
At a workshop where musical instruments for famous artists are made, 

use wood scraps for woodworking!

How to sign up: Sign up or ask questions by fax or telephone.
Tell us your desired time and number of people and the contact information (cell phone number, etc.) of the representative of your group.

Original coaster making experience

In a workshop where electric guitars are made to order for 
famous musicians, make an original coaster by processing 
some of the wood used in the guitars. You can also watch the 
work at one of the few places in Japan where electric guitars 
are made. People interested in music are especially welcome.

Sago New Material Guitars is a factory 
for guitars and basses that are completely 
made to order in Japan. 
It makes instruments for famous guitarists 
and bassists in Japan and abroad.

Workshops that can make complete 
musical instruments from scratch ̶ 
including joining wood, cutting and 
shaping it, polishing it, lacquering it and 
attaching the electric parts ̶ are rare in 
Japan.

You can experience making photo 
frames, coasters and other items. For 
the coaster you can choose one of two 
types: a guitar pick or Tsuru-chan (the 
character of the rock band TSURU).

You'll use various kinds of sandpaper 
to polish until smooth the surface of a 
piece of wood pre-cut into the coaster 
shape. You'll finish it by coating it with 
oil to make it resilient to moisture.

The friendly staff creates an at-home 
atmosphere! Recommended for people 
who like woodworking, of course, but 
also to people who play the guitar or 
bass because they will have a chance 
to watch instruments being made.
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DATA
Sago New Material Guitars Amagasaki
Address: 4-15-8 Nishi Tachibana-cho, Amagasaki City
Phone:06-6439-6377
Fax:050-3730-3517
Directions: 15 min. walk from JR Tachibana Station

＜For a map＞

The first and second 
Wednesday and Thursday 

of every month 
1-2p.m.

Dates and times available

• Only available in Japanese

60 minutes

Up to 5 people may participate.

Coaster making
• Pick type: ¥2,000 (including tax)

• Tsuru-chan type: ¥1,500 (including tax)

Photo frame making: ¥10,000 (including tax)

Sago New Material Guitars

「サゴニューマテリアルギターズ」



有名アーティストの楽器製造をする工房で、
楽器の端材を使って木工制作！

●申込方法／お申し込み・お問い合わせはＦＡＸもしくはお電話にてお願いします。
　　　　　　ご希望日時と人数、代表者の方の連絡先（携帯電話番号など）をお知らせください。

オリジナルコースター制作体験

有名ミュージシャンのエレキギターをオーダーメイドしている工房に
て、ギターに使用している材木を加工してオリジナルのコースターをつ
くります。また全国でも数少ないエレキギターのオーダーメイド製作現
場を生で見学していただくことができます。音楽に興味のある方、大歓
迎です。

「サゴニューマテリアルギターズ」

「サゴニューマテリアルギターズ」は、
完全オーダーメイドの国産ギター＆ベースファクトリー。
国内外の有名ギタリスト・ベーシストの
楽器を製造しております。

木を組み合わせ、削り出して整形し、研磨・
塗装、電気パーツの取り付け等々、完全に
一から楽器を完成させることの出来る工房
は全国的にも珍しいとか。

フォトフレームやコースターなどの制作体
験をすることが出来ます。コースターはピッ
ク型、鶴ちゃん（ロックバンド「鶴」のキャラ
クター）型が選べます。

あらかじめコースターの形に用意された木
材を、紙やすりを何種類も使って表面がつ
るつるになるように磨いていきます。仕上
げは水分に強くなるようにオイルで塗装し
て完成です。

スタッフの皆さんもアットホームな雰囲
気！木工工作が好きな方にはもちろん、楽
器制作の様子を見学することもできるので
ギターやベースを弾かれる方にもおすすめ
です。

コースター制作
出来上

がり！端材で制作！
ギターの仕組み

DATA
Sago New Material Guitars
 （サゴーニューマテリアルギターズ）尼崎工房
○住 尼崎市西立花町４-１５-８
○　 06-6439-6377
○　 050-3730-3517
○交 JR立花駅から徒歩15分

＜地図はこちら＞

毎月第1週目・第2週目の
水曜日・木曜日
13：00〜14：00

開催日時/体験可能時間

※対応可能言語/日本語のみ

60分

5名まで

コースター制作
・ピック型/2,000円（税込）

・鶴ちゃん型/1,500円（税込）

フォトフレーム制作/10,000円（税込）
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