第 3 弾 全国工場夜景カード 配布場所リスト
※2022 年 11 月 11 日現在
都市名

カード配布場所

配布方法

お問合せ先

⚫ 室蘭観光協会（旧室蘭駅舎）

北海道
室蘭市

（室蘭市海岸町 1-5-1）
⚫

配布終了
室蘭市役所
経済部観光課

室蘭観光協会または室蘭市役所観光課の来訪者の

（一社）室蘭観光協会

うち、希望者へ配布

TEL 0143-23-0102

（室蘭市幸町 1-2）
千葉ポートタワー
⚫ 千葉ポートタワー
（千葉市中央区中央港 1 丁目ポートパ
ーク内）

千葉県

配布終了

千葉ポートタワー入館券購入者のうち、当日の入
館券を受付で提示していただいた希望者へ配布

TEL 043-241-0125
※工場夜景カードに関すること
千葉市役所 観光プロモーション課
TEL 043-245-5066

千葉市
⚫ ケーズハーバー（千葉ポートサービス）
（千葉市中央区中央港 1-20-1 ケー
ズハーバー1 階）

千葉ポートサービス運航の「工場夜景クルーズ」に

千葉ポートサービス株式会社

乗船いただいた方へ配布

TEL 043-205-4333

※同上

⚫ 市原市観光案内所
（市原市五井中央西 1-2 野村屋青柳

千葉県

市原市観光案内所の来訪者のうち、希望者へ配布

ビル 1F）

市原市

市原市役所 地方創生部観光・国際交流課
（一社）市原市観光協会が主催するイベント等の来

⚫ 市原市内外のイベント等

場者に配布
※ 対象イベントや配布方法は、市原市 HP 等で事前告知

TEL 0436-23-9755

都市名

カード配布場所

配布方法

お問合せ先

5/9（月）～7 月末までの来訪者のうち、川崎市観
光協会公式 Twitter（@kawasakikankou）、ま
⚫ かわさききたテラス観光案内所
（JR 川崎駅北口改札そば）

神奈川県

愛知県
東海市

三重県
四日市市

川崎市経済労働局
観光・地域活力推進部
TEL 044-200-2327

※ 配付状況等を踏まえ変更の可能性あり

⚫ 工場夜景ツアー

富士市

（@kawasaki.sangyou.kankou）をフォローい
ただき、フォロー画面を提示した方へ配布

川崎市

静岡県

たは川崎産業観光振興協議会公式 Instagram

⚫ 富士市役所 ５階交流観光課
（富士市永田町１丁目 100 番地）

⚫ 東海市観光協会

5/7（土）～7 月末までの（一社）川崎市観光協会が

（一社）川崎市観光協会

企画協力する「はとバスツアー」、「屋形船ツアー」、

産業観光担当

「工場夜景ツアー」の参加者へ配布

TEL 044-544-8229

窓口にて、ご自身が撮影された工場夜景写真をス
タッフに提示し、その場で簡単なアンケートにお答
えいただくと贈呈
⚫

（東海市大田町下浜田１３７ ユウナル
東海 1 階 ユウナルステーション内）
⚫ 四日市港ポートビル「うみてらす 14」

配布終了

（四日市市霞 2-1-1）

東海市観光協会の来訪者のうち、希望者へ配
布

⚫

クルーズに乗船していただいた方

富士市役所 交流観光課
TEL 0545-55-2777

東海市観光協会
TEL 0562-32-5149

うみてらす 14 入場者のうち、アンケート回答者に

（一社）四日市市観光協会

１名様につき１枚配布

TEL 059-357-0381

都市名

カード配布場所

配布方法

【カードに関すること】

⚫ 工場夜景見学クルーズ
（堺市堺区大浜北町 3 丁 堺旧港（親

お問合せ先

クルーズに乗船いただいた方に配布

堺市 観光推進課
TEL 072-228-7493

水プロムナード内））
【クルーズ船に関すること】
⚫ 工場夜景タクシー

大阪府

（発着最寄駅：南海本線石津川駅・羽衣駅）

Sea Friends
タクシーをご利用いただいた方へ配布

堺市

【工場夜景タクシーに関すること】
（公社）堺観光コンベンション協会

⚫ 堺市役所 観光推進課

TEL 072-233-6601

（堺市堺区南瓦町 3-1）
⚫ 堺市内観光案内所

大阪府
高石市

兵庫県
尼崎市

TEL 090-3655-6969

来訪者のうち、希望者 1 名につき 1 枚配布

【観光案内所に関すること】

（堺駅、堺東、大仙公園観光案内所の

堺駅観光案内所

3 か所）

TEL 072-232-0331

⚫ 高石市役所 2 階 総合政策課
（高石市加茂 4-1-1）

⚫ 尼崎市役所 本庁中館 7 階
（尼崎市東七松町 1 丁目 23-1）

来訪者のうち、アンケート回答者へ配布

⚫

来訪者のうち、ご自身が撮影された尼崎市の
工場夜景写真を提示していただいた方

⚫

その他工場夜景イベント等への参加者

高石市役所 総合政策課
TEL 072-275-6138

尼崎市役所 観光振興課
TEL 06-6489-6675

都市名

カード配布場所
⚫ 観光案内所＆特産品セレクトショップ
「まちのポート」

山口県

（周南市みなみ銀座 1 丁目 14）

配布方法
⚫

来訪者のうち、希望者へ配布

【カードに関すること】

⚫

周南工場夜景観賞ツアー（クルーズ、タクシー）

周南市役所 観光交流課

の利用者に配布

TEL 0834-22-8372

周南市

【ツアーに関すること】
⚫ 周南市役所 観光交流課
（周南市岐山通 1-1）

来訪者のうち、希望者へ配布

（毎週土・日運航、小倉港・門司港発

北九州市

乗船された方へ配布

着）
⚫ 北九州市 観光課
（北九州市小倉北区浅野 3 丁目 8-1 来訪者のうち、希望者へ配布
AIM ビル 4F）

（一財）周南観光コンベンション協会
TEL 0834-33-8424

⚫ 北九州夜景観賞定期クルーズ

福岡県

お問合せ先

関門汽船株式会社
TEL 093-331-0222

北九州市 観光課
TEL 093-551-8150

