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お問い合わぜ先

（市外局番0721)

ょうこそ！とんだばやしの観光と文化のランドマ ー クヘ
Welcome to a landmark of sightseeing in T ondabayashi,"Kirameki Fae 

富田林市役所商工観光諜 25・1000
きらめきファクトリー 24・5500

じ芯いまち交流館 26・0110

南海電鉄（金剛駅） の172)366・8487

金剛パス 23・2286

金剛タクシー 23・2285

富田林第一交通（タクシー） 34・2521

近鉄タクシー 25・6400

とんだばやし観光は

“この場所明ミら始まる
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34・2260

35-2013 
34-2235 
35-2474 

35・5160
33-0700 

グランドホテル二業

門前屋
ビジネスinn翠月
玉の家
ふたぱ日IJ館
かんぼの宿富田林

ー－兎l司i�－
旧杉山家住宅 23-6117

旧田中家住宅 25-6771

錦織神社 25・2770

瀧谷不動明王寺 34-0028

龍泉寺 34-3134

美具久留御現神社 23・3007

楠批庵観音寺 35・5161

自白不動願昭寺 35・5751

舘雲寺 (072)365・0562

ー�·／＇£官T』E子静量圃圃圃

Watching: knowing; enjoying; meeting; learning; feeling; 
laughing.判官se facilities are the sightseeing exch釦ge
base where we’II deliver cul知re and訓focusing on
sight鈴e川g We named this facility ・Kirameki Factory• 
with hoping that this place would be able to give the 
glitter to mind of廿官同rson who visits. 
This加ilding has出en contemporary des伽， on the other 
hand are aware also traditiα1al Japanese architecture of 
this regiα1 

In廿港町隠t nαll', you can get infom泡tion about Tαx均凶yぉhi
and the nearby tourist attractiα可s and events, and buy 
local m剖ucts. In廿Wおcond floor, you can enjoy Various 
exhibitions and events. 
In there, you can gather inf，αmatiα1, as well as you can 
朋joy yourself in various way. 
Please corr砲 and visit us. 
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室三�
観光交流施設

きらめきファクトリ ー

Tourism Exchange facility Kirameki Factory 
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富田林市本町19番8号
10:00～21 :oo

TEL·FA× 0721・24-5500
近鉄電車「富田林駅j下車

⑫ 

H皆
観る、知る、 楽しむ、 出会う、 学，3，、感じる、笑う。
観光をメインに、文化とアー トをお届けする観光

交流施設。「訪れる人のととろにきらめきを与える
ことができる場所でありたい」という想いを込めて
“きらめきファクトリー

”

と名づけました。

地域の伝統的な日本建築を意識しつつも現代
的なデザインのこの建物。l階では富田林をはじめ
とする近隣の観光地 ・イベントのご案内や地域の特

産晶などの販売、2階ではさまざまな展示会やイ
ベントを開催しています。

情報収集だけで芯く、いろん芯楽しみ方ができ
るこの場所に、ぜひお立ち寄りください。

城山オレンヂ園 35・6943

やまびこ園 34・3234

錦織公園 24-1506

すばるホール 25-0222

サパーファーム 35-3500

総合スポーツ公園 35・2121

聖丘カントリ ー倶楽部24-8331
光丘カントリ ー倶楽部24・0844
光Eパブリックゴルフ場24・8355

けあぱる
（富田林市ケアセンター） 28・8600
レインボーホール
（市民会館）
市民総合体育館

25・1117

24-2265

The internet gallery which introduce charms of 
Tα晴朗yaめi.lts Nattse, hist，仰，ar出it配ttse, lcl'lC恥得:>e,
開叩le, life a刈so on are depict凶as arts. 
Over 100 art works are divid剖 into eight categαies 
a刈intr剖凶剖 as follows: 
• Unwind f偶I s問印刷 Relaxation
·M剖itation spぉe Art Imagination
-cα1S廿uctionαaft lead to future Architecture&Tradition
· Rich history 釦d tr剖ition of Jinaimachiα）（）I jap加
• Human
• Power&Sα』｜
• Culture and literature
· Na削除

The internet gallery ・Tonda凶yashi Kirameki Museum” 

富田林き 5めきミュ ー ジ
‘

アム
アー トな視点から富田林を楽しむ

雷田林市の自然、歴史、建築物、 風景、人、
暮らしなど市の魅力を、アートとして紹介す
るインターネット上のギャラリー。

100点を超えるアート作昂を、 「ほっこり感

じる空間アートj 、「膜想する空間アートj、「未

来につなげる建築工芸j、f寺内町の豊かな
歴史と伝統j、「人生を豊かにするアートJ、
「心躍らせるイベントアートJ 、「文化 ・ 文芸j 、

「自然との共生jの8つのカテゴリーに分け
て己紹介します。

種目林で生産、 製造された農産物
及び食昂、 製品についてブランド
認定委員会独自の基準によりブラ
ンド商品として認定しています。
Certi偽宮as brar刈 g拍d出aぉc川崎 to 世、e

standards of the B，釦d Ce同ification
C例mittee fαagricultural prod.Jc車， fαx虫s
and pr，臼:u:ts productedα 内冶nufactぽ·ed
in Tαlda加yashi.

Tondabayashi brands富田林ブランド
なつかしく、優しく、そして新しい郷土の品。
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