッピングのみ：可能
  （事前に連絡のうえお越しください。）

電話番号：023-664-5811
住所：東村山郡山辺町山辺21
駐車場：有（普通自動車５台程度、大型可能）
アクセス：JR山形駅⇒JR左沢線羽前山辺駅⇒徒歩約6分
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有限会社 ツルヤ商店
（つるや品物店）

●見学対応日：月～金 9：00～16：00
●受入人数：最大約15名
●所要時間：30分
●ショッピングのみ：可能

電話番号：023-632-4408
住所：山形市宮町5丁目2-27
駐車場：有（普通自動車3～5台程度）
アクセス：JR山形駅⇒JR北山形駅⇒
　　　　徒歩13分(タクシー4分）
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株式会社 ケンランド
（ケンランドリネンショップ）

●見学対応日：平日 9：00～16：00
●受入人数：団体最大10名
●所要時間：約30分
●ショッピングのみ：可能

電話番号：023-633-1155
住所：山形市双月町1丁目3-36
駐車場：有（普通車数台・大型不可）
アクセス：JR山形駅⇒タクシー約20分又は
　　　　JR北山形駅⇒タクシー約10分
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近賢織物 有限会社

●見学対応日：定休日（土日祝、年末年始、お盆休み）
　以外の10:00～16:00（12:00～13:00除く）
●受入人数：20人まで
●所要時間：40分
●ショッピングのみ：可能

電話番号：0238-23-0775
住所：米沢市城南3-1-48
駐車場：有
アクセス：JR米沢駅⇒タクシー約12分
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有限会社わくわく舘
（染織工房わくわく舘）

●見学対応日：定休日（水曜）以外の営業時間9：30～16：30
※冬期間（12月～3月）の日、祝日は休みとなります。
●受入人数：40名まで（40名以上は応相談）
●所要時間：30～50分
●ショッピングのみ：可能

電話番号：0238-24-0268
住所：米沢市御廟1丁目2-37
駐車場：有（普通車10台、大型バス１台）
アクセス：JR米沢駅⇒タクシー約11分

9

株式会社 新田

●見学対応日：平日9：00～16：00
●受入人数：１名～30名
●所要時間：1時間（ハンカチ紅花染体験含む）
※紅花染のハンカチ染体験料金1枚1,000円（税別）
●ショッピングのみ： 可能

電話番号：0238-23-7717
住所：米沢市松が岬2丁目3-36
駐車場：有
アクセス：JR米沢駅⇒タクシー約10分
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穂積繊維工業 株式会社
（ユルリハナスタジオ）

●見学対応日：月～金 10：30～、13：30～
●受入人数：最大約10名
●所要時間：30分
●ショッピングのみ：可能
（事前に連絡のうえお越しください。）

電話番号：023-662-3588
住所：東村山郡中山町柳沢542-14
駐車場： 有（お問い合わせください）
アクセス：JR山形駅⇒JR左沢線羽前長崎駅⇒タクシー約7分

くだものうつわ

●見学対応日：お正月三が日以外は無休
●受入人数：最大15名
●所要時間：約30分
●ショッピングのみ：可能

電話番号：023-672-5861
住所：上山市金瓶字水上6-2
駐車場：有（普通車３台程度）
アクセス：JRかみのやま温泉駅⇒タクシー約10分
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セレクトショップ GEA
（佐藤繊維株式会社）

●工場見学は行っておりません。セレクトショップ
　GEAでのショッピングのみとなります。
　※レストラン併設

電話番号：0237-86-7730
住所：寒河江市元町1丁目19-1
駐車場：有（3時間まで無料の市営駐車場も利用可）
定休日：火曜日
営業時間：11:00～19:00
アクセス：JR山形駅⇒JR左沢線寒河江駅⇒徒歩約3分
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N°01 “心地よいかたち”を実感

日本を代表するデザイン家具として世界中から
評価をいただいているバタフライスツール。
デザイナー柳宗理氏が生み出した、やわらかな
曲線と美しいデザインには、天童木工が得意と
する成形合板の技術が活かされています。

高い技術を持つ職人たちが、細部に
までこだわり、丁寧に仕上げていく
家具は、暮らしを豊かに彩ります。デ
ザイン性の高い名作家具や、曲線の
美しさ、木のぬくもりを感じる家具
を、ぜひゆっくりとご覧ください。

株式会社 天童木工

取締役社長 加藤 昌宏

N°06 リネンの新しい魅力を発信

１年中使うことができるリネンニットでストール
からタオル、靴下まで、様々なアイテムを展開し
ています。山形のお店では最新のアイテムを、お
手に取ってご覧いただけます。リネンニットの柔
らかさ、心地よさを体験してみてください。

ニットメーカーとして創業60年以
上。四季を通じて心地よく過ごせる
リネンニットは、軽くて柔らかくてシ
ワになりづらい新感覚の麻製品で
す。春夏秋冬、リネンと共に自然に
暮らすことをテーマに、様々なアイテ
ムをご紹介します。

株式会社 ケンランド ケンランドリネンショップ

代表取締役社長 大沼 秀一

N°08 進化を続ける米沢織

紅花染めを中心とした絹織物の美しさをご覧
いただけます。またかわいい小物のお買いもの
もお楽しみください。
米沢市景観賞をいただきました織機の音の響
く屋敷にぜひ、おいでくだい。

創業明治17年。今年で135年を迎
えました米沢織の織元です。糸染め
から織りまでの一貫作業で着物・帯
などを製作しております。着る人を
引き立てる、見る人を楽しませる製
品を目指し物づくりをしております。

株式会社 新田

代表取締役社長 新田源太郎

木の葉皿(特大)/マグカップ(中)

N°07 使うほど暮らしになじむうつわ

マグカップの材質はサクラかクルミを使用して
います。カレースプーンとフォークは様々な果物
の木を使用しています。いずれも食器用の塗装
を施してありますので普段使いをしていただい
て大丈夫です。

長い年月の間、たくさんの恵みをも
たらし、いつしか役目を終える果樹。
本来なら、あとは朽ち果てるだけの
果樹が、職人たちの永い時間をかけ
た丹念な手仕事により、ぬくもり溢
れる器に生まれ変わります。新たな
命のかたち、「くだものうつわ」。

くだものうつわ

代表 鈴木 亮

N°02 独自の技術で壮大な海を表現

微妙な色調を染め分ける染色技術と織画の技
法により、ダイナミックな海の一瞬を切り取り、
色の存在感や動きのあるぼかしで表現していま
す。壁から掛けてタペストリにも最適です。

皇居新宮殿や新歌舞伎座、バチカ
ン宮殿にも納品させていただいた当
社のじゅうたん。そこには足もとか
らおもてなしを、という思いと織物
の技術が息づいています。鮮やかな
糸を丁寧に織りなす、山形緞通の美
しさをご覧ください。

オリエンタルカーペット 株式会社

代表取締役社長 渡辺 博明

山形緞通 奥山清行 デザイナーライン「ＵＭＩ」バタフライスツール

N°03 ものづくりにこだわった
セレクトショップ

糸からこだわった当社のニット製品はもちろん、
世界各国から選りすぐりのアイテムを揃え、GEA
独自のセンスや職人の視点でライフスタイルを提
案しております。レストランも併設した、石造りの
趣を残した店内でお買い物をお楽しみください。

昭和7年に創業者の佐藤長之助氏
(佐藤正樹の曾祖父)が羊を育て、そ
の羊毛を原料として毛紡績業を興
したのが始まり。その後、紡績部門
を中心にニット部門、アパレル部門
を増設し、糸から製品まで一貫して
自社で行っています。

セレクトショップ GEA（佐藤繊維株式会社）

代表取締役社長 佐藤 正樹

N°04 住空間になじむ、
空気のような存在感

昔からのディティールはそのままに、今の暮らし
に馴染むサイズにした「ハイル」シリーズ。日常の
さまざまなシーンで、身の回りのものを優しくおお
らかに収納します。
【デザイン：小野里奈（東北芸工大卒）】

ギャラリー＆ショップつるや品物店
では当社の製品の他、おしゃれな小
物も取り揃えております。籐の特性
を生かした「曲げ」「編み」「巻き」の
技術をご覧いただき、手作りの温か
さを、ぜひお手にとって感じてくだ
さい。

有限会社 ツルヤ商店（つるや品物店）

代表取締役社長 会田 源司

「hairu」シリーズ

N°05 日本の素足に気持ちいいマット 

五穀豊穣を表現する丸い柄は「まるくおさまる」
家庭円満の縁起物。家に帰り、素足になった一歩
目で”ほっ”とする敷物です。 
2003年 山形エクセレントデザインセレクション
大賞受賞・2004年 グッドデザイン賞受賞 

既成概念から離れ、麻を使った「麻
緞通」。感触の気持ち良さと天然素
材の自然な色味を大切に、お客様
に喜んでいただける1枚をつくり上
げます。私たちは絨緞づくりを通し
て、日々ものづくりの喜びを体感し
ています。

穂積繊維工業 株式会社（ユルリハナスタジオ）

代表取締役 穗積 勇人

穂波みのり(ベージュ)

にっ  た

N°10 職人の技が織りなす逸品

素材はシルクを中心に、和紙、綿、麻、ポリエス
テルなど用途に合わせて使い分けています。日
常使いの小物から、ここぞという時の和装アイ
テムまでご覧いただけます。

1860年創業、全国の百貨店・専門
店に並ぶ商品を織り続けています。
昭和20年代のジャガードと力織機
を駆使し、最新の和装製品を製造
する工程を見学できます。年季の
入った機械、道具とそれを使いこな
す職人技をご覧ください。

近賢織物 有限会社

代表取締役社長 近藤 哲夫

こん けん

N°09 織りと染め、手づくりのぬくもり

紅花の色素で丹念に手染めした絹糸を使い、
熟練の織り手がたて糸とよこ糸が彩なす色・柄
を考えながら、1枚ずつ手織りしているシルク
テーブルセンターです。

200年以上の歴史を持つ米沢織の
手織りと色鮮やかな紅花染めの体
験が出来る染織工房です。ギャラ
リーには米沢織の着物と帯を常時
展示しており見学可。ショップとカ
フェも併設している米沢織ワールド
へ是非お越しください。

有限会社 わくわく舘 （染織工房わくわく舘）

代表取締役 齋藤 英助

GEAレストラン


