
 

 

 
報道関係者各位 
プレスリリース 

2021 年 12 月 10 日 
鹿児島県薩󠄀摩川内市 

KCJ GROUP 株式会社 

2年ぶりのキッザニア凱旋！24の仕事体験を提供する 
「Out of KidZania きゃんぱくキッズ in さつませんだい」 
2022年 1月 22日、23日に県内の小・中学生対象に開催 

 
鹿児島県薩󠄀摩川内市（市長：田中 良二、以下 薩󠄀摩川内市）は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニ

ア」の企画・運営を行う KCJ GROUP 株式会社（本店：東京都千代田区、代表取締役社長：圓谷 道成）の監
修のもと、キッザニアの街を飛び出してよりリアルな体験を追求したプログラム「Out of KidZania」の薩󠄀摩
川内市版として「Out of KidZania きゃんぱくキッズ in さつませんだい」（以下 本イベント）を 2022 年 1
月 22 日（土）と 23 日（日）に開催します。これにあわせ 12 月 13 日（月）から応募受付を開始します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©KidZania 
 

2019 年に初めて開催し 2 回目となる本イベントは、地域のこども達に体験を通じて地元企業の仕事を知っ
てもらい、地域経済の活性化を図りたいという薩󠄀摩川内市の思いのもと開催します。 
約 1,000 名が参加した前回、こども達からは「とても楽しかった」「また参加したい」などの声があがり、

保護者からも「こどもに体験させることができて満足」や「今後も同じようなイベントに参加させたい」など
本イベントに好意的な感想が多く、次回開催を期待する感想も寄せられました。約 2 年ぶりの開催となる今回
は、2021 年 1 月にオープンした「SS プラザせんだい」をメイン会場として開催します。前回と同様に「キ
ビナゴラーメンづくりの仕事」や「肥薩おれんじ鉄道社員の仕事」など鹿児島ならではの仕事体験を提供する
ほか、今回初めて登場する「甲冑の着付け・PR の仕事」や「ピアノ調律師・ピアノ奏者の仕事」など 24 種類
のプログラムを提供します。 

＜開 催 概 要＞ ※新型コロナ感染予防対策を講じて実施します 

名 称： Out of KidZania きゃんぱくキッズ in さつませんだい 
実 施 日 時： 2022 年 1 月 22 日（土）、1 月 23 日（日） 9:30～16:00 
会 場： SS プラザせんだい（メイン会場）、ほか市内各地 
プ ロ グラ ム 数 ： 24 プログラム 
専 用 サ イ ト： https://out-of-kidzania-satsumasendai.com/ 
 
※開催概要および詳細に関しましては、別紙パンフレットおよび専用サイトをご確認ください。 

 

https://out-of-kidzania-satsumasendai.com/




安全にご参加いただくためのお願い

会場へのアクセス

交 通 案 内

1. マスクの着用
　原則、体験時は感染症対策としてマス
ク着用をお願いいたします。
体を動かす体験など息苦しさを感じる場
合はマスクの取り外しをし、水分補給な
どもしっかりと行ってください。マスク
を着用していないときは、大声で話をす
る、咳やくしゃみをするなど飛沫感染の
可能性が高い行為は避けるようお願いい
たします。

3. 発熱（37.5 度以上）や咳等の風邪症状が
　みられる方は参加を控える
　当日は朝必ず検温をし、発熱が確認された場合参加しないよう
お願いいたします。また参加中に体調不良になった場合も、すぐ
に係に申し出て、検温などの対応をお願いいたします。

4. ソーシャルディスタンスの確保
　同居家族などの濃厚接触者以外
の人との距離はできる限り確保し
ましょう。

2. 手洗いと手指の消毒
　自発的な石けんでの手洗
いと会場に設置されている
アルコール消毒液などの利
用をお願いいたします。

※（　）内はメイン会場（SSプラザせんだい）から車で移動したときにかかる目安時間となります。

※感染症対策についてガイドラインを制定しております。
　詳しくは右記のリンクをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、プログラムが中止になる場合がございますので予めご了承ください。
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（丸武産業㈱）（20分）

高江未来学校
（㈱オフィスHIGASHI）（15分）

笹野製茶（20分）

㈱岡野エレクトロニクス
（15分）

プラッセだいわ川内店
（㈱大和）（10分）

肥薩おれんじ鉄道㈱

メイン会場
SSプラザせんだい
（川内駅：徒歩約１分）

Le Pépin（20分）

G

南九州西回り自動車道 約30分

新幹線利用 約12分

約11分

SSプラザせんだい
約１分

川内駅

鹿 児 島 市 薩摩川内
都 IC

駐車台数に限りがございますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。また、お車でお越しの際は出来るだけ乗り合わせで
お越しください。

鹿児島中央駅



プログラム一覧

（当日受付開始時刻9：00～）

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：ECRU（エクリュ）
●定員：各回５名 ●対象：小１～中３
●材料費：800円

お客様のご要望を聞き、美しく長持ちす
るプリザーブドフラワーアレンジメントを
製作します。
※エプロンをご持参ください

3 フラワーデザイナーの仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：ALSOK鹿児島綜合警備保障株式会社
●定員：各回６名　●対象：小１～中３

・ガードマンとして、不審者や不審物を見
つけた際の対応の訓練を行います。

・トランシーバーを使用しながら、お客様
の貴重品を決められた場所へ届けます。
　※動きやすい服装でご参加ください

5 ガードマンの仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：ANA　 ●定員：各回６名
●対象：小１～小６

CAの身だしなみや所作について学び、機
内安全ご案内の訓練、機内サービスの訓
練を行います。訓練終了後、お客様を機
内にお迎えし実践します。
※保護者の方にお客様役になっていただきます
※申し込みの際、制服サイズを選んでいただきます

2 ANAキャビンアテンダントの仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:00～14:00　　　　　　　　　

●企業名：株式会社鹿児島銀行
●定員：各回６名　●対象：小１～中３

・銀行に来店されたお客様に満足していた
だくために、窓口業務を通して接客を学
びます。
・お札を正確に素早く数える札勘を行います。

4 銀行員の仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：株式会社川北電工
●定員：各回５名　●対象：小１～中３

人々の生活に必要な電気を届けるため、
電気配線や電気機器を取りつける作業を
します。
※軍手をご持参ください

電気工事士の仕事6

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

扇風機を開発する仕事です。レゴブロッ
クで扇風機を組み立て、オリジナルプロ
グラムを作ります。

プログラマーの仕事1

●企業名：株式会社アクティブ
　　　　 （がらっぱ堂ロボテク・ラボ）
●定員：各回８名 ●対象：小１～中３ 
●材料費：300 円

7 写真スタジオの仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：桐原写真場　●定員：各回４名
●対象：小３～中３

写真スタジオのカメラマンとして、人物やモノ
を撮影します。撮影した写真からベストショット
を1枚選び、商品として仕上げます。
※人物を撮影する際は保護者の方に被写体となって
　いただきます
※仕上げた商品はお持ち帰りいただけます（商品はフォ
　トフレームもしくは缶バッジをお選びいただけます）

鹿児島県薩摩川内市平佐1-18
（薩摩川内市川内駅コンベンションセンター）
SSプラザせんだい

メイン会場
（全17プログラム）



Tシャツ製造の仕事9

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：有限会社寿印刷
●定員：各回６名　　●対象：小１～中３
●材料費：800円

・お客様から注文のあったデザインで、Tシャ
ツとトートバッグを作ります。
・商品として仕上げるために熱プレス機を
使って転写プリントをします。
　※作った商品は持ち帰ることができます

ニュース番組制作の仕事16

①10:00～11:00　②11:30～12:30
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：株式会社南日本放送
●定員：各回５名 ●対象：小１～中３
●材料費：200円

薩摩川内市で開催中の「Out of Kidzania
きゃんぱくキッズ in さつませんだい」を
取材してニュース番組を制作します。

ポップコーンづくりの仕事
～ハンディキャップのある方との協力～

12

① 9:30～10:30　②11:00～12:00　③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：特定非営利活動法人トポス みんね
●定員：各回４名　●対象：小１～中３
●材料費：280円

ハンディキャップ（障がいという個性）の
あるスタッフと一緒に、ポップコーンの製
造と袋詰めをし、商品を完成させます。
※エプロン・ハンカチ・帽子または三角巾をご
　持参ください
※アレルギー：乳、小麦、大豆

17 キビナゴラーメンづくりの仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00　③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：ラーメン宝島 ●定員：各回８名
●対象：小１～中３　　●材料費：700円

薩摩川内の名物である「キビナゴラーメン」
を作ります。お客様（保護者）から注文を聞き、
お客様のお好みに合わせたラーメンを作って
提供します。
※お客様役として、必ず保護者１名の参加をお願いします
※エプロン、三角巾、手拭きタオルをご持参ください
※アレルギー：小麦

14 ピアノ調律師・ピアノ奏者の仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00　③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：有限会社藤井ピアノサービス
●定員：各回４名　●対象：小１～中３

・専門道具を使ってピアノの修理・調律
を行い、ピアノの状態を整えます。
・ピアノ奏者として良い状態になったピア
ノを試弾します。
　※ピアノが弾けない方もご参加可能です
　※エプロンをご持参ください

8 和菓子職人の仕事
～米粉を使った大福もちづくり～

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：小城製粉株式会社
●定員：各回８名　●対象：小１～中３
●材料費：600円

・小麦アレルギーの人でも安心して食べられ
る米粉の魅力を知ります。
・米粉を使って大福もちをつくります。
　※作った大福もちはその場で食べることができます

看護師の仕事
11

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：川内市医師会立川内看護専門学校
●定員：各回３名　●対象：小１～中３

・医療従事者にとって必要不可欠である “正
しい手洗い” の仕方を学びます。
・新人看護師として、健康診断のサポート
とカルテの作成をします。
　※保護者の方には「受診者」として参加してい
　ただきます

15
ブライダルコーディネーターの仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：ブライダルステージ花ごよみ
●定員：各回２名　●対象：小１～中３

新婦が希望されるイメージのドレスをマ
ネキンに着せて、アクセサリーや髪飾り
などトータルコーディネートをおこない
ます。

ロボット開発の仕事13

① 9:30～11:00　②12:00～13:30
③14:30～16:00　　　　　　　　　

●企業名：日本理科学教育振興協会
●定員：各回４名 ●対象：小３～中３
●材料費：200円

・ロボットの顔をデザインし、実際に 3D
プリンターで造形します。
・ロボットアームを組み立て、動作の確
認まで行います。

●企業名：FMさつませんだい
　　　　　（㈱薩摩川内市観光物産協会）
●定員：各回 3名　●対象：小４～中３

ラジオパーソナリティの仕事
10

①11:00～12:00　②12:00～13:00
③13:00～14:00　　　　　　　　　

・「Out of KidZania」のイベントに自
ら参加し、体験を原稿にまとめます。
・リハーサル後に本番を行い、ラジオの
生放送に臨みます。



薩摩川内市公認キャラクター
西郷つん

楽しそうなお仕事が
いっぱい♪
つんも参加したいつん♪

D スーパーマーケットの仕事

①10:30～11:30　②14:00～15:00

●企業名：株式会社大和（だいわ）
●定員：各回６名　●対象：小１～中３

・店員として商品加工や値付けを行います。
・旬の商品を店内放送でお客様にお知らせ
します。

集合
・

受付場所
プラッセだいわ川内店
薩摩川内市矢倉町 4213‒1　☎0996-27-1111 （車で 10分）

E 肥薩おれんじ鉄道社員の仕事
熊本と鹿児島をつなぐ「肥薩おれんじ鉄
道の社員」として、起床装置またはミニモ
ニター運転体験・切符の販売業務・列車
の出発合図の仕事を行います。

① 9:30～10:50　②12:50～14:10
③14:40～16:00　　　　　　　　　

●企業名：肥薩おれんじ鉄道株式会社
●定員：各回６名　●対象：小１～中３

集合
・

受付場所
肥薩おれんじ鉄道 川内駅
薩摩川内市鳥追町 1-1　　☎0996-63-6860 （徒歩 3分）

各事業所
（全7プログラム）

各事業所の場所について
詳しくは地図にてご確認ください

※（　）内はメイン会場（SSプラザせんだい）から
　車で移動した時にかかる目安時間になります。

複合型施設である高江未来学校の新人スタッフとし
て、「宿泊施設の客室準備」と「燻製チーズのパッ
ケージング」を行います。
※仕上げた商品は持ち帰ることができます
※エプロン、三角巾をご持参ください
※アレルギー：乳

B 高江未来学校の仕事

① 9:30～10:30　②11:00～12:00　③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：株式会社オフィスHIGASHI
●定員：各回６名 ●対象：小１～中３
●材料費：800円

集合
・

受付場所
高江未来学校
薩摩川内市高江町 654-1　☎0996-20-6100 （車で 15分）

①10:00～11:00　②13:00～14:00
③15:00～16:00 　　　　　　　　　

●企業名：笹野製茶　●定員：各回６名
●対象：小３～中３　●材料費：500円

茶葉の計量・袋詰め・真空・ラベル張り
など、お茶の加工作業を行って商品をつ
くります。
※エプロン、三角巾をご持参ください

C お茶屋の仕事

集合
・

受付場所
笹野製茶
薩摩川内市東郷町南瀬 606　☎0996-42-4950 （車で 20分）

① 9:30～10:30　②11:00～12:00
③13:30～14:30　④15:00～16:00

●企業名：株式会社岡野エレクトロニクス
●定員：各回 3名　●対象：小３～中３

・通信をするために必要な「光ファイバケー
ブル」に部品を入れて組み立てます。
・組み立てた光ファイバケーブルが正常に
使えるかを確認するために、テスト検査を
行います。

A 光ファイバケーブルを
組み立てる仕事

株式会社岡野エレクトロニクス
薩摩川内市樋脇町塔之原 853-1 ☎0996-37-2730

集合
・

受付場所 （車で 15分）

F 甲冑の着付け・PRの仕事

①10:00～11:30 ②13:00～14:30 ③15:00～16:30

●企業名：丸武産業株式会社 ●定員：各回６名
●対象：小１～中３　●材料費：2,000 円

・武士が胴部や頭部を守るために身につけていた甲冑
（かっちゅう）について学び、甲冑の着付けを行います。
・甲冑を身にまとった状態でポーズを決めながら写真を
撮り、SNSにアップします。
※靴下または足袋をご持参ください
※アレルギー：金属

集合
・

受付場所
甲冑工房丸武
薩摩川内市湯島町 3535-7　☎0996-26-3113 （車で 20分）

カフェ店員の仕事G
カフェ店員として、ホール業務（接客）とキッ
チン業務（盛り付け）を行います。
※エプロン・三角巾・ハンカチをご持参ください
※アレルギー：小麦、リンゴ、バナナ

①10:00～10:40　②11:00～11:40
③13:00～13:40　④14:00～14:40

●企業名：Le Pépin（ル・ペパン）
●定員：各回６名　●対象：小１～中１
●材料費：850円

集合
・

受付場所
Le Pépin
薩摩川内市久住町 570　　☎090-8916-9247 （車で 20分）



Out of KidZania きゃんぱくキッズ 
in さつませんだい 
申込み (WEB) の流れ

当日の受付

専用ホームページ：https://out-of-kidzania-satsumasendai.com/

Out of KidZania きゃんぱくキッズ in さつませんだいの
専用ホームページにアクセスする

1

プログラムの内容・時間・場所・定員・対象学年等を確認し、体験したいプログラムを選びます。
各プログラムのページから手順に従って予約します。
※開催場所によっては、メイン会場から車で２０分程度の距離があります。各プログラムのページの「集合場所」
をご確認ください。

プログラムを選び、予約をする2

予約を変更する場合は、一度予約を取消して、再度お申込みをお願いします。
予約変更について3

予約受付済みの方
メイン会場（SSプラザせんだい）：総合案内にて受付を済まし、各ブースへ集合してください。
各事業所：お申込みいただいた各事業所に集合してください。
※受付詳細は専用サイトをご確認ください。

当日申込みの方（当日空きのあるプログラムのみ）
総合案内にて販売いたします。体験料などをお支払いの上、各ブース・各事業所に集合してください。
※当日販売は事前申込みの状況（完売など）によって販売しない場合がございますので、ご了承ください。
※原則：事前申込みが必要です。

きゃんドルについて
　1体験ごとに給料として300きゃんドル（100きゃんドル紙幣3枚）支給されます。
きゃんドルは、以下の場所にてご使用いただけます。
①　場所：SSプラザせんだい付近（提携店舗など）
　　期間：令和４年１月２２日（土）～令和４年１月２３日（日）
②　場所：駅市薩摩川内（JR川内駅１階）
　　期間：令和４年１月２２日（土）～令和４年１月30日（日）
※利用店舗詳細は専用サイトをご確認ください。

企画・実施
株式会社 薩摩川内市観光物産協会　本社営業所
鹿児島県知事登録旅行業 第 2-236号　総合旅行業務取扱管理者 三宅泰史
（お問合せ先）きゃんぱく事務局：0996-23-9889 （営業時間：平日９:00～17:00）

〒895-0024　薩摩川内市鳥追町1-1(JR川内駅2階 )
代表取締役　井龍　大
一般社団法人　全国旅行業協会　正社員

令和 3年 12月 13 日（月）9：00～予約申込み受付スタート

右記の専用ホームページから
お申し込みください
https://out-of-kidzania-satsumasendai.com/

プログラム開始10分前までに集合してください。

きゃんドルとは ?
「Out of KidZania
きゃんぱくキッズ」
で働いた給料として
支給するイベント専用通貨です。
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