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埼玉県地域別 MAP

　彩の国工場とは、地域に開かれ、地域に愛される工場づくりを進めるために、埼玉県内の技術力や
環境面で優れている工場を、埼玉県知事が豊かな彩の国づくりの協力者（パートナー）として指定
するものです。
　埼玉県内の多くの工場が、働く人にとって「良き生活の場」、地域にとって「良き隣人」、そして様々
なかたちの社会貢献に取り組む工場になっていただきたいと考えます。そこで、工場が目指すべき
一つの姿である「地域に愛される工場づくり」をより多くの工場に広めるとともに、より一層の地域
や社会との交流、より良い工場環境づくりを願うものです。
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㈱クリタエイムデリカ 越谷市 13
㈱グローバル 本庄市 29
㈱ケイマス 川里本社工場 鴻巣市 18
ケージーエス㈱ 小川町 20
㈱高速 川越市 19
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小宮山印刷㈱ 川里工場 鴻巣市 18
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埼京オフセット㈱ 戸田市 10
彩源㈱ 熊谷第二工場 熊谷市 28
㈱サイサン ガスワンパーク上尾 上尾市 18
㈱サイゼリヤ 吉川工場 吉川市 14
埼玉機器㈱ 秩父製造所吉田工場 秩父市 31
埼玉機器㈱ 与野工場 さいたま市 15
埼玉県中央部森林組合 小川町 20
㈱埼玉種畜牧場･SAIBOKU 日高市 24
㈱埼玉富士 秩父市 31
埼玉養蜂㈱ 北本市 18
サイデン化学㈱ 東京工場 さいたま市 16
㈱サイモクホーム 寄居町 30
㈱サインアーテック 飯能市 22
㈱酒井材木店 寄居町 30
㈱栄精機製作所 川口市 8
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㈱サティス製薬 吉川市 14
㈱佐藤鉄工建設 越谷市 13
サトー鋼材㈱ 川口市 8
㈱サトー精工 川口市 8
㈱サニー電化 幸手市 27
狭山碾茶工房㈲ 明日香 狭山市 23
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三協ダイカスト㈱ 戸田市 10
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ジュウゼン製造㈱ 皆野町 31
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㈱昭和技研工業 伊奈町 18
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昭和電工㈱ 秩父事業所 秩父市 31
昭和西川㈱ 草加工場 草加市 12
ショーボンドマテリアル㈱ 川越市 19
㈱ショーモン ミッションランド 久喜市 27
㈱ショーワ本社・埼玉工場 行田市 25
白岡冶金㈱ 白岡市 27
伸栄化学産業㈱ 三郷市 14
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新電元工業㈱ 飯能市 23
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㈱新和製作所 川口市 6,9
㈱新和製作所 第二工場 ふじみ野市 6,11
㈱新和製作所 本社工場 川越市 6,19
㈱伸和熱処理 朝霞市 11
㈱スガモ技研 三郷市 14
須川工業㈱ 埼玉製造所 八潮市 13
㈱スギヤマ本社工場 日高市 24
㈲杉山樹脂工業 吉見町 21
㈲ステンレスアート共栄 富士見市 11
㈱スパンドニクス 所沢市 6,22

晴雲酒造㈱ 小川町 20
清香㈱ つるやクリーニング大宮工場 さいたま市 16
セイキ工業㈱ 所沢工場 所沢市 22
セイキ販売㈱ 武蔵工場 入間市 24
西武酪農乳業㈱ 日高市 24
㈱セイラ 加須市 25
㈱セイワ 杉戸町 27
関口工業㈱ 与野工場 さいたま市 16
関口産業㈱ 東松山市 19
㈱関水金属 埼玉工場 鶴ヶ島市 20
㈱セラミック加工技研 蕨市 10
㈱宣工社 本社工場 所沢市 22
㈱セントラルフーズ 狭山市 23
㈱草加葵 八潮市 14
㈱草加亀楽煎餅本餔 草加市 12
草加煎餅まるそう一福 草加市 12
綜研化学㈱ 狭山事業所 狭山市 23
㈱草セル 草加市 13
㈱ソーシン 玉川工場 ときがわ町 21
㈱ソメヤ 熊谷市 28
㈱第一金属製作所 さいたま市 16
㈱ダイエイバレル 本社工場 川口市 9
大起理化工業㈱ 鴻巣市 18
大正製薬㈱ 大宮工場 さいたま市 16
㈱大槇精機 朝霞市 11
大真パッケージ㈱ 鴻巣市 18
大成ラミック㈱ 白岡市 27
㈱ダイチューテクノロジーズ 羽生市 26
大同機工㈱ 埼玉工場 本庄市 6,29
泰東精密㈱ 熊谷市 28
㈱ダイトー 川越市 19
㈱ダイトク 川口市 9
大南光学㈱ 川越市 19
ダイニック㈱ 埼玉工場 深谷市 29
大日本興業㈱ 川口市 9
㈱タイネツ さいたま市 16
太平洋セメント㈱ 熊谷工場 熊谷市 28
㈱タイホー 川口市 9
㈲ダイヤ工芸 八潮市 14
㈱太洋社印刷所 寄居町 30
大陽ステンレススプリング㈱ 埼玉第三工場 入間市 24
㈲泰洋精機製作所 川口市 9
㈱タイラ 所沢市 6,22
㈱大六鋳造 加須工場 加須市 6,25
大和工業㈱ 川越市 19
㈱高砂精密 川越市 19
㈱高須賀製作所 上尾市 18
㈱多賀製作所 本社工場 上尾市 18
㈱高津鋳工場 川口市 9
㈱高橋スプリング 越谷市 13
㈱高橋製作所 寄居工場 寄居町 30
高橋ソース㈱ 本庄市 29
高松電鍍工業㈱ 狭山市 23
高美精機㈱ 川越市 19
㈱田口型範 川口市 9
㈱タクモス精機 寄居町 30
武田エンジニアリング㈱ 川口市 9
㈱竹林 久喜市 27
㈱田島軽金属 羽生市 26
㈱ダスキンプロダクト東関東 埼玉中央工場 三郷市 14
㈱タチエス 武蔵工場 入間市 24
たつみ印刷㈱ 深谷市 29
タツムテクノロジー㈱ 本庄市 29
㈱タナカ技研 秩父工場 小鹿野町 31
田中産業㈱ 本社工場Ｙ棟 さいたま市 16
㈱田中ダイカスト ときがわ町 21
田辺クリーニング 杉戸町 7,27
㈱田端製作所 さいたま市 16
㈱タムラ製作所 坂戸事業所 坂戸市 7,20

㈱タムロン 本社 さいたま市 16
㈱秩父イワサキ 長瀞町 31
秩父エレクトロン㈱ 小鹿野町 31
秩父太平洋セメント㈱ 秩父市 31
秩父電子㈱ 秩父市 31
㈲秩父ワイン 小鹿野町 31
中央化学㈱騎西工場 加須市 25
チヨダ㈱ 戸田工場 戸田市 10
塚越特殊鋼㈱ 本社工場 加須市 26
ツクモ工学㈱ 狭山市 23
辻井軽金属㈲ 川口市 9
㈱辻井製作所 川口市 9
㈱椿本チエイン埼玉工場 飯能市 23
デアロイ工業㈱ 川口市 9
ＴＫ製薬㈱ さいたま市 16
テイ・エス テック㈱ 埼玉工場(行田) 行田市 25
㈱テクニカルアーツ 蕨市 10
テクノデザイン工業㈱ さいたま市 16
テクノプリント㈱ ふじみ野市 11
㈱デコス 飯能市 23
㈱デサン 蓮田工場 蓮田市 27
㈱テック高橋 小川工場 小川町 7,21
㈱テラダイ 入間市 24
㈱デリフレッシュフーズ 本庄市 29
㈱東ア 日高市 24
㈱東亜酒造 羽生市 26
東栄化学工業㈱ 寄居町 30
東京ガスケット工業㈱ 川島町 21
㈱東京チタニウム第一工場 さいたま市 16
東京鋲螺工機㈱ 本社工場 新座市 11
東京メールサービス㈱ 朝霞市 11
㈱東玉 さいたま市 16
東成工業㈱ 鴻巣市 18
㈱東都ラバーインダストリー 川口市 9
㈱遠山鐵工所 久喜市 27
㈱東洋クオリティワン 川越市 19
東洋シャフト㈱ 川口市 9
㈱東洋精工 皆野町 31
東洋パーツ㈱ 長瀞町 31
東洋モートン㈱ 滑川町 20
㈱東立製作所 日高工場 日高市 24
㈱藤和プレス 行田工場 行田市 7,25
㈲都栄塗装工業所 朝霞市 11
㈱トーツヤ・エコー 戸田市 10
トーメックス㈱ 川口市 7,9
㈲遠山木型製作所 川口市 9
㈱遠山製作所 川口市 9
㈱トーヨー精工 蓮田市 27
ＤＯＷＡハイテック㈱ 本庄市 29
㈱十勝たちばな 大利根工場 加須市 26
特殊技研工業㈱ 第二工場 久喜市 27
特殊鋼管㈱ 霞ケ関工場 川越市 19
㈱トクホウ 川口市 9
㈱トコウ 飯能市 23
㈲トコーモデル 川口市 9
凸版印刷㈱ 朝霞工場 新座市 11
㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ 川口市 9
㈱トップ工業 川越市 19
㈱都平昆布海藻 さいたま市 16
㈱富澤 三芳資源化センター 三芳町 11
富和鋳造㈱ 川口市 9
友栄塗装㈱ 川口市 9
ドリーム開発工業㈱ 川口市 9
㈱永井機械製作所 ナガイテクニカルプラント 加須市 26
永井機械鋳造㈱ 川口市 9
長島鋳物㈱ 久喜事業所 久喜市 27
㈱ナガセ 川島工場 川島町 21
㈱永瀬留十郎工場 川口市 9
長沼商事㈱ リサイクル工場 所沢市 22
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中野食品㈱ 八潮市 14
㈱中村コミュニケーションズ 久喜市 27
㈱中村製作所 さいたま市 16
特定非営利活動法人名栗カヌー工房 飯能市 23
㈱ナスタ 行田市 25
㈱ナック クリクラ本庄工場 本庄市 29
㈱七越製菓 第三工場 さいたま市 16
㈱七星科学研究所 狭山工場 狭山市 23
㈱ニコン 熊谷製作所 熊谷市 28
仁科工業㈱ メカシス工場 久喜市 27
㈱ニチネン 久喜工場 久喜市 27
㈱日経首都圏印刷八潮工場 八潮市 14
ニッコー㈱ 埼玉工場 行田市 25
日昭電器㈱ 岩槻工場 さいたま市 17
㈱日辰電機製作所 入間市 24
日新陸運㈱ 環境事業部 資源化工場 秩父市 31
日東金属工業㈱ 八潮市 14
日東精密工業㈱ 寄居町 30
日東電工㈱ 関東事業所 深谷市 29
日本信号㈱ 久喜事業所 久喜市 27
㈱二ノ宮製作所 秩父みどりが丘工場 秩父市 31
ニプロファーマ㈱ 埼玉工場第１・第２プラント 春日部市 12
日本イスエード㈱ 長瀞町 31
日本高圧コンクリート㈱ 埼玉工場 深谷市 29
日本コントロール工業㈱ 本社工場 坂戸市 20
日本食材㈱ 妻沼工場 熊谷市 28
日本伸管㈱ 本社工場 新座市 11
㈱日本製衡所 美里町 30
日本鋳鉄管㈱ 本社・工場 久喜市 27
日本電鍍工業㈱ さいたま市 17
㈱日本標準 統合物流センター 日高市 24
日本フエルト㈱ 埼玉工場 鴻巣市 18
日本メタルガスケット㈱ 熊谷市 28
日本ワイパブレード㈱ 加須市 26
㈲沼尾モータース 坂戸市 20
沼口米菓㈱ 大利根工場 加須市 26
㈱ノアエンジニアリング 桜沢工場 寄居町 30
㈱ノヴァ 北本市 18
能美防災㈱ 妻沼西事業所 メヌマ工場 熊谷市 28
ノガワケミカル㈱ 川口工場 川口市 9
野口精機㈱ 東松山市 20
㈲野口木工所 ときがわ町 21
㈲野火止製作所 新座市 11
㈲野辺製作所 寄居町 7,30
㈱パーツ精工 埼玉本社工場 三郷市 14
㈱ハイキャスト 羽生市 26
㈲羽子板のさか田 春日部市 12
㈱長谷川製作所 川越市 7,19
㈱八光電機製作所吉川工場 吉川市 14
㈱ハマノ 吉川市 14
㈱ハママツ さいたま市 17
㈱林塗装工業所 松伏町 14
㈱原田製作所 和光市 11
㈱飯能製作所 飯能市 23
飯能精密工業㈱ 飯能市 23
ヒーハイスト精工㈱ 川越市 19
㈱ヒガシ 鴻巣市 18
東日本旅客鉄道㈱ 大宮総合車両センター さいたま市 17
ヒガノ㈱ 草加市 13
㈱ひかり塗装 川口市 9
㈲氷川工作所 さいたま市 17
比企光学㈱ 小川町 21
日立金属㈱ 熊谷製作所 熊谷市 28
日之出水道機器㈱ 埼玉工場 川島町 21
㈱ひびき 吉田工場 川越市 19
平田精工ジャパン㈱ 坂戸市 20
㈱平野製作所 朝霞市 11
㈱広岡鉄工 久喜工場 久喜市 27
㈱広田屋 鴻巣市 18

フィグラ㈱ 埼玉工場 本庄市 29
笛木醤油㈱ （金笛） 川島町 7,21
㈱フォレスト 深谷市 30
㈱フォレスト西川 飯能市 23
㈱深川製作所 川越工場 川越市 19
㈱富喜製作所 熊谷市 28
武甲酒造㈱ 柳田総本店 秩父市 31
フジカ濾水機㈱ 川口工場 川口市 9
不二工業㈱ 川口市 9
藤伍精機㈱ 三郷市 14
㈱藤﨑摠兵衛商店 長瀞町 31
㈱藤島建設 生産管理センター さいたま市 17
フジッコ㈱ 関東工場 加須市 26
フジテック㈱ 川口工場 川口市 9
フジパン㈱ 東京工場 八潮市 14
富士フイルム㈱ 大宮事業所 さいたま市 17
㈱藤間精機 坂戸市 20
㈱フジムラ製作所 本社工場 川口市 10
㈱不二レーベル 所沢市 22
布施建設工業㈱ 川口市 10
㈱プラコー さいたま市 17
㈱プリケン ふじみ野市 11
ブリヂストンBRM㈱ 加須市 7,26
プリマ食品㈱ 吉見町 21
㈱ふるさと両神 小鹿野町 31
㈱プレココーポレーション 飯能市 23
㈱プロパックス 北本市 18
豊盛工業㈱ 坂戸市 20
ボーエン化成㈱ 和光市 11
ポーライト㈱ 熊谷工場 熊谷市 28
北資化成工業㈱ 小川町 21
北陸軽金属工業㈱ 埼玉工場 寄居町 30
細沼製作所 所沢市 22
㈱細谷製作所 八潮市 14
ホッカイエムアイシー㈱ さいたま市 17
北関工業㈱ 草加市 13
ボッシュ㈱ 東松山工場 東松山市 20
㈲堀口製作所 さいたま市 17
ポリコール興業㈱ さいたま市 17
㈱ポリマーテック 戸田市 10
㈿本庄食肉センター 本庄市 29
本田技研工業㈱ 埼玉製作所 狭山市 23
前澤化成工業㈱ 熊谷工場 熊谷市 28
前澤工業㈱ 埼玉製造所 幸手市 27
㈱マエダ 川口工場 川口市 10
増幸産業㈱ 川口市 10
㈱マスセイ 加須市 26
町田ローソク㈱ 伊奈町 18
松井産業㈲ 加須市 26
松岡醸造㈱ 小川町 21
㈱松原食品 草加市 13
㈱マツモト 本社工場 さいたま市 17
松本機工㈱ 埼玉工場 小川町 21
松本米穀精麦㈱ ＧＰセンター 熊谷市 28
㈲丸一養鶏場 ＧＰセンター 寄居町 30
マルキユー㈱ 桶川市 18
㈲丸忠木型製作所 川口市 10
㈱丸和運輸機関 吉川市 14
㈱萬松 埼玉事業所 寄居町 30
三笠産業㈱ 春日部工場 春日部市 12
㈱ＭＩＫＡＭＩ 所沢市 22
㈱味輝 上里町 7,30
㈲水野製作所 春日部市 12
㈱三谷製作所 ふじみ野市 11
㈱ミック 日高市 24
㈱ミツハシ 春日部工場 春日部市 12
三菱電機ホーム機器㈱ 深谷市 30
三菱電線工業㈱ 熊谷製作所 熊谷市 28
三菱マテリアル㈱ 横瀬工場 横瀬町 31

三矢精工㈱ 深谷市 30
㈲ミツワ 草加市 13
㈲箕輪ヘラ絞製作所 川口市 10
みはし㈱ 玉川工場 ときがわ町 21
㈱三村工業 吉見町 21
㈱都ローラー工業 草加市 13
㈱宮崎合金鋳造所 川口市 10
三山工業㈱ 春日部工場 春日部市 12
㈱ミララ 小川町 21
武蔵オプティカルシステム㈱ 生産センター 伊奈町 18
武蔵鶴酒造㈱ 小川町 7,21
六三四堂印刷㈱ 川越市 19
㈱武蔵野香料化学研究所 秩父工場 秩父市 31
㈱むさしのメタル 越生町 20
㈱村井 吉見工場 吉見町 21
㈱村上塗装工業所 川越市 19
㈱村上パーカーライジング 川越市 19
明治なるほどファクトリー坂戸（㈱明治 坂戸工場）坂戸市 20
明和グラビア㈱ 行田工場 行田市 25
㈱メステック 和光市 11
メタルリサイクル㈱ 川島町 21
最上ＣＡＮ㈱ 久喜市 27
もぎ豆腐店㈱ 本庄市 29
望月印刷㈱ さいたま市 17
森紙器㈱ 草加市 13
㈱森田エンタープライズ さいたま市 17
㈱モリタ東京製作所 伊奈町 18
㈱矢尾本店 秩父錦 酒づくりの森 秩父市 31
ヤシマ電気㈱ 川口市 10
八千代工業㈱ 柏原工場 狭山市 23
㈱ヤナギサワ 本社工場 嵐山町 20
ヤマキ醸造㈱ 神川町 30
㈱山口製作所 寄居町 30
ヤマケイプレコン㈱ 加須市 26
山元㈱ 越谷市 13
㈱山香煎餅本舗 草加せんべいの庭 草加市 13
㈱山崎鉄工所 川口市 10
ヤマテック㈱ 久喜事業所 久喜市 27
ヤマト興産㈱ 本庄工場 本庄市 29
ヤマナカ製本㈱ さいたま市 17
㈱山本製作所 東松山市 20
ユーエスエンジニアリング㈱ 本庄市 29
UDトラックス㈱ 上尾市 18
㈱ユーパーツ 熊谷市 28
弓削多醤油㈱ 坂戸工場 坂戸市 20
㈱ユニテックギア 桶川市 18
横田酒造㈱ 行田市 25
㈱吉田工業所 横瀬町 31
吉野電化工業㈱ 越谷市 13
㈱吉野プレス工場 東松山市 20
吉村工業㈱ 川口市 10
㈱四葉機械製作所 桶川市 18
㈱ラプロパック 八潮市 14
㈱ランバーテック本社工場 蕨市 10
㈱リーデンス 三芳町 11
㈱リード 熊谷市 28
㈱リケン 熊谷事業所 熊谷市 28
リンテック㈱ 熊谷工場 熊谷市 28
㈲レインボーペイント 川島町 21
レーザージョブ㈱ 戸田市 10
㈱ローザ 本社流通センター 川口市 10
ロータリー㈱ 草加市 13
㈱ワイヱス工業所 さいたま市 17
㈱和幸製作所 さいたま市 17
㈱渡辺教具製作所 草加市 13
㈱渡辺製作所 さいたま市 17
ワックデータサービス㈱ 埼玉工場 富士見市 11
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［ 平成30年度  新たに指定された工場 ］

12ページ草加市に
詳細あり旭自動車ボデー㈱

4000坪の敷地と長年の歴史を
誇りに大型トラックの修理・架
装を一貫して修理いたします。

草加市弁天3‐2‐1
原　賢治
70名
大型トラックの鈑金・塗装及び二次架装。
一般車検、レッカー牽引

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

2

9ページ川口市に
詳細あり㈱新和製作所

創業60年の実績とノウハウでお
客様の満足と信頼を重ねる通信
設備等の金属加工製造。

川口市宮町17‐14
佐藤　博
63名
通信設備用基礎構造物、通信アンテナ
取付材料、各種架台、各種ラック

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

8

25ページ加須市に
詳細あり㈱大六鋳造 加須工場

各種銑鉄鋳物を自硬性で、主に
建機の油圧部品、ブラケットを
手込で鋳造している。

加須市外田ヶ谷706
石井　隆太
23名
建機用油圧部品、ハウジング、ブラケッ
ト、ベース、ポンプ、Vシーブ

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

14

11ページふじみ野市に
詳細あり㈱新和製作所 第二工場

企画から製造・納品までをトー
タルに手がけ「製造工場を持つ
広告代理店」を目指します。

ふじみ野市亀久保1666
山崎　康成
33名
紙製什器・ディスプレイ・パッケージ

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

10

29ページ本庄市に
詳細あり大同機工㈱ 埼玉工場

水門・除塵機の製作にて水にか
かわる仕事を通じて地域・社会
に貢献。

本庄市児玉町宮内838‐1
西川　敏雄　
29名
水門、除塵機、防水扉、インテリアデザ
イン製品の製造

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

12

15ページさいたま市に
詳細あり㈱蒲倉電機

設計から製作、検査までを全て
社内で一貫対応しています。

さいたま市岩槻区釣上350‐3
蒲倉　公平
12名
制御盤・分電盤・高低圧配電盤など

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

4

12ページ草加市に
詳細あり㈱潤製作所 本社工場

様々な工程を自動化する一方、
旋盤系の切削を中心に豊富な設
備で多様なニーズに対応。

草加市青柳1‐5‐58
小野　良一郎
18名
ねじ及び関連品、一般機械部品、
自社開発製品

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

6

28ページ本庄市に
詳細あり赤城乳業㈱ 本庄千本さくら『5S』工場

製薬会社レベルに近い衛生管理
を目指すことで、お客様へ安
心・安全を伝えていきます。

本庄市児玉町児玉850‐10
松永　秀一
340名
ガリガリ君をはじめとしたアイスクリー
ム

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

1

19ページ川越市に
詳細あり㈱新和製作所 本社工場

企画から製造・納品までをトー
タルに手がけ「製造工場を持つ
広告代理店」を目指します。

川越市下赤坂736‐2
山崎　康成
87名
紙製什器・ディスプレイ・パッケージ

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

9

22ページ所沢市に
詳細あり㈱タイラ

多業種に渡る取引と多種多様の
材料と機械を駆使し皆様の近く
でお役に立っております。

所沢市南永井15‐1
立石　淳
43名
各種ゴム・プラスチック板、発泡材、両
面テープ等の総合化成品

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

13

22ページ所沢市に
詳細あり㈱スパンドニクス

創業50年。電気を測ることを通
じてこれからも半導体産業の発
展に貢献していきます。

所沢市東所沢1‐5‐14
関　貴宏
58名
半導体検査装置（ICテスター）

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

11

30ページ上里町に
詳細あり㈱磯屋 本社工場

創業65年の老舗海苔問屋。「匠
の手」ブランドで全国に海苔ギ
フトを製造・発送。

上里町勅使河原1139‐4
五味　晃一
60名
海苔、お茶、南高梅、茶漬、鰹節等を使
用した和食ギフト

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

3

14ページ吉川市に
詳細あり新和環境㈱ 埼玉リサイクルセンター

産業廃棄物の収集運搬・処理を
適正に行い、資源循環型社会の
形成に貢献しております。

吉川市小松川567‐1
青木　浩
64名
産業廃棄物の中間処理・再生資源化

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

7

8ページ川口市に
詳細あり三英電気工業㈱ 本社工場

業界47年で培った技術の蓄積
を発揮しお客様に貢献します。

川口市青木3‐4‐20
関野　真太郎　
25名
高周波同軸コネクタ・アレスタ等アクセ
サリ類

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

5

6



21ページ川島町に
詳細あり笛木醤油㈱ （金笛）

創業230年、木桶仕込の老舗醤
油蔵。金笛醤油をはじめこだわ
りの調味料を製造しています。

川島町上伊草660
笛木　吉五郎
20名
醤油・醤油加工調味料（だしの素など）

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

22

30ページ上里町に
詳細あり㈱味輝

自家製糀から作る無添加酵母。
その天然酵母を使った様々な醗
酵技術で作るパン工場。

上里町大御堂740‐1
荒木　和樹
30名
自家製天然酵母から作る食品添加物を
使用しないパンとパン粉

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

24

20ページ坂戸市に
詳細あり㈱タムラ製作所 坂戸事業所

一般家電から産業機器・医療機
器、さらには宇宙機器まで幅広
い市場に製品を供給します。

坂戸市千代田5‐5‐30
田村　直樹　
350名
トランス・リアクタ・圧電セラミック・電
源機器など

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

16

25ページ行田市に
詳細あり㈱藤和プレス 行田工場

永年の経験に基づくノウハウと
アイデアで難しい加工に挑戦し
て参ります。

行田市野3666‐8
佐藤　孝行
35名
自動車部品、建築金物、空圧機器、部品
のプレス

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

18

30ページ寄居町に
詳細あり㈲野辺製作所

SUS・鉄材の平面研磨を専門に
行っております。

寄居町桜沢633
野辺　昌男
6名
自動車部品

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

20

26ページ加須市に
詳細ありブリヂストンBRM㈱

安全・安心な環境に優しいNo.1
リトレッドタイヤでお客様・地球
環境に貢献しています。

加須市南篠崎1‐2‐3
須藤　克己
89名
トラック・バス用のリトレッドタイヤ（製
造・卸売）

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

23

27ページ杉戸町に
詳細あり田辺クリーニング

衣類の気持ちになって、毎日心
を込めてクリーニングの作業を
しております。

杉戸町清地5‐2‐13
田辺　明敏　
4名
衣類のクリーニング、修理、リフォーム、
着ぐるみクリーニング

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

15

21ページ小川町に
詳細あり㈱テック高橋 小川工場

自動車用ガラス加工、樹脂成形
部品製造、建材用ガラス・フィ
ルムの販売施工。

小川町勝呂62‐1
髙橋　皎ニ
130名
自動車用ガラス、樹脂射出成形部品、建
材用ガラス・フィルム

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

17

9ページ川口市に
詳細ありトーメックス㈱

金属板金加工を短納期で1枚か
ら受注しております。店舗什器
等の薄板加工が得意です。

川口市東本郷1‐6‐11
増田　学
40名
店舗什器、移動書架、建機部品、塗装設
備設計施工

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

19

19ページ川越市に
詳細あり㈱長谷川製作所

創業78年、正社員平均年齢32
歳のミスマッチが醸し出す新し
い独立型老舗企業です。

川越市下小坂83‐1
長谷川　正
37名
シェア100%照明カバー、工事現場用照
明器具、提灯コードなど

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

21

21ページ小川町に
詳細あり武蔵鶴酒造㈱

創業200年の伝統と実績を引き
継ぎ、皆様に愛される日本酒を
造っています。

小川町大塚243
中山　俊和　
10名
清酒、梅酒、奈良漬

［ 所 在 地 ］
［代表者名］
［従業員数］
［主要製品］

25

7



彩の国工場指定一覧
彩の国工場指定一覧のみかた

見学受入条件 個…個人での見学希望者の受入可 団…団体での見学希望者の受入可

インターンシップの受入 中…中学生の受入可 高…高校生の受入可 大…大学生の受入可

教育機関への講師派遣 小…小学校への派遣可 中…中学校への派遣可 高…高校への派遣可

南部地域

川
口
市

㈱アクティブ・スペース
（安行領家１０３８-１） H28 アルミ製超高層ビルカー

テンウォール
長尺物から小さい物ま
で造ることができます。 個 中学生以上

アルミ中心に切断後、
マシニングセンターな
どでの加工内容。約
10～１５分くらい。

高
　

大
048-298-4994
yamaguchi@acti
ve-s.co.jp

朝日合金㈱
（飯塚３-８-１５） H20 建築金物加工一式、避

雷設備器材
建築金物加工を得意
としております 048-252-4021

㈱飯塚鉄工所
（前川2-37-5） H12 発電用タービン制御機

器
日本の発電を支える技
術 個 団 048-268-3050

イゲタサンライズパイプ
㈱埼玉加工センター

（弥平３-９-７）
H18 鋼管・継手・バルプ・

計器・溶接・加工
高度な技術と豊富な
経験、不断の努力 個 団 平日見学可。団体受入上限１０

名まで。 中高 048-222-3016

石川金属機工㈱
（江戸袋2-2-18） H23 船用部品・歯車増減速

機・ローラミル他
当社独自の遠心鋳造
製品は最高です 個 団 個人見学受入上限１０名まで。

団体見学受入上限30名まで。

ビデオを見ながら、鋳
造内容を紹介し、その
あと工場を見学する。

中高大小中 048-285-2411

板橋機械工業㈱
（上青木6-32-18） H27 不断水穿孔機、オートパイ

プカッター、地中管工機 等
自発心と連帯心で堅
実な物作り企業 個 団 平日見学可。見学受入上限10

人。1ヶ月前までに要予約。
10分程度。生産工
程見学。 高大 048-267-4647

伊藤鋳造㈱
（川口５-１９-３８） H26 工作機械、産業機械関

連　鋳物製品製作

多品種生産を得意に
しご要望にお答えし続
けて一世紀

　 高大
048-256-4010
itocast@cablen
et.ne.jp

伊藤鉄工㈱
（元郷3-22-23） H7 建設用鋳鉄器材・景観材料

（鋳物）・鋳鉄製厨房機器
鋳物製品のリサイクル
システム完成 団 詳細は問い合わせのこと。 １ 工場見学概要説明

２ 生産工程の見学 中高大 048-224-7951

イトコー㈱
（元郷３-２２-２） H29

水処理関係のバルブ、ポ
ンプ、食品関係の攪拌
羽根、ロータリーバルブ他

多品種小ロット対応の
ステンレス鋳物 高大

㈱稲垣製作所
（青木1-7-24） H21 油圧式プレス・ギロチン

シャー
スクラップ処理機械の
製作・販売 個 団 工場見学については要事前確

認。１２月～３月は受入不可。 工場概要説明 048-253-2151

㈱イノウエ
（栄町３-１２-１７） H24 工業用模型（鋳造用木

型・樹脂型）、その他
鋳物の町で木型を作
り続けています。 個 団

個人受入上限５名まで。団体受
入上限１０名まで。見学目的によ
る。１ヶ月前までに申し込むこと。

見学目的により相談。
（作業場見学・ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ・映像による説明・他）

高大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-252-6088

㈱イビサ
（芝3-2-3） H7 ハンドバッグ 優しさを創造するバッ

グづくり 　 　 　

内田精研㈲
（南鳩ヶ谷７-１７-２４） H20

精密計測機部品、半導
体製造装置部品、航空
宇宙部品など

研削加工の極限に挑
戦 団 平日見学可。見学受入上限１０

名。同業者不可。 048-281-4987

㈱大熊製作所
（安行領根岸26） H11 板金・プレス部品 最新設備と職人技の

融合を追求 個 団 土・日見学不可。見学受入上限
1０人程度。 高大 048-282-5376

㈲大熊鉄工所
（青木２-１２-１２） H20 液晶印刷関連装置、グラ

ビア印刷機
高品質・多様化する
ニーズに即対応 個 火曜日～木曜日見学可。申込は

1ヶ月前まで。
工場概要説明・加
工工程 高大 048-251-6236

㈱かねよし
（中青木5-3-17） H19 レーザー切断加工品、曲

加工品、溶接加工品他
短納期のレーザー切
断加工 個 団 平日見学可。申込みは１ヶ月前ま

で。

最先端の緩衝材
設計及び環境へ
の取組み事例

中高大小中高 048-251-3017

㈱川口鍛工所
（本蓮4-1-15） H29

産業機械・ＳＵＳバルブ・
油圧部品・建設機械等
の重要保安部品

高精度・量産で実績と
信頼 個 団 平日見学可。１か月前までに要予

約。
６０分程度。生産工
程見学。 高大 048-285-6611

(代)

㈱キット 本社
（川口5-11-19） H18

回転ノズル、ジェットシリン
ダー、コンテナ洗浄装置、
リフター、混合機

精度の高い洗浄シス
テム 個 団 １ヶ月前に人数、見学者情報を下

さい。見学受入上限5名。

回転ノズル組立、
装置の組立、試運
転

中高大 048-255-4586

㈱木村銅合金
（本蓮3-21-7） H25 産業機械部品、重電器

機部品、景観材など すべて手作業 個 団
工場内が狭いため、社内の人間
に従って行動願います。見学受
入上限１０人

型から製品が出来
上がるまでの全工
程が見られます。

中高大 中高
048-284-8013  
kimuradougokin@
palette.plala.or.jp

㈱協立機工
（南鳩ヶ谷6-12-14） H23 半導体装置 『 金属加工のエキス

パート』 個 見学受入上限３名まで。同業種
不可、写真撮影不可。 高大 048-227-1233

㈱葛生鐵工所
（飯原町1-6） H27 編組機械、ワインダー、撚

線機 誠意と技術革新 個 事前に日程調整必要です。午前中
となります。

出来上がった機械の稼
働見学していただきます。 braider@kuzuu.jp

㈱工藤鉄工所
（東領家5-4-10） H6 紙揃え機､エアーテーブ

ル､紙積み機
紙揃え機国内シェア
８５％以上 個 団 随時見学可。日程は事前に打ち

合わせ。見学受入上限２０人。 生産工程 中高大 048-222-8000

㈱小島鉄工所
（上青木西1-3-40） H15 自動車製造ライン設備

部品
ニーズに即応した製品
づくり 小中 048-251-4292

児玉コンクリート工業㈱　
川口工場

（峯１３２３）
H18 コンクリートパイル（基礎

杭）
都市を支える強固な基
盤

ゴトー工業㈱
（川口６-９-１４） H24 防災テント・省エネテント・

テント製品全般

その時々に必要とされ
る製品を開発し供給し
てまいりました。

小原歯車工業㈱
（仲町13-17） H13 ＫＨＫ標準歯車、オーダー

歯車
標準歯車のリーディン
グカンパニー 個 団 平日見学可。申込は１ヶ月前まで。

見学受入上限４０人

ＤＶＤによる工場案
内、工場見学、ロボッ

ト操縦体験あり
中高大小中高

048-255-7713 
soumu@khkgears.co.jp
https://www.khkg
ears.co.jp/about_
khk/kengaku.html

㈱栄精機製作所
（青木１-２０-１６） H20

自働機・専用機・実験装
置・測定機器及び部品
等の設計・製作

“信頼を生む”物作りの
ベストパートナー 団 048-252-6833

サトー鋼材㈱
（安行吉岡1465） H16 鋼材、レーザー加工、曲げ

加工、穴あけ加工
豊富な在庫、迅速・正
確な対応 個 団 年末年始、お盆の期間を除く平

日見学可。申込みは１週間前まで。 高大 中高 048-285-5541

㈱サトー精工
（差間３-２２-８） H20

金属加工、ゴムローラ、機
能ユニット、保守部品管
理サービス

品質と信頼の物づくり 個 団 要事前打ち合わせ。 ゴムローラーの製
作工程 高 048-296-1205

三英電気工業㈱
本社工場

（青木３-４-２０）
H30 高周波同軸コネクタ・アレ

スタ等アクセサリ類
開発・カスタマイズが得
意です

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高

8



川
口
市

㈱サンフレッセ 川口工場
（弥平4-14-14） H16 米飯、米飯加工品 彩の国ＨＡＣＣＰ取組

施設認定取得
現在工場見学は、食品安全のた
め受け入れ中止。

㈱宿谷鋳工所
（青木２-６-２８） H19 産業機械用鋳物、製菓

機械用鋳物、鉄道部品 個 団 小中高 048-252-3501

㈱篠塚製作所
（西川口6-14-6） H9 ダイカストマシン 時代のニーズに応える 受入れなし。

㈱シバサキマテリアル
（芝西2-28-6） H25

ニット製品の企画・製造。
オリジナル糸の開発と生
地の販売。

撚糸機・編立機による
素材開発。 現在は受入れておりません。

㈱新和製作所
（宮町１７-１４） H30

通信設備用基礎構造
物、通信アンテナ取付材
料、各種架台、各種ラック

ものづくりへの情熱と
技術力の企業 個 団

平日限定（10:00～、13:00～
17:00）。1か月前までに要予約。
見学受入上限20人。

90分程度。会社概
要の説明、生産工
程の工場内見学。

高大 業務部
048-252-4601

㈱ダイエイバレル
本社工場

（東本郷１-１-７）
H29 自動車用エンジン部品

等のバレル研磨製品
バレル研磨といえば当
社 団 １０人まで。小・中学校の社会科

見学等対応可。その他応談。

見学目的により相談
受付けます。（概要説
明、加工工程説明）

中高大小中高 048-285-8686

㈱ダイトク
（南鳩ヶ谷4-8-6） H27 産業用LED照明、セキュ

リティーカメラ アイデアを「カタチ」に！ 現在は受入れておりません。

大日本興業㈱
（弥平３-４-２０） H22 架台・梯子・タンク・手摺 一通りの機械が揃う

大工場 個 要事前打合せ。仕事の状況によ
る。平日のみ対応。

その時の状況にもよ
るが、取引先へ連れ
て回り流れを知って
もらう。レーザーによる
ステンレスへの加工。

中高大 048-222-6331

㈱タイホー
（東領家2-37-18） H17 めっき薬品 環境重視の亜鉛めっ

き薬品メーカー 団 平日見学可。見学受入上限１０
人。申込みは１ヶ月前まで。 048-223-6786

㈲泰洋精機製作所
（朝日３-９-３） H29 産業機械、工作機械、医療機

器、半導体関連装置の部品
精密加工のトータルパ
フォーマンス 個 団 １０人まで。平日見学可。２週間前

までに要予約
ＮＣ旋盤、ＭＣによる
部品の加工

mato@taiyo-seiki.
co.jp

㈱高津鋳工場
（中青木2-10-28） H14 工作機械、産業機械のＦ

Ｃ、ＦＣＤ素材
多彩なトータル鋳物技
術を提供 個 見学受入上限５名まで。 048-252-3333

㈱田口型範
（中青木2-20-15） H8

鋳造用木型・金型の設計
製作及び鋳造、加工まで
の一貫生産と五軸加工
による羽根類の削り出し

伝承技能と先端技術
の融合を推進 個 団 火～金曜見学可。見学受入５～

１０名程度。
ＶＴＲによる会社紹
介及び工場案内 高大 高 048-251-2765

武田エンジニアリング㈱
（弥平3-2-5） H25 TKDロータリージョイント TKDロータリージョイン

ト製造販売 個 5人未満の平日見学受入 生産工程見学。30
分程度。 高大

048-227-0816
http://www.take
da-eng.jp/

辻井軽金属㈲
（南鳩ヶ谷6-12-12） H13 2輪及び4輪自動車開

発試作部品
環境改善で地域との
共生を図る 個 団 1時間程度　写真撮影禁止 工場内設備の説明。

鋳造品の製造方法 048-282-1101

㈱辻井製作所
（元郷1-32-9） H6

建設機械用部品、エレ
ベーター上部の機械室
使用部品等他

基本を守り、世界に誇
れる製品づくり 団 平日可。見学受入上限１５人

企業概要を説明後、
製造工程の見学　
造型→組付→注湯
→バラシ→仕上

高大

048-222-3363
imono@tsujii-ss.
co.jp
㈱辻井製作所 総務部

デアロイ工業㈱
（青木2-7-44） H7 超硬特殊工具、ダイヤモ

ンドカッター 都市と共生する工場 個 団
平日見学可、ただし１２月～２月は
不可。見学受入上限２０人程度。
同業他社は不可。

中高大 048-252-4036

㈱東都ラバーインダストリー
（青木４-２２-２１） H25 ゴム製品全般（工業用、医療

用、通信機器用、雑貨など）
過去も未来もゴム屋で
す！ 個 団 平日見学可。要事前連絡。最大

10名程度。
ゴムの製造工程見
学 中高大 048-255-7525 

tri@tri210.co.jp

東洋シャフト㈱
（中青木3-14-11） H24

一般産業機械用シャフト・
ロール、ヤキイレスライドシャ
フト、30度台形送りねじ

環境負荷低減を行うグ
リーン企業 個 団

工場見学は要相談。展示ルームの
見学可、要事前予約。同業者不可。
写真撮影不可。見学受入上限10名。

会社説明。展示品
の説明。

048-256-3008
営業部 吉田・金子

トーメックス㈱
（東本郷１-６-１１） H30

店舗什器、移動書架、建
機部品、塗装設備設計
施工

５年連続顧客満足度
１位の短納期力 個 団 平日見学可。見学上限入数１０

名。2週間前までに要予約。

６０分程度。パソコ
ンによる会社概要、
製造工程見学

中高大
048-284-5678
y.takizawa@tom
ex.co.jp

㈲遠山木型製作所
（栄町１-４-６） H26

大型ポンプ、蒸気タービ
ン、プラント用コンプレッ
サーの鋳造用模型

機械及び手工具技術
によるもの作り 個 団 平日見学可。見学受入れ上限

1０名。
６０分程度。生産工
程の見学と説明。 中高大 048-251-4011

㈱遠山製作所
（南町２-１-１） H28 充填包装機械用ダイ

ロール
「モノづくりによる社会
貢献」 中高大

㈱トクホウ
（江戸1-6-30） H21 プリント配線板の設計・

製作
基板の多品種少量・
短納期対応 工場見学不可。 高 048-283-0310

㈲トコーモデル
（宮町16-8） H21

展示用モックアップ、デザ
インモデル、鋳造型、真空
成形型

そのアイデアを形へ 団 小中学生対象　見学受入上限
１０名。 048-252-5492

㈱トッパンコミュニケー
ションプロダクツ

（弥平4-3-1）
H9 雑誌・書籍・コミックス等　

出版印刷、製本
印刷から製本までの一
貫生産体制 団 平日見学可。見学受入上限30

名程度。12月～1月不可。

会社説明および現
場見学。詳細は別
途相談可。

048-225-5211

富和鋳造㈱
（本町１-１９-１） H19

公共用上下水道大型バ
ルブ、ポンプ、射出成形
機、プレス金型、一般産
業機械その他鋳物

1kｇ～２２ｔまでの多品
種生産工場 個 団 要打ち合わせ。

造型作業（砂の充
填など） 電気炉から
の出湯 鋳型への
注湯

中高大 中高 048-222-3788

友栄塗装㈱
（東本郷1-７-６） H22 金属焼付塗装 塗装の事なら気軽にご

相談を 個 団 工場見学随時可（繁忙期を除く）。
同業者不可。

工場ライン及び前
工程 高大 高 048-284-1041

ドリーム開発工業㈱
（中青木5-9-13） H23 スーパースライサー、スー

パーダイサー
野菜カット機器ＤＲＥＭ
ＡＸ製造元

現在、見学受入は不可とさせて
頂いております。

永井機械鋳造㈱
（中青木3-6-22） H8 産業機械、工作機械部

品、製缶部品
環境と地域へ配慮の
あるopen factory 個 団

鋳造部のみ見学可能。夏期７～
９月は水曜・日曜休み。見学受入
上限２０名。

鋳物の造型から注
湯まで（鋳物ができ
るまで）

中高大
info@ngi-c.co.jp
http://www.ngi
-c.co.jp/

㈱永瀬留十郎工場
（金山町１５-９） H24 鋳鉄鋳造品（ＦＣ/ＦＣＤ/

特殊鋼）
小物から大物までチャ
レンジ 個 団

高温を扱う環境の為、綿100％
の衣類を着用の事。サンダル不
可。見学受入上限９人。

鋳造工程の見学
（造型・溶解/注湯
（出来ない時もある））

高大
048-222-2044 
nagatome@tky.3
web.ne.jp

ノガワケミカル㈱ 川口工場
（柳崎1-26-27） H13 工業用接着剤・靴用芯

材
高性能接着剤のパイ
オニア 団 平日見学可。申込は１ヶ月前まで。 048-265-1967

㈱ひかり塗装
（安行原７１１） H29

木工塗装の標準～特上
仕上、クリア、染色、エナメ
ル、特殊塗装等

卓越した技術を持つ
塗装職人。 個 団 月～土曜日見学可。見学受入

１０名程度まで。要打ち合わせ。
工場見学とペイント
ショールーム見学。 中高大

048-296-7865
homepageyo@hi
karitoso.com
http://www.hikar
itoso.com/

フジカ濾水機㈱
川口工場

（元郷２-３-３２）
H26 プール用、雨水用、浴場

用ろ過装置
クリーンでクリヤーな水
環境の構築 個 　 平日見学可。見学受入上限３名

程度。１ヶ月前までに要予約。

企業の概要および
業界について。工
場内見学。所要時
間約６０～９０分

高大 048-225-2311
管理部 総務課

不二工業㈱
（領家4-1-8） H21

鋳物製品（ポンプ、工作
機械、船舶エンジン､免
震装置などの本体・部品）

鋳物の事なら何でもお
まかせ下さい 個 団

工場稼働日見学可。見学受入
上限１０名。原則1ヶ月前までに申
込み。

鋳物・木型・機械加
工製造工程全て 高大小 048-224-3333

フジテック㈱ 川口工場
（江戸1-16-15） H17 各種鋼材Ｒ曲げ加工 日本一の曲げ技術 個 団

平日見学可。見学者30名以上は要
相談。小中学校の社会科見学対応
可。撮影は要相談。申込は１ヶ月前まで。

会社説明、川口工
場見学等 高大 048-284-5103

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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川
口
市

㈱フジムラ製作所
本社工場

（領家３-１５-１）
H29 各種精密板金加工品 ＩＳＯ認定取得工場 個 団 要事前打合せ 中高大

要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-225-7781

布施建設工業㈱
（青木４-１４-５） H20

木造、鉄骨造等の住宅、店
舗、マンション、工場、倉庫、
神社仏閣、古民家再成

お客様を裏切らない高
い技術と信用 個 団 申込後、日時を連絡します。 048-251-4435

㈱マエダ 川口工場
（東領家３-３１-１２） H19

鋼製建具、装飾金物、強
化ガラスドア、アクリル製
品等

設計（デザイン）～製造
～施工までのトータル
メリットを提案

団 平日見学可。申込みは１ヶ月前ま
で。 048-224-1500

増幸産業㈱
（本町1-12-24） H8 超微粒粉砕機 独自の市場をもつ研

究開発型企業 個 団 平日見学可。見学受入上限２０
名程度。 中高大 048-222-4343

㈲丸忠木型製作所
（上青木5-19-8） H23 鋳造用木型 ３台の大型ＮＣ機と職

人技術の融合 個 団
団体見学受入上限１０名程度ま
で。機械・工具等に触らない。許
可なしに写真撮影等を行わない。

業務内容、製造工
程等の説明。質疑
応答ですが、見学
の目的によります

高大
048-267-4872 
工場に電話でお願
いします。

㈲箕輪ヘラ絞製作所
（中青木４-８-３） H26 工業用掃除機部品 匠の技と最新設備「箕

輪のヘラ絞り」 個 団 平日見学可。見学上限１０人。１ヶ
月前までに要予約。

所要時間１時間程
度。生産工場見学。 高大

info@minowa-he
ra.com
http://www.mino
wa-hera.com

㈱宮崎合金鋳造所
（青木１-４-２８） H22

砂型アルミ鋳物部品、ダ
イカスト部品、ＡＣ４Ｃ、ＡＣ
７Ａ他

産業用部品からインテ
リア美術鋳物まで幅広
い分野に対応

個 団
平日見学可。１ヶ月前までに要予
約。学生のみ可。見学受入上限
６人。

砂型アルミ鋳物の
製造工程の見学 中高大 048-251-3782

ヤシマ電気㈱
（末広1-16-25） H27 イヤホン・マイク他音響機

器
イヤホン一筋50年の
技術

㈱山崎鉄工所
（西川口6-9-18） H10 もろみ圧搾機 醸造機械プラントのトッ

プメーカー 学生のみ可。 FAX:048-252-6790

吉村工業㈱
（朝日1-3-21） H14 マンホール・ハンドホール・

電線共同溝鉄蓋類
1930年創業の実績と
技術 個 団

事前予約で打ち合わせのこと。
見学上限２０名まで。受注状況に
よってお断りする場合あり。

鋳鉄製品の製造
工程 048-222-2989

㈱ローザ
本社流通センター

（芝塚原1-4-3）
H8 マネキン 環境を考えたもの作り 団 見学希望日の一月前に御連絡

下さい。見学受入上限２０人。
マネキンの製作工
程

㈱ローザ
048-265-2811
ishiwatari@rosa.co.jp
http://www.rosa.co.jp

蕨
市

㈱牛窪鋳造所
（中央７-３７-８） H28

工作機械用鋳物、産業
機械用鋳物、ＦＣ・ＦＣＤ素
材

熟練工の技術と新し
い技術との融合 個 団 工場稼働日見学可。詳細は問

合せのこと。見学受入上限２０名。

鋳物製造工程、注
湯見学、文鎮造り
体験、１時間程度

中高大小中高

TEL:048-441-7394
FAX:048-441-7395
info@u-casting.com
http://www.u-ca
sting.com/

五光印刷㈱
（錦町2-11-26） H18 広告宣伝印刷、デジタル

コンテンツ
ワンストップサービスを
目指す。 個 団 見学受入上限１０名まで。事前の

相談要。 048-445-0335

㈱セラミック加工技研
（南町１-４-８） H22 半導体部品、電子部品、

デンタルミラー

セラミックのことならセラ
ミック加工技研にお任
せ下さい

個 団 祝日除く月～金曜見学可。同業
者不可。学生可。

デンタルミラーの加
工 高大小中 048-432-6482

㈱テクニカルアーツ
（北町５-１１-１９） H24 紙器抜き型用丸刃・医

療用刃物製造
５０年近く刃付け加工を
しています。 個 工場稼動日見学可。事前連絡

要。
設備案内。商品説
明。企業説明。 中高大

048-444-7131
http://www.tech
nical-arts.co.jp/

㈱ランバーテック
本社工場

（塚越６-６-１３）
H22

木造住宅の構造躯体
（骨組）に特化したプレ
カット、パネル、トラスの製
造

工場のショールーム化
を目指す。本社に居なが
ら茨城県の２工場をリ
アルタイムで見学可能。

団 見学については要問い合わせ。
地域の小学生を中心に受入。

本社から茨城県の
２工場をバーチャル
工場見学

小中高 048-433-0333 
総務まで

戸
田
市

㈱ウエマツ 戸田工場
（笹目8-12-2） H25 出版印刷、商業印刷 プロを納得させる高級

印刷物を製造 団
要事前相談。見学受入上限40
人。情報セキュリティ上、受注状
況によってお断りする場合あり。

工場説明、印刷の
仕組み、工場見学 高大 03-3953-1101 

経営管理部まで

㈱エステック
（美女木6-１5-13） H23 各種産業機器及び治

具部品製作

新しい挑戦を忘れず、
幅広いニーズへの対
応を掲げる技術者集
団です

個
見学受入上限３名まで。加工中
の金属製品もありますので製品
に触れる際は気をつけてください。

弊社の設備紹介
や社内改善の様
子・製品などをご覧
頂きます。

高大小中高 048-421-1465

ＳＰＲ㈱ 戸田工場
（喜沢2-42-9） H6 自動車用部品（鋳物） 楽に安全に、人に優し

い鋳物工場 個 団 見学受入上限１０名程度。 高大 048-254-2255 
総務課まで

㈱エデュプレス
戸田事業所

（氷川町２-１７-１７）
H22 教材・カタログ・パンフレット

（印刷物）
企業向け印刷セミナー
を月例で開催 団

祝祭日を除く月曜～金曜（１４：００
～１７：００）（見学日は要相談）　
見学受入上限２０名程度。申込
みは1ヶ月前まで。事前に見学希
望者の名簿を提出。

印刷・製本工程の
見学

03-3265-7633
（東京営業所内セミ
ナー事務局）

㈱NPC
（美女木東1-4-1） H21 商業・出版印刷・製本 印刷から製本までワンス

トップ 個 毎週水曜日は見学不可。10日前
までに申込ください。 048-449-6211

㈱協和テック
（美女木5-21-6） H16

書籍カバー表紙、シール、
パッケージ、カード等の印
刷物表面加工

エコでアイキャッチ抜群
ＬＣコート 個

平日見学可。（但しシークレットの
製品を加工している場合は不
可。）

048-449-1831
www.kyowa-tech.
co.jp

㈱協和美術
（笹目北町１０-２４） H28 オフセット印刷 美しい色彩を紙の上に

表現します。
熊沢印刷工芸㈱

（美女木東2-1-6） H6 ポスター、カタログ、ステッ
カー他スクリーン印刷

小さなものから大きなも
のまで 高大 048-421-0490

サーマル化工㈱
（早瀬1-18-3） H21 金属熱処理加工業 純水素ガスによる特

殊熱処理 個 団 見学受入上限１０名。 金属熱処理の歴
史、工程、製造

　　 大小中高 y.saito@sa-maru
kakou.com

埼京オフセット㈱
（上戸田1-22-6） H23 東京新聞の印刷

「きれいな新聞は、きれ
いな工場から」をモットー
に日々 改善に務めてお
ります。

個 団 見学受入上限２０名。 ＤＶＤで工場の説明
をし、工場見学

　　　
048-447-5151
https://www.mmjp.
or.jp/ssl.saikyooffs
et.co.jp/index.html

三協ダイカスト㈱
（美女木4-3-5） H29

アルミ・亜鉛ダイカスト製
品、３Ｄプリンタによる試
作品

より良い製品作りで社
会に貢献します。 団

見学は平日のみ。１ヶ月前までに
申し込み下さい。見学受入上限
１５人。

ダイカストについて
の説明と工場見学。
所要時間９０分程
度。

高大小中高 048-421-3871

チヨダ㈱ 戸田工場
（上戸田１-１１-２４） H29

練からし、餃子のたれ、
ラー油、熟成ぬか蔵など
調味料の製造販売

「味な未来を創る」企
業 個 ＰＢ商品、ＮＢ商品の生産がある

為、要相談でお願い致します。
３０分程度。生産工
程見学 高大 048-446-1367

㈱トーツヤ・エコー
（笹目北町13-2） H12 出版物・化粧箱・文具・カー

ド類
環境対応型総合印
刷・加工業

㈱ポリマーテック
（笹目南町4-11） H25 工業用カーボンローラー

及びゴムローラー
提案・開発が出来る企
業を目指しています。

レーザージョブ㈱
（美女木1224-4） H19 プリント配線板加工、セラ

ミック加工
レーザー加工の可能
性を追求！ 団 事前に電話で日程調整のこと。

会社概要説明、工
場見学、加工サン
プル展示の見学

高大 048-422-4170

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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朝
霞
市

㈱伸和熱処理
（膝折町４-１２-６３） H29 金属熱処理加工・表面

処理加工・ろう付加工 精度と納期に自信あり

㈱大槇精機
（膝折町４-８-４５） H20

自動車2輪・4輪試作部品・
レース部品・ロボット部品・航
空機部品・機械加工全般

最先端設備と技能者
が未来を作る 団

平日３名～１０名まで学生のみ可
（見学希望の３週間前までに要
予約）。

048-462-0832

東京メールサービス㈱
（膝折町４-２２-６０） H29 流通加工業務

印刷業、郵便物・製
品等の保管発送代
行

個 団
平日のみ見学可。事前に電話
連絡。同業不可。写真撮影不
可。見学受入上限５人。

現場見学・会社説
明

048-465-0222
内線:130

（ウエダヒラ）

㈲都栄塗装工業所
（上内間木１７０） H26 店舗什器・機械装置・

精密板金塗装
長年の技術を活かし
た塗装 個 団

平日見学可。事前連絡必須で
５名前後の御人数でお願いし
ます。

塗装工程見学。１
～２時間程度 高大

048-456-1860
info@toeitoso.com
http://www.toeit
oso.com/

㈱平野製作所
（泉水１-５-１） H29 金属精密切削加工 ミクロの技術でマクロ

の創造 高大 FAX:048-466-5759

和
光
市

㈲永信光機
（新倉４-３-２） H28 位置決め機器、アルミ、

真鍮材の精密加工品

違和感のない美しい
ものをお届けする企
業

個 団 平日見学可。見学受入５～１０名。機械加工。組み立
て。見学。 大

担当：花見 秀樹
TEL：048-464-1052
FAX:048-465-1299
eishin_ess873@
cap.ocn.ne.jp

㈱原田製作所
（新倉7-9-37） H15

ロケット部品、各種スピン
ドル、航空機エンジン部
品、自動車試作部品等

高い技術を有するス
ペシャリスト 個 団 平日見学可。見学は学生のみ。

申込みは1か月前まで。 048-461-4491

ボーエン化成㈱
（新倉7-9-32） H13 天然調味料 新たな味を求め研究

開発に取り組む

㈱メステック
（白子2-17-2） H14

ピエゾドライバ、ピエゾス
テージ、各種地質調査
機器

アナログ技術のスペ
シャリスト 個 団

4月～１０月の平日見学可。申
込みは１か月前まで。同業者不
可。

048-464-5001

新
座
市

㈱清水精機
（中野1-5-10） H27 精密板金部品 アルミ素材の溶接が

得意です。 個 平日見学可。1ヶ月前までに申込
の上、詳細打ち合わせ。 高大 shimizu@shimizu

seiki.co.jp

東京鋲螺工機㈱
本社工場

（野火止７-１３-３）
H20 超硬合金金型Ｔｏｋｙｏ-

ＡＣＥ
独自技術で超硬合金
金型を量産 個 団

土・日曜日は休業日。申し込み
は原則３日前まで。外国人の見
学も大歓迎。見学受入上限２０
名。

工場見学 中高大

048-478-5081
info@tbyk.co.jp
http://www.tbyk.
co.jp/

凸版印刷㈱ 朝霞工場
（野火止7-21-33） H9 証券・カード・商業印刷 情報、暮らし、文化に

貢献

日本伸管㈱ 本社工場
（中野1-10-22） H16 アルミニウムパイプ、棒

製造及び加工
小さな世界一企業を
めざす 団

平日見学可。見学受入上限１５
人。申込みは１か月前まで。同業
者は見学不可。

会社概要説明、製
造工程見学 高大 048-477-7331

（代）管理部

㈲野火止製作所
（野火止3-2-48） H15

レーザー加工による部
品・看板（切り・抜き文
字）・板金

何でも加工.com 個 団 平日見学可。申込みは1ヶ月前
まで。 048-481-2300

富
士
見
市

㈲ステンレスアート共栄
（南畑３７６７-１５） H20

ステンレス・鉄・アルミに
よる加工品、フレーム、
筐体、点字製品、各種
研磨製品

常に変化に対応した
技術を提供！ 個 団 土・日曜、祭日は見学不可。希

望日程を事前連絡。

049-268-1155
http://www.sa-k.
co.jp

ワックデータサービス㈱
埼玉工場

（西みずほ台２-１２-８）
H24 丸編機用選針装置及

び制御装置
美を編み出す技術が
あります 団

団体受入上限５名まで。担当
者と要相談（営業秘密保持に
同意頂ける方のみ）

社内見学（１～２時
間程度）

　 大 049-251-7777

ふ
じ
み
野
市

サイキ食品㈱
ふじみ野工場

（大井武蔵野1362-2）
H21 もやし生産及びパック

詰
もやしは天然のマル
チサプリメント 団

見学可能日時事前相談要。土
日祝不可。申込は１ヶ月前まで。受
入上限３０名。同業者不可。

ＶＴＲによる工場案
内、見学 中高大 04-2942-0726

㈱新和製作所
第二工場

（亀久保１６６６）
H30 紙製什器・ディスプレイ・

パッケージ
全工程自社製造、ワ
ンストップ体制 高大

テクノプリント㈱
（大井武蔵野1396-3） H12

ガラスタッチパネル及び
液晶・ＥＬ用パターニン
グ基板

新しい技術で未来を
リードする 個 団 土・日見学不可。見学受入上限

５名。学生のみ受入。 049-263-3487

㈱プリケン
（亀久保１６２３-３） H29 プリント配線基板 高度な技術力と最新

鋭の製造設備 個 団 要事前連絡。同業者不可。撮
影不可。見学受入上限１５人。

プリント基板の全製
造工程が見学可能。
所要時間９０分程度。

高大 高 049-278-5050
info@priken.co.jp

㈱三谷製作所
（亀久保1143-8） H20 火災報知機の受信機 一点物の特殊品を製

造しています 個 団 水曜日を除く平日（９：００～１６：
００）見学可。要相談。

設計から製造作業
場などの工程全般 中高大 049-264-2777

三
芳
町

㈱有村紙工
（上富844-2） H19 段ボールケース 小ロット短納期でも注

文できます！ 個 団
月曜～金曜（９：００～１６：００）
見学可。見学受入上限１０名。
申込みは１ヶ月前まで。

段ボールケース製
造工程 中高大 049-258-6721

石坂産業㈱
（上富緑1589-2） H27 建設系廃棄物の中間

処理・再資源化
環境配慮型の資源
供給産業 個 団

年末年始・盆・GW・日曜日、そ
の他当社が定める休日を除き
見学可。団体や工場見学希望
者は要予約。見学受入上限
１００名。

環境学習は3時間
程度。3Rとリサイ
クル工場見学、くぬ
ぎの森の散策や生
き物観察、昔の暮
らしアレコレ体験、
三富新田の歴史と
地割を学ぶ教室。

中高大小中高

049-259-6565
http://santome-
community.com/
reserve.php

岩岡印刷工業㈱
（北永井宮前１５７-３） H20 商業印刷物 超薄紙への印刷を得

意とする 団 平日見学可。 印刷・製本工程の見
学 049-258-6111

㈱ＵＣＨＩＤＡ
（上富2048-1） H19

炭素繊維強化プラス
ティック（CFRP)製品製
造事業

設計から塗装までの社
内一貫機密工場 団 見学希望の1か月前までに要予

約。見学受入上限１５名。

会社概要説明。場
内見学（業務状況
により変更有）。

高大 049-274-3030

㈱富澤
三芳資源化センター

（上富１９７-２）
H20 製紙原料（古紙・返品雑

誌・書籍）
業務内容と設備でエコ
ヤードを実践 個 団 日、祭日以外随時見学可（要事

前連絡）。 049-274-7095

㈱リーデンス
（北永井722） H21

射出成形による高精度成
型品及び、組立を含む２次
加工品。射出成形用金型。

先端技術でプラスチッ
クの未来を創造 団

平日見学可。申込みは１カ月前ま
で。同業者不可。主に児童・学生
の社会見学。

プラスチック射出
成形品の製造工
程全般。

中高大小中高 049-259-1161
（代）

南西部地域
市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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春
日
部
市

㈱エバメール化粧品
埼玉工場

（豊野町2-11-２）
H21

ゲルクリーム他※（スキン
ケア・ヘアケア・メイクアッ
プ各種）

化粧品工場 048-731-2681

㈱エビハラ
（豊野町2-16-1） H17 天然木化粧合板 JAS認定・ISO認定取

得工場 個 団 平日見学可。申込みは１０日前ま
で。見学受入上限１５名。 048-735-2253

㈲おづつみ園
製茶工場

（内牧3572）
H9 緑茶 「お茶摘み教室」を実

施 個 団

５月１０日～２０日頃（気候にもよ
る）見学可。１日の見学受入上
限３０人まで。申込受付は４月１日
から、要予約。

お茶摘み教室 中高大 高
048-752-6610
おづつみ園本店ま
で

協育歯車工業㈱
（南栄町14-9-13） H27 ＫＧ規格歯車・特注歯車・

ＫＧギヤボックス
規格歯車のパイオニ
ア 団 平日のみ可。1ヶ月前までに要予

約。見学受入上限10人。

80分前後。DVDに
よる会社説明。工
場現場見学。

高大 高 ida@kggear.co.jp
担当：井田

三州製菓㈱
埼玉工場

（豊野町2-8-3）
H12 高級米菓・フライドパスタ

スナック
米菓の食文化を未来
に伝承 大 高 048-738-8121

三州製菓㈱
第二工場

（銚子口９７９）
H29 高級米菓・フライドパスタ

スナック
米菓の食文化を未来
に伝承 大 高

ニプロファーマ㈱ 埼玉
工場第１・第２プラント

（南栄町8-1）
H14 消炎・鎮痛パップ剤、気

管支拡張テープ剤
地域と共に歩む貼付
剤生産工場

㈲羽子板のさか田
（粕壁東1-23-27） H17 羽子板 手作り羽子板製造 個 団 伝統工芸品に興味のある方、歓

迎いたします。
羽子板のできるまで
を見学 中高大小中高 048-752-8585

三笠産業㈱
春日部工場

（豊野町2-26-2）
H21 小型建設機械 ＩＳＯ9001、14001取

得工場 団
平日見学可。見学受入上限１０
名。同業者見学不可。申込みは１
カ月前までに。

生産工程の見学 048-735-3625

㈲水野製作所
（藤塚１７２７） H19 押し絵羽子板 伝統を守り抜く事 団 見学受入上限３５名まで。２月

～１０月の間見学可。 羽子板製造 小 048-735-4292

㈱ミツハシ
春日部工場

（金崎９４５-１）
H18 炊飯品、炊飯加工品 １日２５トンのご飯を炊

いています。 団
平日見学可。見学受入上限２０
名。事前連絡（１ヶ月前まで）必須。
同業者不可。

048-718-3284

三山工業㈱
春日部工場

（豊野町2-6-2）
H10

手足掛金物・上下水道
施設関連資材・ＦＲＰ製
品

水循環設備に先進技
術で安全を確保 　 048-936-0320

草
加
市

㈱アクアプロジェクト
（北谷2-7-15） H16 アクリル水槽・ディスプレ

イ
常に新しい技術に挑
戦 個 団 土日は見学不可。申込みは１ヵ月

前まで。 048-942-3665

旭自動車ボデー㈱
（弁天３-２-１） H30

大型トラックの鈑金・塗装
及び二次架装。一般車
検、レッカー牽引

最新設備を導入し素
早い対応 個 団

概ね１時間とし、作業中の車両に
は触れない様にお願い致します。
見学受入上限１０人。

整備・鈑金・木工・塗
装それぞれの作業
場を見学していただ
きます。

中高大 048-936-0700

㈱いけだ屋
（吉町4-1-40） H9 草加せんべい １５０年以上続く草加

せんべいの老舗 個 団 冬期や繁忙期を除く平日。要予
約。見学受入上限５０名。

生地から焼き上げま
で。草加せんべい造
りの全工程。

048-922-2061

イヌイフュージョン㈱
（松江2-11-1） H13

銅製ポスト、ロートアイアン
製品、エクステリア、インテ
リア製品、住まいの銅製
品、看板、家具、ネームプ
レート製品、階段手摺、
フェンス付属製品、外構
設計・施工

トータル住空間デザイ
ン・製作・製造 個 団 月～土曜（土曜は月２回）見学可。

事前予約が必要。

工場内作業風景
及びショールーム見
学

048-931-7399

㈱川島製作所
（谷塚上町４３４） H18 自動包装機 商品をイメージアップす

る包装機 団 平日見学可。申込みは１ヶ月前ま
で。 048-925-1573

㈱菊池襖紙工場
（新里町1355） H21 襖紙、小間紙、生糊壁紙、

粘着シート、窓フィルム
伝統の技術、信頼の
品質を守ります 団

土・日・祝日は見学不可、見学上
限３０名。１ヶ月半前までに申込み。
同業者不可。繁忙期の場合は
見学不可の場合あり。

襖紙の印刷・箔加
工・製品の仕上げ 048-925-1245

㈱三恵精機
（柳島町565-36） H17

産業機械部品、自動車
部品、航空機部品、銀イ
オン抗菌製品（不思議な
湯桶、キッチンピカリ、ニゴ
ラン、濯キー、等）

「精密」と「清潔」をお
届けします 個 団

平日（9：00～16：00）見学可。小
学生、中学生の工場見学を受
付。見学受入上限３０名。

機械部品製造工
程 048-925-5630

㈱潤製作所 本社工場
（青柳１-５-５８） H30

ねじ及び関連品
一般機械部品
自社開発製品

昭和から続くような部品
をA級対応 個 団 10歳以上で、子供2名に対し保

護者1名。見学受入上限10人。

工場内を見学し、当
社の特徴などを解
説いたします。

高大小中高 048-931-1125

昭和カートン㈱
（北谷３-１-４５） H22

段ボールケース・化粧箱・
その他包装用品・地球
儀・地図

明るく元気な社員が挑
戦し続けます 団

見学は平日のみで、繁忙期（１２月
など）は不可。小学４年生～高校
生および小学生の保護者のみ
可。申込みは１ヶ月前まで。同業
者不可。撮影不可。

段ボールケースや
地球儀の生産工
程

中高
048-941-3323

（平日10：00～11：50・
見学担当まで）

昭和西川㈱ 草加工場
（八幡町３０） H29 健康敷きふとん「ムアツ

ふとん」「ムアツ枕」
健康と快眠に貢献す
る製造メーカー 団

平日のみ。２ヶ月前までに要連絡。
上履を持参して下さい。見学受
入上限１５人。

４５分程度。生産工
場見学、羽毛ふと
んの充てん体験。

048-935-2681
a-hayakawa@sh
owanishikawa.co
.jp

㈱草加亀楽煎餅本餔
（柿木町1129-4） H6 草加煎餅 埼玉県産米を使用し

た草加せんべい 048-936-1202

草加煎餅まるそう一福
（青柳2-16-18） H7 草加煎餅 埼玉の美味しいお米

100％です！ 個 団 見学・体験とも２名様からご予約
可能です。見学受入上限８０人。

お米の倉庫から焼
き上げまで美味しさ
の秘密をお見せし
ています！

048-936-6301
marusou@sokas
enbei.co.jp
http://www.soka
senbei.co.jp

東部地域
市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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草
加
市

㈱草セル
（吉町2-5-44） H19

プラスティック製品（カレン
ダー部材、文具、店舗用
備品等）

町工場ならではのもの
づくり 個 団

事前に日程打ち合わせの上、繁
忙期（８～１１月は不可）　タイミン
グによって製造している製品は異
なります。見学受入上限１０人。

プラスチック押出成
形、射出成形の工
程

中高大

048-922-2251
info@so-seru.co.jp
http://www.so-
seru.co.jp

ヒガノ㈱
（青柳3-24-7） H8 プロフィットゲート、庇、イン

テリア
ものづくりの喜びで未
来に貢献 個 団 平日見学可。見学受入上限１０

人まで。
場内見学　ショー
ルーム　生産工場 中高 048-931-3321

北関工業㈱
（新里町1082） H21

強化プラスチック（ＦＲＰ）
成形品、医療用機器部
材、航空機・電車・自動車
部材、住設部材等

１級技能士達の提案
型創造企業 個 団 茨城工場を見学可。見学受入

上限１０名まで。要事前打合せ。 成型工程他 大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-927-4398

㈱松原食品
（中根2-19-11） H17 豆腐、がんも、生揚 給食に特化した商品

つくり 個 団 電話予約。工場内立ち入り不可。
見学受入上限15人。

別棟でDVDを見て
から豆腐造りの体
験

※
048-936-5864
※３day毎年三校
受け入れ

㈲ミツワ
（青柳３-２５-２８） H24 おきあがり 国内唯一の幼児おき

あがりメーカー 個 団 個人・団体見学受入上限５名ま
で。要予約。平日見学可。

場内見学・オルゴー
ル作り体験（有料） 048-936-2305

㈱都ローラー工業
（両新田西町112-2） H17

印刷・工業用ロール製造
販売・特殊表面処理加
工・塗布装置販売

技術提案型企業を目
指します 個 特定作業場のみ

「ものづくり中小企
業製品開発等支
援補助金」で開発
した装置の見学

大小中高

草加工場
048-924-1319
in f o@miyako -
roller.co.jp
http://miyako-
roller.co.jp/

森紙器㈱
（青柳2-11-43） H27

段ボールケース、美粧
ケース、ＰＯＰ＆販促物、ＡＥ
Ｄボックス等

企画から提案試作、量
産化が速い。 団

1ヶ月前までに要予約。同業者見
学不可。カメラ携帯電話持込不
可（機密保持）。

生産現場見学。所
要時間４５分。 高大小中高 048-936-9321

管理部 阿部

㈱山香煎餅本舗
草加せんべいの庭

（金明町７９０-２）
H20 炭火手焼煎餅「天晴」 炭火手焼の草加せん

べいを世界へ 個 団
炭火焼実演見学は要事前予約。
手焼き体験は予約不要（１０名以
上の場合には事前予約）。

炭火焼実演、袋詰
め、おせんべいの手
焼き体験など

048-942-1000

ロータリー㈱
（青柳１-５-４５） H29

マーカー類部品（３００色
対応）、ＰＡキャスター、医
療検査具部品

決める・守る・工夫する
射出成形業 個 団 上限１０人まで。事前連絡要。 生産工程見学 中高大小中 048-936-2101

大内まで

㈱渡辺教具製作所
（稲荷３-２０-１４） H11 地球儀・月球儀・星座早

見盤
地球儀のいろいろと星
空の世界 個 団

月～金曜見学可。プラネタリウム
見学可。見学受入上限５０名。申
込時要確認。

埼玉県博物館連絡協
議会加入のミニ博物
館“地球＆宇宙”併設

048-936-0339

越
谷
市

エイワファインプロセシング㈱
（大間野町3-108） H9 シュリンクラベル･袋 製袋加工のパイオニ

ア 見学不可。 http://eiwafine.
world.coocan.jp/

㈱クリタエイムデリカ
（大沢３２７１） H24

調理麺（うどん・そば・中華）、
パスタ、焼きそば、食べる
スープ

麺とデリカの新しい食
文化を創造する 団

団体受入上限１５名まで。専用の
作業服・帽子の着用。工場入場
の際には手指の洗浄・殺菌を行
い、稼働中の機器には手を触れ
ないこと。繁忙期の夏期（５月～８
月）は不可。

粉から製麺を行い、
茹で上げ後に各食
材のトッピングをして
商品が組み立てられ
る一連の流れの見
学と試食。所要時間
は約９０分～１２０分。

高大 高

048-962-9105
（代表）
048-960-5151

（総務部）

㈱佐藤鉄工建設
（新川町１-４６０-１） H26 建築鉄骨 国交省大臣認定の信

頼の工場 　 　 　 　

㈱高橋スプリング
（七左町5-153） H21 押バネ、引バネ、トーション

バネ
設計段階から量産まで、
即対応 個 団

4月1日～4月30日、10月1日～10
月31日の間の火曜日見学可。
見学受入上限８人まで。申込み
は１カ月前。同業者不可。

金属ばね製造工
程 高大 048-985-0341

山元㈱
（川柳町４-２６６） H26 車載・産業機器・家電・医

療機器部品
最高品質の薄箔金属
プレス加工 個 　 １ヶ月前までに要予約。平日見学

可能。見学受入上限５人。
６０分程度。会社説
明、生産工程見学。 高大

048-989-8787
AKIKO_HANAZAWA
@yamagen-kk.co.jp

吉野電化工業㈱
（越ヶ谷5-1-19） H25

硬質クロムめっき、亜鉛
合金めっき、貴金属めっき、
各種樹脂めっき等

表面処理技術で社会
に貢献する企業 団

現場との調整や帽子等の準備
があるため、事前予約が必要。見
学受入上限10名。

めっき出前実験など
もあるので、ご希望を
お聞きして決めます。

中高大小中高 048-951-1111
総務部まで

八
潮
市

㈱イワコー
（大瀬184-1） H9 立体消しゴム（パーツを組

立て完成させる）
企画から完成まで全て
社内で。 個 団 小学生以上個人様は土曜日。

団体様は２０人以上平日可。

工場内で製造の過
程を見学→お話と
組立の体験をする。

中高 中高 048-998-5502

㈱右川ゴム製造所
（大曽根290） H6 工業用ゴム製品、雑貨

等 創業明治30年。 個 団
事前の電話連絡が必要。受入
が不可の場合もあります。見学
受入上限１０名。

製造ラインの見学 中高大小中高 048-995-7481

エスフーズ㈱
東京営業所

（木曽根1144）
H25 国産牛肉 国内最大級の国産牛

肉処理工場

食品衛生管理上、作業場内立
入禁止にさせていただいておりま
す。

エムエスシー製造㈱
（2-1076） H25

ウェビングカットを特徴とした
フープ材、コイル材等の切
断機のフルオーダーメイド

特許ウェビングカット式
切断機製造 団

平日、小・中・高学生のみ見学可。
見学受入上限10人。1カ月前ま
でに要予約。

生産工程見学・実
機による切断体験・
60分程度

中高大小中高 048-997-1591

オーエムアイ㈱
（2-1007） H20 精密板金、製缶、開発設

計
システム技術で高度な
ニーズに対応 団 平日見学可。申込は2週間前ま

で。 工場案内 048-996-5501

㈱小澤製粉
（柳ノ宮54） H8 白玉粉

蛙印染色工芸㈱
（柳ノ宮84） H8 染色（天然藍染） 天然藍100％で伝統

技術を守る 個 団
日曜、祭日は見学不可。見学可
能時間８：００～１６：００。見学上限
１５名程度。申込期限１ヶ月前まで。

模様型置の染色工程
天然藍染染色体験あり

（３月と１０月の年２回）
中高大 中高 048-996-4075

㈲菊水堂
（垳58） H6 ポテトチップ ポテトチップ製造工場 団 10人程度まで。公的団体に制限

させていただきます。
ポテトチップが出来
るまで 中 048-995-5311

岩井まで

㈱ゴトウネジ
（2-470） H8 ネジ類・ボルト ネジ機能部品の専門

メーカー 個 見学担当まで要連絡。 048-996-9021

須川工業㈱
埼玉製造所

（南後谷粒田北300）
H16 自動車ブレーキ、エンジン

部品
高精度から超精度へ
の挑戦 個 団 １ヶ月前までに申し込み。見学

受入上限２０名。 048-931-4171

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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八
潮
市

㈱草加葵
（南後谷668） H6 草加せんべい・あられ・和

菓子 活々働ける快適工場

㈲ダイヤ工芸
（西袋９７５） H29

バッジ、キーホルダー、メダ
ル等に色付けを行ってお
ります

色で世界を鮮やかに 個 団 同業者以外。見学受入上限１０
人。

専用注射器を使用
し、一つ一つ手作業
で色付けしています。

高大
048-997-7587
info@daiyakoug
ei.jp

中野食品㈱
（鶴ヶ曽根705） H12 茹麺、蒸麺、調理麺、惣

菜
おいしい笑顔をお届け
します 個 高校生以上可。但し１月～２月の

み。申込１ヶ月前まで。 高 048-996-8211

㈱日経首都圏印刷
八潮工場

（大字2-1015）
H14 新聞印刷 新聞印刷

日東金属工業㈱
（2-358） H6 ステンレス製容器 平らな板を立体に

フジパン㈱ 東京工場
（新町36） H10 食パン・バターロール おいしさと豊かな香りで

食を彩る 高校生の就職活動のみ可。 048-935-0181

㈱細谷製作所
（2-171） H13 蝶番（ヒンジ）、トラック部品、

住宅部品
蝶番（ヒンジ）のエキス
パート 団 平日見学可。申込は１ヶ月前まで。 工場内の見学 048-995-1711

㈱ラプロパック
（浮塚９５７-１） H22 容器・トレー等のパッケー

ジ
小規模ながらキラリと
光る企業です 個 団

見学随時受入（要相談）。同業
者不可、撮影制限あり。見学後、
アンケートに協力。

1.製法・製品・工場
の概要説明
2.見学（生産工程）

中高大小中高 048-998-8689

三
郷
市

㈱イシワタ 三郷工場
（天神1-5） H9

電鋳による賞杯記念品、
ネームプレート、工芸品、
精密工業部品

世界が認めたイシワタ
の電鋳 団

土曜・日曜見学不可。同業者見
学不可。申込は１カ月以上前に
名簿提出。

obara@ishiwata.
co.jp

㈱イリエ 三郷工場
（戸ヶ崎3-626-2） H14 建築金物（サッシ用クレセ

ント）他建築金物全般
小さなアイデアを大きく
育てる技術力 団 団体は３人まで。同業他社はご

遠慮願います。
製品の紹介と工場
案内 高 048-955-1090

㈱イリエ（本社）

伸栄化学産業㈱
（中央2-12-10） H26 水処理装置の設計、製

作及びメンテナンス
地球にやさしい水処理
メーカーです 個 　 平日見学可。見学受入上限１０

人。要予約。

２０分程度。生産工
程及び品質試験
室の見学。

大小中
048-953-1616
総務管理部
鈴木宛

㈱スガモ技研
（半田１０２８-４） H22

冷間鍛造金型用パンチ・
ピン、プレス金型用パン
チ・ピン、プラ型用ピン

金型用パンチ・ピンはス
ガモ技研 個 団 土日祭日は見学不可。撮影不可。見学（生産工程） 048-957-4111

㈱ダスキンプロダクト東
関東 埼玉中央工場

（彦川戸2-71）
H17 レンタルマット・モップのク

リーニング
地域の環境保全に貢
献・見学歓迎 個 団 平日見学可。ただし、８月と１２月は

繁忙期のため不可。 工場見学等 中高 048-954-1000

㈱パーツ精工
埼玉本社工場

（新和1-83-2）
H27 医療介護器具、各種精

密機械加工部品
金属切削のグローカル
企業です。 個 団 会社営業日のみ見学可。要事

前予約。見学受入上限10人。

①会社説明
②生産工場見学
③完成品見学

高大小中高

TEL:048-953-2007
FAX:048-953-8770
彩の国工場見学
担当者まで

藤伍精機㈱
（天神1-68-1） H25

自動車用モーター部品、
電機・電子・電装部品（真
鍮・SUS等）

試作品１個～量産品
の海外輸出まで 個 平日見学のみ、１ヶ月前までに要

予約

60分程度。金型製
作から順送型生産
工程の見学

高大 httpｓ://fujigo-sei
ki.co.jp/contact/

吉
川
市

㈱サイゼリヤ 吉川工場
（旭2-5） H14 ソース、スパゲッティ等 自社レストランの食材

加工工場 048-991-9617

㈱サティス製薬
（中井５７-１） H23 基礎化粧品

国産の天然素材を使
用したナチュラル＆高
性能化粧品を提供

048-984-6433

㈱照和樹脂
吉川工場

（関新田2-60-6）
H15 電子・精密部品用トレー

及び食品用容器
プラスチックで明日を
拓く 個 団

土、日曜、年末、ＧＷは見学不可。
見学受入上限１０名まで。同業
者不可。

048-982-0105

新和環境㈱
埼玉リサイクルセンター

（小松川５６７-１）
H30 産業廃棄物の中間処

理・再生資源化
環境負荷の低減を図
り、未来へ貢献 個 団

小学生以上（１５才未満は要保
護者）。見学時着用保護具サイ
ズ等の聞き取り・準備のため、
１ヶ月前に要予約。見学受入
上限２０人。

概要説明２０分、施
設見学３０分、質疑
応答１０分程度

大 高 r.koizumi@shinwa-
eco.com

㈱八光電機製作所
吉川工場

（旭３-７）
H11 モジュラー式ローゼット 情報インフラに貢献す

る経験と情熱 団
見学申込１か月前まで。同業者
の見学不可。見学受入上限１０
名。

03-5614-7685

㈱ハマノ
（上内川４１４） H29 トラック・産業用高強度ボ

ルト
世界を走る！信頼のボ
ルトメーカー 個 団 事前にご予約をお願いします。平

日見学可。不明点ご連絡下さい。

鉄のコイルからボル
トが出来るまでの生
産工程。所要時間
４０分程度。

高大小中高
048-991-3991
r-hasegawa@kk-
hamano.co.jp

㈱丸和運輸機関
（あさひ桃太郎1-1-1） H12 物流コンサルタント、物流

センター運営、配送

企業文化「桃太郎文
化」でお客様第一義を
実践

松
伏
町

㈱安藤化成
（下赤岩1219） H6 電力部品　自動車部品　

建築部品関係
お客様満足度向上に
努める表面処理

㈱オクヤマ･テクニカル
センター

（ゆめみ野東4-3-6）
H11 ねじ･ボルト・ウェルドナット･

パーツ類
科学と技術と「心」の
三位一体 団 土・日曜見学不可。

ねじ製造現場での
生産している様子と
品質管理について

048-991-6321

㈱カンノ
（上赤岩２２４９） H24 中華麺・パスタ用麺等 中華麺の全てのニー

ズに対応します 個 団
※品質管理上の説明・案内あり　
食品工場につき工場内入場の
際装飾品禁止、スカート禁止

原材料受入セクショ
ンから出荷まで一通
り見学　約４０分

中高 TEL:048-991-2111
FAX:048-991-2131

㈱林塗装工業所
（ゆめみ野東４-２-１） H29

車両外装部品、内装部
品、医療機器、通信機器、
建築部品

未来に品質と技術を
繋げる企業 個 団 平日見学可。見学上限５０名。１ヵ

月前までに要予約。

２０分生産工程見
学。ワークショップ

（塗装体験）
中高大小中高

TEL:048-991-5774
FAX:048-991-8900
info@hayashi-
coating.co.jp

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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さ
い
た
ま
市

㈱朝日宝工社
（緑区中野田903） H19 製紙機械、食品機械、鈑

金、製缶
地域の皆様に愛され
る企業に！ 個 団 会社営業日のみ見学可。見学

上限概ね１５名くらいまで。 溶接作業見学 高 小 048-878-1441

㈱アズマカラー
MC事業部

（岩槻区古ヶ場1-8-19）
H27 化粧品 ここにしかない輝きの

技術 個
事前にご連絡下さい。同業の方
はお断りする場合がございます。
その都度ご相談となります。

工場内（一部不可）
見学。10分程度。

info@azumacol
or.jp

㈱飯野製作所
本社・大宮工場

（大宮区寿能町1-135）
H15 自動車用部品 一貫生産で高精度の

製品を生み出す

㈱イシクラ
（岩槻区古ヶ場1-6-11） H23 卒業アルバム・一般印刷

物・記念ＤＶＤ
約３０００校の卒業ア
ルバムを制作 個 団

平日見学可。１月～３月は見学不
可。通常受入２０名程度（※それ
以上の場合は要相談）。

卒業アルバムの
製作過程。デザイ
ン・編集作業、印
刷現場（印刷機を
目の前で見学可）、
製本現場（本に仕
上げる最終工程）。
所要時間６０分程
度（ 見 学 内 容に
よって時間変更あ
り）

中高
要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-794-8988

㈱氏家製作所
（大宮区三橋1-592） H13 破砕機 破砕機で地球環境再

資源化に貢献 個 平日見学可。電話にて要確認。 会社説明
製造工程見学 高大 048-663-1081

㈱エース食品
本社工場

（見沼区中川618-5）
H12 中華総菜（餃子・シュウマ

イ）
食材にこだわり手作り
にこだわる

㈱大宮鍍金工業
本社工場

（北区日進町1-188）
H16 自動車部品の亜鉛めっ

き
誰からも頼りになる工
場を目指す 団 平日見学可。申込みは１ヵ月前ま

で。
工場内の作業現
場 048-652-2121

㈱オカモト
（桜区西堀5-11-2） H23 精密機器用切削部品 金属、樹脂材微細精

密加工 個
工場内油を使用しているので多
少汚れる可能性有。顧客図面
等一部写真ＮＧ。

会社説明。社内見
学（製造、検査）。質
疑応答。

中高大

TEL:048-710-8850
FAX:048-762-3325
kk.okamoto@ok-
okamoto.jp

㈱金子製作所
（岩槻区古ヶ場１-３-１３） H24

医療機器、航空機部品
の精密切削加工及び組
立、３Ｄモジュール（多視
点裸眼３Ｄ)

微細切削加工から大
型５軸加工まで

㈱蒲倉電機
（岩槻区釣上３５０-３） H30 制御盤・分電盤・高低圧

配電盤など
盤製造のカスタムメー
カー 高大

関東図書㈱
（南区別所3-1-10） H12 印刷物・出版・ホームペー

ジ作成・情報処理
情報処理の総合デ
パートを目指す 個 団

団体の場合は要相談。繁忙期
（２月～３月）を除く平日見学可。要
事前予約。同業者は受入不可。

印刷物のできる工
程を見学 高大 048-862-2901

㈱喜多山製菓
本社工場

（西区内野本郷445-4）
H17 米菓（煎餅、おかき等） 明るい挨拶と創意工

夫 団 平日見学可。見学受入上限15
名まで。 製造工程見学 小 048-625-5686

協和精工㈱
（岩槻区諏訪2-1-19） H7 精密機器部品の成型、

組立、検査
クリーンな環境でのモノ
づくり

取引先との守秘義務契約のた
め、見学不可。

後藤精工㈱
（中央区上峰３-１１-１） H22

半導体、及び電気・電子
部品に使用される精密
金属プレス部品

精密金属プレス部品
の製造・販売 団 要相談 製造工程見学 大

要
相
談

要
相
談

048-853-3097　　

㈱小林鍍金工業
（中央区下落合1087） H18 電気亜鉛めっき

ねじ製品に亜鉛めっき
加工する会社・工場で
す。めっき体験も可能
です。

個 団 要事前申込
工場設備、ライン作
業見学めっき体験
可・要相談

小中高 048-831-7027
（社長）

㈱小山本家酒造
本社工場

（西区指扇1798）
H16 清酒、リキュール 伝統と最新技術の融

合による酒造り 団 3月～4月に開催する蔵見学会
開催日に限る。

酒造工程見学と利
酒大会。限定商品
の販売。

048-623-0013

㈱金剛製作所
（西区三橋5-656-1） H8 抜型 快適な職場で若者が

定着

埼玉機器㈱
与野工場

（中央区下落合7-1-3）
H14 大型商用車用ブレーキ

重要保安部品 働く人と地域にやさしく 個 団
平日は日程調整のうえ見学可。
申込みは希望日の１か月前まで。
見学受入上限３０人。

機械加工及び組
立工場内見学 高大 048-831-4802

さいたま地域
市町
村名

企業名
（所在地）
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サイデン化学㈱
東京工場

（桜区下大久保字拾石
田1280-1）

H10 水系エマルション 環境に優しい工業用
資材を追求 団

閑散期のみ見学可。同業者の
見学は不可。見学受入上限
１０名。

048-861-9121
浦和工場

㈱ジアス 本社工場
（見沼区春岡2-26-13） H27 オーダーカーテン 居心地のよい快適な

生活環境の追求 個 団 毎月10日に受入。見学受入上
限10人。

60分程度。生産工
程見学。 中高大 048-683-1635

㈱ジャパンビバレッジエ
コロジー

（リサイクル・プラザＪＢ）
（北区吉野町2-272-5）

H23

飲料空容器中間処理
（アルミペレット・スチール
ペレット・ペットボトルペー
ラー）

今ある資源を未来へつ
なぐ 個 団

月曜日～金曜日　①１０：００～　
②１３：３０～約９０分の見学　見
学者数１名～４５名

缶やペットボトルな
ど飲料空容器の中
間処理工程を映像
と工場見学でご覧
いただいた後、リサイ
クル品をご覧いただ
きます。所要時間約
１時間３０分。

小

048-652-6671
http://www.jbi
nc.co.jp/ecolo
gy/plaza.html

㈱秀飯舎
（西区飯田70） H14 各種印刷 クリエイティブな印刷技

術 個 平日見学可。見学受入上限５人
程度。申込みは１か月前まで。 中

048-624-1121
info@shuhansha.
co.jp

伸栄工業㈱
（岩槻区古ヶ場2-2-10） H21

緊急時用浄水装置「水
神」、鉄・ステンレス製ろ過
タンク・大型ろ過機製造

技術と情熱と真心で
社会に貢献します。 個 団

土・日・祝祭日その他会社の予定
がある場合見学不可。同業者不
可。

048-794-8071

清香㈱ つるやクリーニン
グ大宮工場

（大宮区三橋3-237-1）
H25 クリーニング・衣類リサイク

ル
「きれいを形にして、再
生する。」

関口工業㈱ 与野工場
（中央区鈴谷２-５６３） H20

トラック、建 設 機 械 用
ディーゼルエンジンのパイ
プ製品

パイプ加工の専門メー
カー 個 団 見学希望日を事前に日程調整。

申込みは1ヶ月前まで。
1 会社概要説明
2 生産工程見学 高大 高 048-853-5511

㈱第一金属製作所
（西区指扇374） H13 精密板金加工品（医療） 環境負荷低減を目指し

た企業活動 個 団 平日見学可。申込は１ヶ月前まで。 高精度ハイテク加
工工作機 高 048-624-2873

大正製薬㈱ 大宮工場
（北区吉野町１-４０３） H22

リポビタンＤ・パブロンシ
リーズ・大正漢方胃腸薬・
リアップなど

生活者の健康と美を
願い、追及する

㈱タイネツ
（桜区道場709-24
浦和工業団地内）

H23 耐熱送風機製造業、金
属部品切削加工業

失敗を恐れず挑戦でき
る職場 個 団

個人見学受入上限５名まで。団
体見学受入上限１０名まで。土曜
日の営業日。申込みは１ヶ月前ま
で。

耐熱送風機の溶
接加工とＣＮＣ複
合旋盤の切削加
工を見学

中高大 TEL:048-854-3381
FAX:048-853-8996

田中産業㈱
本社工場Ｙ棟

（中央区本町西4-16-15）
H14

大型印刷、クリアファイル、
パッケージなど特殊印刷
から加工まで

印刷技術を活かした製
造業 団

工場見学随時可。申込みは１か
月前まで。同業者不可。見学受
入上限１０名。

超大型印刷機や
一貫生産工程の
見学

048-851-9158

㈱田端製作所
（中央区上峰1-21-1） H21

２液ディスペンサー、半導
体生産設備、油圧ポン
プ

機械組立、部品加工、
機械設計 見学不可。 高 048-853-3756

㈱タムロン 本社
（見沼区蓮沼１３８５） H19 光学機器・装置・光学部

品
産業の眼を創造貢献
するタムロン 団 見学は要相談 企業説明、事業所

案内 大 048-684-9111

ＴＫ製薬㈱
（見沼区片柳412-1） H25 漢方薬、サプリメント 自然のちから、ひとに活

かして 個 団
見学可能日は要問合せ。見学受
入上限10人。申込みは一ヶ月前
まで。

パワーポイントなどで
の企業・工場案内
と工場見学。

048-687-4455
本社企画室まで

テクノデザイン工業㈱
（西区指扇455-1） H17 ハンダ付け装置 鉛フリーのハンダ付技

術を創造する。 個 団 平日見学可。見学受入上限５名。
申込みは１ヶ月前まで。

048-623-1641
営業課

㈱東京チタニウム
第一工場

（岩槻区古ヶ場２-２-９）
H22

チタン・レアメタル材料販
売・受託加工・医療機器・
製造販売

工業医療福祉分野等
様 な々事業展開 個 団 事前連絡要。見学受入上限１２

～１５人。
企業説明。事業所
や工場案内。 中高大小中高 048-795-0471

総務部

㈱東玉
（岩槻区本町３-２-３２） H7

節句人形・和風小物・盆
提灯・七五三撮影・ランド
セル

創業百六十五年・節
句人形製造販売 個 団 要予約。見学受入上限８０名。

人形博物館・人形
工房・節句人形売
場

中高大
048-756-1111
http://www.toug
yoku.com

㈱都平昆布海藻
（桜区道場２-１３-３２） H26 昆布、昆布加工商品、ひ

じき、わかめ
創業明治36年「老舗
昆布メーカー」 　 高大 k-mori@tohira.com

担当 森

㈱中村製作所
（桜区道場709-1） H14 自動車部品、家電部品

のプレス加工
「信頼の技術」でニー
ズに答える 個 平日見学可。申込みは１カ月前ま

で。
鉄板が１つの形状
に変わるまで 048-856-0850

㈱七越製菓
第三工場

（中央区上峰１-２１-１２）
H20 手揚げもち・せんべい・お

かき 米菓製造・卸・販売
食品衛生管理上、工場ではなく
店内見学受入。同業者・撮影不
可。

手揚げもち・せんべ
い・おかきの製品紹
介。

中 048-852-3753

市町
村名

企業名
（所在地）
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日昭電器㈱ 岩槻工場
（岩槻区上野６-１２-２） H22

医療関連設備/化学分
析装置/メカトロニクス・マ
イコン応用装置

『技術を尊び技術に生
きる会社』 個

土曜・日曜・祭日は見学不可。同
業者不可・撮影不可。お断りする
場合あり。

工場概要説明 高大 048-794-2490
総務部まで

日本電鍍工業㈱
（北区日進町１-１３７） H20

医療器具、美容器具、電
子部品、管楽器、宝飾品、
筆記具等の表面処理

「機美共存」表面処理 個 団 見学は要相談。 企業・工場の説明
と工場見学 中高大小中高 048-665-8135

㈱ハママツ
（西区水判土8） H25 光沢加工機械（ラミネー

ター）、圧着機その他
光沢加工機のメーカー
のパイオニア 見学は要相談

http://www.kk-
hamamatsu.co.
jp/

東日本旅客鉄道㈱
大宮総合車両センター

（大宮区錦町1017）
H11 通勤・近郊電車、特急電

車、ＳＬのメンテナンス
通勤・近郊電車のメン
テナンス工場 団 歩きやすい靴、ヘルメット（当社準

備）着用、見学受入上限５０名

電車の車輪、車体
の解体、修繕、組立、
試運転

中高大
東日本旅客鉄道㈱
大宮支社 広報室
048-642-7420

㈲氷川工作所
（南区関1-21-7） H25

ワイヤー・放電加工　5
軸MC　精密加工全般　
治工具設計製作

ワイヤー放電　5軸
MC　治工具設計 個 団 事前にご相談ください。見学受入

上限10名。同業者不可。

工場見学等。内容
については別途相
談。

中高大小中高
048-866-6610
info@hikawakou
sakusyo.co.jp

㈱藤島建設
生産管理センター

（緑区中野田６７９-１）
H24

環境配慮住宅「ユトリロ
３６５」、地中熱システム「ジ
オサーマル」

創業５１年、地域密着
で施工実績15,000
棟

団

①団体受入上限40名まで。
②要・事前申込（見学希望日1ヶ
月以上前：見学コースは常設では
なく都度対応いたします。受入可
能日・時間を事前にご確認くださ
い）
③事前連絡の上、申込書に必
要事項を記入してお送りください。
④年齢小学校5年生以上（児
童生徒には保護者・引率者等の
責任者同行が必須）

年齢・人数・見学目
的により内容・コー
スに変更あり（約1
時間～1時間半）

048-812-6122

富士フイルム㈱
大宮事業所

（北区植竹町1-324）
H14 デジタルカメラ、各種レン

ズ
オプトメカトロニクスの
分野で飛躍 見学は受入休止中。

㈱プラコー
（岩槻区笹久保新田550） H12 プラスチック成型機械、リ

サイクル機械
フィルム成形機のトッ
プメーカー 個 団

平日見学可。ただし、繁忙期不可。
要確認。同業者不可。申込は２
週間前まで。

048-798-0222

ホッカイエムアイシー㈱
（北区日進町3-147） H9 粉末冶金用金型 精密金型の製造・販

売

㈲堀口製作所
（岩槻区南下新井１５７９） H20 半導体、医療、電子部品 セラミックス加工技術

で世界を目指す 個
火～金曜見学可、ただし１２月と１
月は不可。同業者不可。学生の
み可。撮影不可。

加工工程（生産）見
学 048-798-3979

ポリコール興業㈱
（岩槻区柏崎１３５） H28 プラスチック用着色剤 創業以来、プラスチック

用着色剤一筋。 団 中学・高校・大学生対象。要事前
連絡。

会社説明。工場内
見学。 高大 048-756-3141

総務部

㈱マツモト 本社工場
（岩槻区釣上４５-２） H29

アルミダイカスト製品の一
貫生産とアルミ製品の
海外調達品販売

お客さまのストレスフリー
を目指す 個 平日のみ。受入上限３人。１ヵ月前

までに連絡。

６０分程度。生産工
程見学とアルミ製
品の説明

048-798-1702
info@matsumoto
dck.com　　
https:/www.mats
umotodck.com/

望月印刷㈱
（中央区円阿弥5-8-36） H11 総合印刷 メディアサポート企業を

目指します 個 団
6月～10月の平日見学可。見学
受入上限１０名まで。同業者不
可。

機械設備や各職
場の作業 中高大 048-840-2111

㈱森田エンタープライズ
（見沼区大谷750） H14 ＰＥ包装塗料、チャック袋、

エアーグッズ　等
ポリエチレン加工のパ
イオニア 個 団 １ヶ月以上前に連絡、相談を！ 加工現場の工場

見学 中高大 048-683-3312

ヤマナカ製本㈱
（桜区新開2-5-10） H19 教科書・実用書・商業印

刷物の製本
安全・強度・リサイクル
の製本 個 団

平日見学可。小・中学生歓迎。同
業者は原則不可。団体は別途
相談。

高大 048-863-2648

㈱ワイヱス工業所
（岩槻区上野３-１-１２） H28

光学機器、半導体装置、
空調、アミューズメント向
け部品

小物・極小部品加工
に特化。 個 平日見学可。２週間前までに要

予約。
２０分。生産工程見
学。 高大 高 048-794-7788

㈱和幸製作所
（桜区道場709-1） H6

屋外筺体、空調機器、交
通信号機器、産業機器
用板金製品

ゆとりある作業環境を
めざして 団 平日見学可。見学は２０名からで、

浦和事業所にて実施。 高大 048-886-8686
総務部

㈱渡辺製作所
（桜区道場709-1） H12

光成端箱、LANコネクタ、
モジュラーローゼット、接続
端子板、光ファイバーセン
サ／センシングシステム

金型やロボットも内製
化し一貫生産 個 団 平日見学可。 概要説明、工場見

学 中高大 048-856-0855

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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鴻
巣
市

㈱アサヒコミュニケー
ションズ

（本町4-3-23）
H11

総合印刷業、広告代理
業、ＷＥＢコンサルティング、
ＷＥＢコンテンツ制作、ＷＥ
Ｂシステム設計及び開発

人と人とのつながりを
大切にします 団

1.人数３名以上（それ以外はご相
談の上）　2.曜日は営業日のみ　
3.期間は要問い合わせ　4.同
業者不可

印刷物ができるまで
（製作～製本） 048-541-5152

㈱有田ユニテム
（袋1076-3） H8

特注（タイル、天然石）ユ
ニットバスの設計・製造・
施工

一室（ホテル～要介護
者向け）まで対応可 個 団 平日見学可。 工場及び製品概

要説明、見学 大 048-549-2611

岩崎電気㈱ 川里工場
（赤城台362-26） H15 道 路 情 報 表 示 装 置　

電子応用装置
新たな光で未来を照ら
す 見学受入なし。

㈱ケイマス
川里本社工場

（赤城台３６２-２１）
H22 段ボール函、木箱 段ボール函、木箱、各

種梱包材製造販売 個 要事前連絡。同業者不可。撮影
不可。

工場概要説明
工場見学 中高 048-569-2251

小宮山印刷㈱
川里工場

（赤城台362-25）
H15 オフセット印刷物全て。 印刷業を通して社会に

貢献する。

大起理化工業㈱
（赤城台212-8） H25

土壌物理性測定器・環
境調査機器・理化学試
験装置・農業用測定器

独創性の高い「研究
開発型企業」 個 団

要事前連絡。同業者不可。撮影
不可。営業日のみ可。見学受入
上限１５人

会社概要紹介。
工場内見学。 大小中高

　
048-568-2500
mbox@daiki.co.jp

大真パッケージ㈱
（箕田1720-1） H27 惣菜・鍋スープなど食材

（レトルト食品）が入る袋
クリーンルームと徹底し
た衛生管理 個 服装は自由です。タバコは禁止で

す。

見学窓より製袋加
工を行なっている所
を見ます。

中高大 048-595-1111

東成工業㈱
（箕田１７２７-１） H24

プラスチック部品塗装及
び関連業務（成形～塗
装～組立・梱包）

モノに彩りを添える塗
装技術 高大

応
相
談

info@touseikog
yo.co.jp

日本フエルト㈱
埼玉工場

（原馬室88）
H12 紙パルプ用フエルト 製紙用フエルトのトップ

メーカー 団 平日見学可。事前に見学希望を
出していただき可否を判断。

工場概要説明、生
産工程見学 048-541-3663

㈱ヒガシ
（東1-4-8） H10 専用工作機械設計、製

作
オーダーメイドマシンの
設計製作

団
△ 業務目的。 設備等のご案内。 高大 048-541-3060

㈱広田屋
（人形1-6-18） H17 人形・郷土玩具 人形のふるさと鴻巣で

情報の発信 個 団
店内は通年見学可。工場は７月
～１１月見学可。見学受入上限
５０名。工場は１ヶ月前に申込み。

ひな人形の製作 中高大 中高 048-541-8888

上
尾
市

㈱井上鉄工所
（平方領々家６６２-１） H15 自動車用部品 元気な製造業を目指し

ます 個 団 当社就業日見学可。 製造工程・検査工
程 高大小中高 048-781-1658

㈱サイサン
ガスワンパーク上尾

（平方領々家639）
H21 ＬＰガスの充填、ＬＰガス容

器の再検査
お客様第一がガスワン
の理念です。 個 団

年末年始、祝祭日を除く月曜～
金曜（10:00～12:00、14:00～
16:00）見学可。
見学希望日の１４日前までに電話
予約が必要（9:00～16:00）。見
学受入上限４０名。

工場概要説明
工場内見学 中高大 高 048-726-5246

㈱高須賀製作所
（領家1136-7） H19 車輌部品、工作機械部

品 感動製造業 個 団 平日見学可。見学受入上限１０
名まで。申込みは１ヶ月前。

工場内の設備や
作業風景 中高大小中 048-726-1400

㈱多賀製作所
本社工場

（領家1210-1）
H28 四輪・二輪車向けブレー

キ用精密バネ
各種バネ製造を社内
で一貫生産 団 同業者以外の団体の方々。見

学受入上限５人
会社概要の説明と
工場内の見学 高大

t-sato@taga-inc.
co.jp
総務課 佐藤まで

UDトラックス㈱
（大字1-1） H7 トラックおよびディーゼル

エンジン
時世の要求する自動
車を提供 現在、取引先のみ受入 大小

※
中
※
高
※

048-612-8523
人事部採用担当
※内容によって派
遣可能

桶
川
市

㈱河野鉄工所
（赤堀2-15-3） H8 シャッター部品 ６m１本の曲げ物加工

可能

国際チャート㈱
本社・桶川工場

（赤堀1-30）
H12

記録紙、検針紙、ラベル
プリンタ、各種ラベル、温
湿度記録計、記録針用
ペン・インク

記録紙・検針票のトップ
メーカー 高大

マルキユー㈱
（赤堀２-４） H13 加工釣り餌 加工釣り餌のトップメー

カー 団
平日（１０：００～１２：００、１３：００
～１６：００）見学可。要予約。１０
名以上から予約可。

釣り餌が出来上が
るまでの過程 小中高 048-728-0831

総務課まで

㈱ユニテックギア
（赤堀２-７） H18 自動車用歯車、建設機

械用歯車、減速機組立
歯車製造に一貫生産
システムを導入 団 平日見学可。申し込みは１ヶ月前

まで。 大 048-728-8411

㈱四葉機械製作所
（赤堀２-１５-８） H18 真空ポンプ、ブロワー 独特の技術でオンリー

ワンの製品群を目指す。

北
本
市

関東グリコ㈱
北本ファクトリー

（中丸９-５５）
H24 ポッキー、プリッツ等の菓

子
グリコの技術を結集し
た最新鋭の工場 個 団 個人の場合は２名以上から

工場見学は約７０
分 。別 途 、有 料

（５００円）でデコポッ
キー作りの体験有
り

中高大

048-593-8811
https://www.gli
co.com/jp/enj
oy/experience/
glicopiaeast/

㈱興電舎
（深井3-189） H14 ファクトリー・オートメーション

（工場自動化）装置
お客様の生産を技術
で支える 団

団体（但し北本市内の小中学校
に限る）のみ見学可。当社カレン
ダー休日（主に土・日）は見学不可。

048-541-1521

埼玉養蜂㈱
（深井4-23） H25 蜂蜜、蜂蜜加工品、清涼

飲料水など
体験型工場見学を実
施しています！ 個 団

平日月曜日見学可。見学受入上
限24人。余裕をもったご予約を
希望。

蜂蜜の製造工程・
検品や資料館見
学、蜂蜜の味覚体
験。所要時間90分
～120分。10時～
12時まで。

http://www.royal
honey.co.jp/

㈱ノヴァ
（中丸９-２０） H26

有機ドライフルーツ、有機
ナッツ、製パン製菓原料、
有機エキストラバージンオ
リーブオイル、有機紅茶、
有機ＪＡＳ認定原料を輸
入販売

素材の向こうに畑の顔
が見える 　 　 　 　 大

㈱プロパックス
（二ツ家4-53） H25 乳加工品、食肉加工品、

魚介類加工品 「ウーマンパワー企業」 小中高

伊
奈
町

㈱昭和技研工業
（西小針7-24） H9 回転継手 さまざまな機械の動きを

支える 団 中・高校生のみ可 048-728-9460

町田ローソク㈱
（西小針7-27） H25 アロマキャンドル、ディナー

キャンドル
快適でお洒落な空間
を提供します

武蔵オプティカルシステム㈱
生産センター

（小室6891‐1）
H29 ４Ｋ・１８Ｋ用光学系、ＴＶカメ

ラ用色分解光学系
髙精細４ｋ/8k光学系
の開発製造 団 要相談（土曜、日曜、祝日不可）。

見学受入上限１０名。
光学系製品の組
立工程見学 高大 高 048-812-7640

㈱モリタ東京製作所
（小室７１２９） H12 歯科用医療機器、動物

用医療機器
歯科用医療機器のトッ
プメーカー 個 団 同業者は見学不可。見学受入

上限２０人。
金属加工から塗装、
組み立て作業工程 高大 048-723-2621

県央地域
市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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川越比企地域

川
越
市

㈱大川製作所
（中台元町１-１５-２０） H19 精密部品（複合切削加

工）
「パーツ創りのエキス
パート」 個 平日見学可。申込みは１ヶ月前ま

で。

・工場内見学
・工作機械の切削
加工の説明

高大小中 049-244-1604

㈱協和精機
（菅間１４４） H29

半導体製造部品、油空
圧器機部品、自動車部
品、トラック部品

人と人を繋ぎ社会に貢
献出来る会社 個 団 平日見学可。見学受入上限１０

名程度。１か月前までに要予約。 工場概要説明 高大

049-224-4197
kazue.kamimura.
ks@kkyowaseiki.
co.jp
http://kkyowasei
ki.co.jp/

㈱高速
（芳野台1-103-7） H7

ビジネスフォーム印刷機・
加工機（帳合機）・ｌＪプリ
ンター機・封入封緘機

ビジネスフォーム印刷と
ＤＰＳ事業 個 団 工場見学の目的が明確である

事。見学受入上限１０人

一般見学（工場全
般 ）製 品 工 程 に
沿った工場見学

049-225-5300

三輪精機㈱
本社工場

（芳野台３-１-１）
H18 エアーコンプレッサー、バ

キュームポンプ、油圧機器
工業製品を通じて、国
家社会に貢献する 団 平日は随時見学受入可能。個

人不可、ただし学生は１人でも可。 工場見学 中高大 高 049-211-3016

ショーボンドマテリアル㈱
（芳野台2-8-10） H23 エポキシ樹脂を中心とする

土木・建築工事用接着剤
構造物の補修・補強
に特化した製品

新報国製鉄㈱
（新宿町5-13-1） H16 半導体・液晶・有機EL製造

装置向け低熱膨張合金
低熱膨張合金のトップ
メーカー 個 平日見学可。１カ月前までに要予

約。一部撮影禁止。同業者不可。
会社概要説明後、
工場見学。 高大 049-242-1950

㈱新和製作所
本社工場

（下赤坂７３６-２）
H30 紙製什器・ディスプレイ・

パッケージ
全工程自社製造、ワン
ストップ体制 高大

㈱ダイトー
（的場2616） H11 食品包装資材 夢と心を運ぶパッケー

ジづくり 049-239-7711

大南光学㈱
（芳野台2-8-119） H25 光学ガラス（プレス成型

品）
期待値を超える「製品
提供企業」 個 団 平日見学可。１ヶ月前要予約。同

業者の見学不可。

60分～90分程度。
基本は生産工程
の見学になります。

要
相
談
高大 049-225-1100

大和工業㈱
（福田205-1） H25 リベット、中空リベット、ブ

レーキライニングリベット
中空リベットのエキス
パート 個 団

平日・祝日見学可。見学受入上
限10人。1ヵ月前までに予約。同
業不可。

60分程度。資料に
よる説明、生産工
程見学後、アンケー

ト記入願います。

049-225-5855
info@daiwa-
kogyo.jp
http://www.dai
wa-kogyo.jp

㈱高砂精密
（古谷上2699-1） H23

自動車・電気・光学等の
試作部品、機械加工全
般

妥協を許さない若きプ
ロ集団 見学不可。

高美精機㈱
（芳野台1-103-19） H25 特殊油圧バルブ 建機向け特殊油圧バ

ルブ製造・販売 個 団 平日のみ可。詳細は要問合せ。
見学受入上限８人。

生産・加工工程。
90分程度。 高大 049-224-4030

㈱東洋クオリティワン
（下小坂３２８-２） H20 ポリウレタンフォーム製品 独自の技術力で新た

な付加価値 個 団 平日のみ見学可。学生のみ受入可。
見学上限２０名。申込みは１ヶ月前。

代表的な製造・加工
ライン。商品展示室。中高大 049-231-2335

総務部

特殊鋼管㈱
霞ケ関工場

（笠幡3242）
H21 ステンレス溶接鋼管 短納期・多品種・小ロッ

ト生産 団 平日見学可。１ヶ月前要予約。見
学受入上限６名。同業者不可。 製造工程 高大小 高 049-231-3621

㈱トップ工業
（寺山167） H15 自動車用部品の塗装 環境配慮はトップクラ

ス 個 団 担当者の都合により、日程調整させ
て頂きます。見学受入上限15人まで。 塗装工程全般 高大 中高 info@top-k.co.jp

㈱長谷川製作所
（下小坂８３-１） H30

シェア１００％証明カバー、
工事現場用照明器具、
提灯コードなど

オンワン技術でまちと現
場を照らす 個 団

平日のみ見学可。1か月前までに
要予約。同業者不可。見学受入
上限30人。

製造工程の見学、
ショールーム見学、
60分程度。

高大小中高 049-233-1021

ヒーハイスト精工㈱
（今福580-1） H8 直動機器、ユニット製品、

精密部品加工
小 径リニアブッシュ
No.1を目指す 大 049-273-7000

㈱ひびき 吉田工場
（吉田９４-４） H19 やきとり 手作りの匠な技術を

継承します 個
平日見学可。ただし12月20日～
1月10日は見学不可。午後は見
学不可の場合あり。

やきとりの製造工
程 049-237-1000

㈱深川製作所
川越工場

（芳野台2-8-30）
H13 空調ダクト器材、ダクト製

作用機械
空調ダクト製作用機械
のパイオニア 個 団 平日見学可。見学受入上限５名

程度。１ヶ月前までに要説明

空調ダクト器材・工
場概要説明。生産
工程見学。

高大 049-223-3311

六三四堂印刷㈱
（脇田本町２５-１４） H20 商業印刷 提案力と企画力で創

注産業を目指す 個 平日見学可。見学受入５人未満。
申込みは1ヶ月前まで。

印刷の元になる版
下制作から製版工
程を経てオフセット
印刷と製本工程が
ご覧になれます。

049-242-0329

㈱村上塗装工業所
（古谷本郷626-3） H25

半導体製造装置・道路
標識柱・情報盤・計装盤・
医療機器・産業機器等

大物・重量物もできる
金属焼付塗装 個 団 平日見学可。見学受入上限10

人。1か月前までに要予約。

30～40分程度。グルー
プ全体を見学希望の
際は事前に要相談。

中高大 aj i@murakami-
toso.co.jp

㈱村上パーカーライジン
グ

（古谷本郷627-1）
H27

配電盤、半導体装置、各
種産業機械及び設備
機器等の表面処理

金属表面処理及び擬
合金溶射処理 個 特にありませんが、車椅子ですと

困難な場所があります。要相談。

金属表面処理工
程・水処理施設の
見学。

049-235-1972
aji@murakami-
toso.co.jp
http://www.mura
kami-toso.co.jp/

東
松
山
市

㈱大村製作所
唐子工場

（下唐子1606）
H7 自動車部品 快適な工場を目指して 団 平日見学可。同業者見学不可。

工作機械を使用し
た金属部品の切削
加工

高大 0493-23-1288

化研興業㈱
（大字野田990-1） H12

化学工業薬品、有機・無
機薬品、産業廃棄物収
集運搬・処分

溶剤、工業薬品のＣＯ
２削減に協力 団

平日（９：３０～１５：0０）見学可。
１月２月８月見学不可。見学受
入上限５人。撮影不可。

工場概要説明、生
産工程見学 高 小

0493-24-4555
Kaken-3@alpha.
ocn.ne.jp

城北伸鉄㈱
（新郷88-12） H27 鉄鋼2次製品である磨

棒鋼
軟磁性材料（ELCH2）
の製造・販売 団

平日見学可。見学受入上限２０
名。同業者不可。１ヶ月前まで要
予約。

90分程度。会社概
要説明。工場見学。 高 高 0493-24-2935

総務部まで

関口産業㈱
（下唐子1955） H23

自動車のパワーステアリ
ングの部品を主力生産し
ています。

“開発への挑戦、たゆま
ぬ技術革新” 個 見学受入上限３名まで。同業者

の見学は出来ません。
３０分程度、冷間鍛
造と精密機械加工 中高大 eigyo@sekiguchi-

sangyo.com

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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東
松
山
市

野口精機㈱
（新郷５７６-１） H26

クリーンディーゼルエンジ
ン用燃料噴射ポンプ等
の精密部品

世界に広がる野口精
機テクノロジー 　 団

平日見学可。受入３０名迄。同業
者見学不可。１ヶ月前迄に要予
約。

パソコンでの会社
説明、生産工程見
学、サブミクロンの
精度体験

中高大小中高 info@noguchisei
ki.co.jp

ボッシュ㈱
東松山工場

（箭弓町3-13-26）
H8 自動車部品（ディーゼル

燃料噴射装置）
企業市民として地域
社会に貢献 団

工場稼働日の火・木・金のみ見学
可。ＡＭ１０～１２時、ＰＭ２～４時。見
学受入上限５０名。営利目的の団
体が主催する見学は受入不可。

小中高 0493-22-1552

㈱山本製作所
（新郷88-26） H10 自動車部品 ファインブランキングで

弛まぬ挑戦 大 0493-23-9021

㈱吉野プレス工場
（新郷３２２-１） H28 金属プレス製品、燃料タ

ンク
金属プレス加工。特に、
薄物の深絞り 団 業務状況により見学をお断りする

場合もあります。見学受入上限５名。
プレス作業。組立
作業。２０分。 高 0493-22-4331

総務課 大平

坂
戸
市

㈱ぎょうざの満洲
坂戸工場

（にっさい花みず木1-4-1）
H17 餃子・生麺 中華料理店「ぎょうざの

満洲」を運営 団 食品工場につき生産室不可。同
業者不可。見学受入上限１０名。

小窓から見学。（専
用見学コースなし） 中高大 高 http://www.man

syu.co.jp/

㈱タムラ製作所
坂戸事業所

（千代田５-５-３０）
H30 トランス・リアクタ・圧電セラ

ミック・電源機器など
事業活動を通じて社
会に貢献します 団

高校生・大学生対象、平日、１ヶ月以
上前に連絡、相談をお願いします。
見学受入上限１０人。

会社説明・工場見
学等、60分程度 高大

049-284-5711
sakadosoumu@
tamura-ss.co.jp
坂戸総務G

日本コントロール工業㈱
本社工場

（千代田5-1-16）
H13 各種電磁ポンプ 電磁ポンプ中心の制

御機器メーカー
現在、見学受入は不可とさせて頂
いております。

㈲沼尾モータース
（千代田5-1-20） H13 自動車整備・車検・保険・

カー用品
創業69年、安心と安
全の整備工場 個 日曜・祝日は見学不可。申込は1週

間前まで。 中高 049-283-2911

平田精工ジャパン㈱
（小山57-3） H17

精密プラスチック成形製
品製造及びプラスチック
金型設計製作

精密・高機能材料迄
幅広加工技術力 個 団 申し込みは事前に電話にて予約願

います。見学受入上限１０人

会社概要（加工原
理等）30分　工場
見学30分　ミニ成
形機による物づくり
体験30分（希望
者）

高大 高

TEL:049-283-2558
FAX:049-283-2297
mizuehirata@hira
taprecision.jp
http://www.hirat
aprecision.jp/
総務部 平田瑞枝

㈱藤間精機
（千代田5-1-33） H10 エアーツール精密部品 最新鋭の機械設備と

高度の加工技術

豊盛工業㈱
（にっさい花みず木６-２４-１） H22 オートバイ・自動車用パイ

プ・ネジ部品
ホンダのティア１メー
カー 高大小中高見学不可

明治なるほどファクト
リー坂戸

（㈱明治 坂戸工場）
（千代田5-3-1）

H7 菓子・食品 安全安心のものづくり 個 団 実施時間は9:30/11:30/14:00
の１日３回。団体は１０名以上。

チョコレートの製造
工程を見学できま
す。

049-283-1398
http://www.mei
ji.co.jp/

弓削多醤油㈱
坂戸工場

（多和目475）
H16 醤油、めんつゆ、おなめ 木桶で仕込んだ天然

醸造醤油 個 団
年末年始（１月１日～１月５日）のみ休
み。以外は営業。見学受入上限５０
名。

醤油製造工程の
見学
醤油しぼり体験

0120-417-059

鶴
ヶ
島
市

㈱関水金属
埼玉工場

（富士見6-2-30）
H14 鉄道模型 鉄道模型ファンの熱

い期待に応える 団 平日見学可。小学校の社会科
見学に限る。

１製造現場の見学
2鉄道模型の運転
体験

049-286-3511

毛
呂
山
町

㈱木屋製作所
（市場502-3） H12 トラック用金属部品、農

業機械
金属のプレス、溶接を
得意としています 個 団 お申込みは一ヶ月以上前にお願

い致します。
プレス、溶接、塗装
等の製造工程 中高大小中高 049-299-7779

三和タジマ㈱
埼玉工場

（川角４８４）
H22 建築用金属製品製造 安全・安心・快適な金

属製品を提供

滑
川
町

東洋モートン㈱
（都25-26） H19 包装用接着剤 環境にやさしい製品の

開発
中
※

0493-56-4361
※地元の学校限
定

嵐
山
町

㈱紅葉堂
（平沢183） H16 カステラ、どら焼き、まん

じゅう、カップケーキ
原料にこだわったお菓
子の製造販売

昭和機器工業㈱
（平沢175） H13 カーエアコン用コンプレッ

サー部品
精密な金属部品の加
工 個 団 平日のみ見学可。要事前連絡。

見学日程・時間要相談。

プレス加工・機械研
削加工・塗装・部品
組立加工

高大
0493-62-3111
http://www.skkj
apan.co.jp

㈱ヤナギサワ
本社工場

（花見台10-7）
H13

ガソリン用及びディーゼ
ル用インジェクター部品、
センサー部品

難削材加工のスペシャ
リスト 個 団 平日見学可。申込は１ヶ月前まで。・工場概要説明

・見学 0493-63-1121

越
生
町

㈱むさしのメタル
（成瀬４５４） H28 ステンレス建具 ビルサッシ等のステンレ

ス建具製造

小
川
町

㈲安藤螺子製作所
（大塚556） H21 ボルト、ナット、スクリュー 安心パーツの提供 個 団 土日を除いて随時見学可。 生産設備の見学 高 0493-72-0286

いし本食品工業㈱
埼玉工場

（高谷２４５２-７）
H29 豆板醤、甜麺醤、芝麻醤

などの中華調味料
安心・安全な製品を提
供致します。 個 平日見学可。見学受入上限3人

まで。１か月前までに要予約。
４０分程度。製造工
程見学。 高大小中高 0493-72-3634

ケージーエス㈱
（小川1004） H15

視覚障害者用点字セル、
点字・点図ディスプレイ、ソ
レノイド

視覚障害者の情報化
社会をサポート 個 団 平日見学可。申込みは1ヶ月前ま

で。

ソレノイド組立工程、
ソレノイド部品切削
工程、展示品の説明

高大小中高 0493-72-7311

埼玉県中央部森林組合
（高谷2466-4） H25

ベンチ・テーブル等県産
木製品、公共施設の木
造化

素材生産から加工販
売まで一貫体制 個 団 秋～冬の繁忙期を除く。見学受

入上限１５人
製材加工・乾燥・残
材チップ加工等

0493-72-1125
総務課あて　
c.shinrin@shinrin.
or.jp

晴雲酒造㈱
（大塚178-2） H6 清酒 麹の室で文化のささや

き 個 団 通年で見学可。１２：００～１３：００
は見学不可。 酒蔵等の見学 高大 0493-72-0055

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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小
川
町

㈱テック高橋
小川工場

（勝呂６２-１）
H30

自動車用ガラス、樹脂射
出成形部品、建材用ガラ
ス・フィルム

高度な接着技術を活
かした組付け 個 団

事前申し込み厳守。サンダルで
の工場見学不可。見学受入上
限５人。

１．接着工程の見学
２．樹脂射出成形品
ができるまで

andoh-h@takaha
shi-glass.co.jp

比企光学㈱
（青山８３０） H29 光学ガラスレンズのプレ

ス成型・金属切削加工
自ら考え自ら行動し自ら
成長する 高大

北資化成工業㈱
（下横田446） H25

自動車用ドレンホース・内
外装部品、建材用パッキ
ン等

継続的な環境保全活
動の定着化 個 平日のみ見学可。申し込みは1か

月前まで。

①現場にて押出成
型品の材料投入
→冷却→引取→
切断まで
②その他押出成型
品の使用箇所や
質疑応答など1～2
時間

高
0493-73-2424
tm.takizawa@ho
kushi.co.jp

松岡醸造㈱
（下古寺7-2） H25

日本酒（帝松、社長の酒
等）、リキュール(ぴっかり
酎、梅酒等）

伝統の技と最新設備
の融合 個 団 要予約。見学受入上限50人。

蔵内で見学しなが
ら説明後、終わり次
第直売店にて試飲

大
http://www.mika
domatsu.com/
tour.html

松本機工㈱ 埼玉工場
（青山745） H25 避難器具「ＯＲＩＲＯ（オリ

ロー）」
使わない幸せ・避難器
具オリロー 個 要予約・平日（月～金） 場内見学・ＤＶＤ 高大小中高 takeshi-noboro@

oriro.co.jp

㈱ミララ
（下横田867-2） H25 自動車整備 新しい移動の形を創

造する企業。 個 特になし。要予約。 60分程度。整備過
程の説明。 高大 0493-72-0555

武蔵鶴酒造㈱
（大塚２４３） H30 清酒、梅酒、奈良漬 伝統と技術に培われ

た酒造り 個 団
要予約。見学できない日もあり
ますので、必ず事前連絡をして
ください。

酒蔵見学（30分
程度）。試飲等。

043-72-1634
info@musashitsu
ru.co.jp

川
島
町

㈱カネショク 川島工場
（上伊草８９３-１） H24 厚焼玉子、錦糸玉子、ス

クランブルエッグなど
玉子焼の製造加工を
行っています 個 団

団体受入上限５名まで。同時に
入場可能な人数は設備、スペー
スの問題から５名までとなります。

厚焼玉子の焼成
工程～加工工程の
見学（３０～６０分）

049-299-1151

東京ガスケット工業㈱
（八幡６-１２） H19 自動車用ガスケット 設計試作試験量産の

一貫した物作り 049-297-3211

㈱ナガセ 川島工場
（中山1888） H17 鋳鉄製合フランジ・産業

機械部品
中国にて精密鋳造と
加工完成まで 個 団 平日見学可。申込みは１ヶ月前ま

で。 049-297-1690

日之出水道機器㈱
埼玉工場

（吹塚732）
H15 マンホール鉄蓋製造販

売
マンホール鉄蓋のトップ
メーカー

笛木醤油㈱ （金笛）
（上伊草６６０） H30 醤油・醤油加工調味料

（だしの素など）
創業230年、木桶仕
込みの老舗醤油蔵 個 団

平日見学可、土日祝は応相談。申
し込みは一週間前まで。大型バス
も駐車可。見学受入上限４０人。

60分程度。ビデオ
視聴と、100年近い
38本の杉桶の見
学、近年制作した新
桶での櫂突き体験。

中高大小中高 info@kinbue.jp
https://kinbue.jp

メタルリサイクル㈱
（戸守４４０） H26 製鋼原料 自動車と鉄・非鉄金属

のリサイクル 個 団
平日見学可、見学者２０名を超え
る場合要相談、１ヶ月前までに要
予約。

１２０分程度。ＤＶＤ
による説明、生産工
程見学。

049-297-2111
http://www.meta
l-r.co.jp/

㈲レインボーペイント
（戸守４３２-１） H26 各種塗料・顔料及び溶

剤の販売
小口調色で必要な量
を必要な時に 個 　 平日見学可。５人まで。１ヶ月前ま

でに要予約及び日程調整。

色を作るとはどんな
作業か３０分程度で
一部ご紹介します

aji@murakami-
toso.co.jp

吉
見
町

カルソニックカンセイ㈱
吉見工場

（久米田６２８）
H28 自動車用内装製品、空

調製品
グローバル自動車総
合部品メーカー 個 団

平日見学可。１ヶ月以上前に事
前連絡をお願い致します。見学
受入上限４０名。

約９０分～１２０分程
度。スライドによる説
明。生産ライン見学。

高 小中高 0493-54-2241
総務チーム

シチズン時計 マニュファ
クチャリング㈱
埼玉吉見工場

（下細谷1006）

H23 腕時計用部品、精密加
工部品

腕時計駆動部の部品
製造 団 小・中・高生及び保護者対象。他

要相談。見学受入上限３０名。

工場事業内容及
び製造現場の見
学

中高
※
大
※

0493-54-2211
※本社所沢工場
人事部宛

㈲杉山樹脂工業
（上細谷１４７） H24 プラスチック製品（建材・

文具・化粧品部材 他）
最新悦の設備と徹底
した製品管理　 個 個人見学受入上限５名。平日

見学可。
工場見学（生産工
程） 中高大 0493-54-2759

プリマ食品㈱
（長谷１９５１） H24 ハンバーグ、カラアゲ、調

味生肉品（ツクネ）
プリマハム（株）出資の
子会社 個 団

団体受入上限30名程度。公的
団体、公的機関からの申し込み
に限らせていただきます。（例）小
学校、中学校などの教育委員会
からの申し込みなど。

工場見学は５～１０
人未満とし、入出でき
ない部分はＶＴＲにて
紹介させていただきま
す。（１０人以上の場
合もＶＴＲとなります）

中高大 0493-54-5566

㈱三村工業
（東野1-10-1） H27

各種コンベアー他各種
搬送機械設計製作施
工

お客様に愛される会社
を目指す 個 機密事項の機種があり、見学は

あまり受けない。 高大小中高

㈱村井 吉見工場
（長谷１９６１） H28 企業向け靴部品・一般

消費者向け靴関連製品
研究開発型総合靴製
品関連メーカー 個 団 平日見学可。見学受入上限１５

人。２か月前までに要予約。

会社概要説明・生
産工程見学。１２０
分程度。

中高大小中高 0493-54-6581

と
き
が
わ
町

㈱ソーシン 玉川工場
（五明888） H9 トラック・バス用金属部品 環境に配慮した製品

づくりを目指す

㈱田中ダイカスト
（玉川540） H9 住宅金物、コネクター、自

動車部品
地域に根ざした企業を
めざして 個 団 平日見学可。ただし、年末年始、８

月中旬を除く。
工場概要説明、生
産工程見学 中高 小中高 0493-65-0774

㈲野口木工所
（西平１２０８-１） H22 木製建具（フラッシュドア） 建具のまち、ときがわの

工場 個 団 平日見学可。要事前連絡。 木製建具の製造 0493-67-0211

みはし㈱ 玉川工場
（五明591） H6 木製インテリア内装材 木の温もりが伝わりま

す

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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西部地域

所
沢
市

㈱井口一世
所沢事業所

（所沢新町２５５３-３）
H24 精密板金部品 ICTと板金加工の融

合で産業革命 個 団体受入上限５名まで。平日見
学可。小・中学生のみ見学可。 工場見学 04-2990-5400

㈱木下フレンド
所沢工場

（坂之下1142）
H17 廃棄物処理 環境型社会の形成に

寄与します 団
平日見学可。見学受入上限１０
名。４月、５月見学可（他の月は応
相談）　申込みは１ヶ月前まで。

廃棄物のリサイク
ル、中間処理 小 04-2944-1896

㈲クリオ
東所沢工場

（新郷167‐18）
H29

大型インクジェット出力機
印刷。ＰＯＰ・ディスプレイ
製作。

ワンストップサービスの
迅速対応。

㈱ジェイ・アール・エス
三ヶ島リサイクル工場

（林１-２９９-８）
H18

食品残渣の飼料化・肥
料化、プラスチック原料の
リサイクル

地域密着型食品リサ
イクル企業 個 団 平日見学可。受入人数は２０人

以下が望ましい。
食品残渣リサイク
ル工程の説明 04-2938-7277

㈱スパンドニクス
（東所沢１-５-１４） H30 半導体検査装置（ICテス

ター）
半導体の検査技術を
追求する会社 個 団

平日のみ。10:00～12：00又は
13：00～15：00。申し込みは1か
月前まで。写真撮影不可。見学
受入上限10人。

ICテスターの機能
説明。組立、調整、
検査作業の現場
見学。約1時間程
度。

高 04-2951-1661

セイキ工業㈱
所沢工場

（東所沢5-10-1）
H11 プラスチック製品(建材・

日用品部材)
合成樹脂成形のマル
チクリエイター 団 学校生徒のみ受入可。見学受

入上限３０人。 大 04-2945-1111

㈱宣工社 本社工場
（本郷1118-6） H27 ダイレクトメール制作（企

画から発送まで）
DMで企業の伝えたい
ことをサポート 団

平日のみ見学可。申込みは1ヶ
月前まで。撮影不可。同業不可。
見学受入上限10人。

現場見学（30分程
度） 高大

04-2951-6300
inquiry@senko
sha-co.co.jp

㈱タイラ
（南永井１５-１） H30

各種ゴム・プラスチック板、
発泡材、両面テープ等の
総合化成品

ハリ・キリ・ヌク＋愛を届
けます！ 個 団

事前連絡にて調整受入。写真
撮影不可。同業者不可。見学受
入上限１５人。

会社説明と工場見
学で60分程度 高大

要
相
談

要
相
談

要
相
談

04-2997-1511
info-taira@kk-
taira.co.jp

長沼商事㈱
リサイクル工場

（林1-306-7）
H16 鉄・非鉄金属スクラップ

加工処理
資源循環の一翼を担う
２１世紀企業 団

平日見学可。ただし、１２月と１月を
除く。同業者は見学不可。申込
みは１か月前まで。

各設備の見学及
び説明 高大 04-2947-8870

㈱不二レーベル
（林１-３３１-８） H22 ラベル、ラベラー 付加価値の高いラベ

ルを製品化 個 見学については要問い合わせ。
同業者不可。撮影不可。

工場概要説明、工
場内見学

要
相
談

要
相
談

要
相
談

04-2938-7670

細沼製作所
（中新井５１５-３） H29 航空機・大型重機メー

カー向け精密部品
最新鋭の機械設備を
した町工場

㈱ＭＩＫＡＭＩ
（林１-２９９-７） H20

自動車、建機等のソレノイ
ド及びセンサー部品、医
療機部品

高品質と高い技術力
でニーズに対応 個 団 事前連絡をいただきスケジュール

を調整をして受入
会社説明と工場見
学で６０分程度 高大小中高

04-2949-9450
keirika@mikami-
co.jp

飯
能
市

㈱青木精機
（笠縫214） H27

航空機部品、計量器部
品、医療機器部品、建築
金物　他

人と環境を重視したモ
ノづくり 見学不可。

㈲天ヶ瀬工業
（赤沢727-1） H21

フレーム加工（筺体）、製
缶板金、レーザー切断加
工、機械加工

設計から行える提案型
企業 個 団 平日見学可。事前にお問合せ下

さい。見学受入上限5人。
工場概要説明と製
造現場を見学 中高大 042-977-0464

五十嵐酒造㈱
（川寺667-1） H17 清酒、手作り奈良漬、酒

粕
伝統を守り手づくりの
酒を提供する。 個 団 通年で見学可能。ただし、事前に

電話連絡。見学受入上限４０人。
蔵の酒造りの説明。
店内での試飲 050-3785-5680

㈱オークソニック
（阿須891-24） H25

医療用超音波探触子、
工業用超音波探傷器、
その他超音波センサー

超音波で可能性挑戦
へのパートナー 個 平日。詳細打合せ。

製品説明、製造工
程見学、超音波観
察体験。１～２時間。

要
相
談

要
相
談

要
相
談

042-972-0610
sales@okusonic.
co.jp

加藤木材工業㈱
（笠縫４１８） H20 木製建具・木製パネル・

木製内窓（二重窓）
夢のあるものづくりの
会社 個 団

平日（１０：００～１２：００ １３：００
～１５：００）見学可(要予約)。申
込みは1週間前まで。ただし、製
作状況等によってお断りする
場合あり。

木製建具等の製
作工程の見学　き
あみ（西川材桧の
工作キット）による
コースターやかご作
り体験　※申し込
み時に問い合わせ
下さい。コースターや
かご作り体験可能

大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

042-972-2141

㈱サインアーテック
（茜台３-２-１） H21 大型広告幕 超大型インクジェット出

力の工場です。 個 団
平日の見学可。電話またはＦＡＸ
にて申込み。写真撮影不可。見
学受入上限１０名。

大型出力機による
出力作業、縫製加
工の現場を見学

TEL:042-975-1234
FAX:042-975-1235

㈱サカモト
（山手町25-21） H20

木製建具・ドア・家具・西
川材商品・天然木壁紙

「ウッドピール」・木製サッシ

西川材など木を活かし
たものづくり 個 団 営業時間内可能。要予約。見学

受入上限30名。

木製品（主にドア・
家具）製造工場と
ショールームの見学

大 042-972-2022

島田コンクリート工業㈱
（上直竹下分９８-２） H24 JISコンクリート二次製品・

規格外集水桝等
日本工業規格ＪＩＳ認
証取得工場 個 団

平日１０:００～１２:００，１３:００～１５:
００申込は、１か月前まで。見学受
入上限５人。

製品製造工程等
の現場見学 高大 中高 042-977-1329

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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飯
能
市

新電元工業㈱
（南町１０-１３） H24 パワー半導体、電源製品、

電装製品
「確かな技術で未来を
拓く」 大

042-973-3111
http://www.shin
dengen.co.jp/

㈱椿本チエイン
埼玉工場

（新光20）
H16 タイミングチェーン、搬送・

仕分装置
原点はモノづくりへのこ
だわりです。 団 平日見学可。申込みは１か月前ま

で。

１工場概要説明
２見学
３質疑応答

042-973-1135

㈱デコス
（茜台3-2-10） H25 セルロースファイバー（商

品名：デコスファイバー） 調湿・吸音・断熱材 個 団 工場内の写真撮影は原則禁止。
外観は写真撮影可。

①商品概要説明
②工場概要説明
③工場棟内見学、
難燃性実験など

（約1時間20分位）

要
相
談

要
相
談

要
相
談

042-978-8901
f-kawahigashi@
decos.co.jp

㈱トコウ
（落合３７２） H22

金属製品焼付塗装・木
工製品塗装・特殊塗装・
その他コーティング全般

塗装の事なら何でもお
任せ下さい！ 個 団

見学は要問い合わせ（社長の
日程次第で随時可）。写真撮
影禁止。

塗装工程全般 中高大 http://www.toko-
toso.com/

特定非営利活動法人
名栗カヌー工房

（下名栗１８１７-９）
H18 木製カヌー・木工家具・他 自然の中でカヌーレン

タルできます。 個 団 自由に見学できます。中高大小中高 TEL:042-979-1117
FAX:042-979-1177

㈱飯能製作所
（茜台２-２-２） H26 水道用バルブ 水道管路を守る質実

剛健な企業。 個 　 １ヶ月に１件程度、平日可。２週間
前までに要予約。

生産工程の見学お
よび工事用機材の
見学：２０分程度。

https://www.han
no-ss.co.jp

飯能精密工業㈱
（芦苅場７８３-８） H22 精密金属プレス製品・精

密金属プレス金型
日本の金型技術は、
日本人の心から 大 042-973-1251

㈱フォレスト西川
（芦苅場708-1） H9

木造住宅　構造材羽
柄材プレカット　木製家
具建具　製造販売

西川材を新たな世紀
の家づくりへ 個 団 小 042-971-2622

㈱プレココーポレーション
（川寺620-5） H16

観賞魚用ガラス水槽、木
製キャビネット、塩ビろ過
槽

技術世界一を目指す 個 団 平日見学可。見学受入上限１０
名まで。申込みは１か月前まで。

製造工程その他　
木工、水槽等の組
立体験あり

高大小 042-974-3855

狭
山
市

㈱エスイー
（笹井3015） H9 液晶パネル製造装置・電

源機器
メカトロニクス技術で社
会貢献 個 団 見学受入要問合わせ。撮影不

可。受入上限１０人程度。 製造過程見学
04-2953-2118
http://www.esu
ii.com/

㈱エフ・イー・シー
（柏原229-3） H6

超・低発塵型非接触駆
動伝達機構「マグトラン」,

「歯のない歯車」

大気から真空までクリー
ン搬送技術

㈱かにや
（柏原337-13） H6 和・洋菓子 お菓子づくりは夢づくり 団

火曜、水曜定休日のため見学不
可。受け入れ期間１０月。衛生問題
上、小学校の授業目的のみに限る。

菓子製造工程 04-2954-7111

キッコーマンソイフーズ㈱
埼玉工場

（新狭山１-５-１５）
H24 豆乳飲料 健康でおいしい豆乳

飲料の製造 大

狭山碾茶工房
㈲明日香

（加佐志201）
H21 狭山抹茶 関東唯一の抹茶工場 個 団 ５月下旬から７月上旬の加工シー

ズンの見学が良い。要申し込み

碾茶栽培茶園の
見学と碾茶加工施
設のレンガ積みの
炉の見学

04-2959-1815

㈱サンワ 狭山工場
（根岸571） H6

電動式階段昇降車（車
いす用・荷物用）・非常用
階段避難車

快適な『運び』の提供
を使命とする 個 団

平日(火から金)のみ見学可。見
学受入上限１５人。申込２カ月前
まで。

04-2954-6611

㈱セントラルフーズ
（広瀬台2-2-8） H25 布巻ロースハム、ドイツウ

インナー、高座豚ハム
事業目的は「健康と豊
かさをご家庭に」

綜研化学㈱
狭山事業所

（広瀬東1-13-1）
H11 アクリル系粘着剤 独自の化学技術で革

新的製品を創造 団 具体的日時は要相談。見学目的
等によって制限あり。

事業所概要説明、
生産工場・研究所
等の見学

大 04-2954-3261

高松電鍍工業㈱
（柏原231-1） H6 金属の各種めっき処理 「品質第一」「環境保

全」

ツクモ工学㈱
（柏原3669-8） H9 レーザー応用光学機器 高度な研究を支える技

術 個 団
会社定休日以外随時見学可。
見学上限１０名程度。見学者名
簿要事前提出。

工場内製造現場を
中心に見学 高大

要
相
談

04-2952-6008

㈱七星科学研究所
狭山工場

（柏原71）
H17 産業用各種コネクタ 環境にやさしい製品と

物造りを目指す。 団

土日祭日は見学不可。申込みは１
か月前まで。同業者不可。その他
当社の都合による。見学受入上
限１０名。

会社説明と現場案
内

04-2952-3101
t-sakamoto@nan
abosi.co.jp
http://www.nana
bosi.co.jp/

本田技研工業㈱
埼玉製作所

（新狭山1-10-1）
H7 自動車 先進性環境調和型工

場の創造を推進 団

団体見学受入１０名～５０名。5
歳未満不可。個人（１０名以下）は
月に一度ホンダファンの日に申込
み可。その他詳細は会社ＨＰ工
場見学欄参照。

04-2955-5300

八千代工業㈱
柏原工場

（柏原370）
H10 サンルーフ、フュエルタン

ク、バンパー
自動車の各種機能部
品の製造 団 事前に問い合わせのこと。見学

受入上限２０人程度。 04-2954-3350

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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入
間
市

㈱イチヤナギ
（狭山ヶ原162） H6

自動車・トラック用精密ナッ
ト、ゆるみ止めスカートナッ
ト、特殊ボルト

気持ちよく働ける彩の
国工場です。 団

平日見学可。申込は１ヵ月前。同
業他社の見学は制限あり。見学
受入上限２０名程度。

04-2934-2116

㈱Industria
（宮寺２７００） H24 ＦＩＬＳＴＡＲ（ｅｌｅｍｅｎｔｌｅｓｓ   

filｔｅｒ）
人と環境と社会に優し
い会社 高大 sales@industria.

co.jp

ＮＴＴ印刷㈱ 入間工場
（狭山台１３街区） H10 電話帳、商業印刷物（雑

誌等）
環境に配慮した総合
印刷会社 団

土・日曜見学不可。見学受入上
限１５名。同業他社の見学につ
いては要問い合わせ。

電話帳生産のしく
みを見学 04-2934-7111

カネパッケージ㈱
（南峯1095-15） H15

各種緩衝材、各種ダン
ボール、設計、販売、加工
等

空気をきれいにする夢
のパッケージをご提供
致します

団 平日見学可。申し込みは1ヶ月前
まで。

最先端の緩衝材
設計及び環境へ
の取組み事例

大 04-2936-3031

㈱五輪パッキング
（野田1804-25） H8 各種パッキング製品 様 な々ニーズに対応し

た生産体制 中 04-2932-0052

セイキ販売㈱
武蔵工場

（狭山台4-15-16）
H14 特殊網戸 網戸分野で日本一 団

平日見学可。見学受入上限１０
人まで。同業不可。申込期限１ヶ
月前。

生産工程 04-2934-7445

大陽ステンレススプリング㈱ 
埼玉第三工場

（宮寺字宮ノ台4180）
H8 精密板バネ・スペーサー・

スプリングピン
1日1500万個の製品
生産 個 団

４月、６月、１１月は見学不可。見学
受入上限２０人。申込期限１ヵ月
前。同業者不可。

機械設備見学 04-2934-4411

㈱タチエス 武蔵工場
（狭山ヶ原108-13） H9 ホンダ車搭載シート 安全と品質を最優先 個 団

稼働日の第一週と最終週は、各
締切業務の都合上受入不可。
見学受入上限大人２０人／小
学生１００人

ヘッドレス一体発
泡・シートフレーム
アッシー・縫製組立
工程。

04-2934-5111

㈱テラダイ
（狭山台４-８-１４） H22

自動車エンジン部品（タイ
ミングチェーンドライブシ
ステム）

アルミダイカストのテラ
ダイ 個 団

G.W中・夏季休暇中・年末年始
休暇中・土・日曜日以外見学可。
見学受入上限１０名。一部撮影
禁止。

1会社紹介（P.P・
DVD使用）2工場
案内　

高大
04-2934-3641
http://www.tera
dai.co.jp

㈱日辰電機製作所
（狭山ヶ原108-3） H6 通信用保安器 あなたの家でも使われ

ています 団 見学受入上限３０人まで。見学
申込１ヵ月前まで。 中高大 04-2934-4151

日
高
市

㈱磯貝製作所
埼玉工場

（下高萩新田22-3）
H25 金属切削加工部品 創造切削屋 個 団 見学受入上限１０人。 工場内見学 高大 03-5335-7085

㈱埼玉種畜牧場･SAI
BOKU

（下大谷沢546）
H9 精肉、ハム・ソーセージ・

ウインナー
牧場⇒製造⇒販売
まで一貫体制

他社における食品事故に鑑み、
弊社も衛生管理の徹底化を図
るため工場への見学案内は自粛
させていただいております。

三成研機㈱ 本社工場
（森戸新田59-10） H9 土木建築荷揚用機械 ビルの建設を支える

シグマ光機㈱
本社・日高工場

（下高萩新田17-2）
H10

レーザ用光学基本機器、
光学素子、レーザシステ
ム製品の設計・製造

光ソリューション－研究
開発から生産設備まで

「光」で解決
団

会社休業日見学不可。見学受
入上限２０名。同業者は受入不
可。

・工場概要説明・見
学（光学ガラスの加
工工程、薄膜工程、
レーザシステム製品
群）

大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

042-985-6221

㈱スギヤマ本社工場
（下大谷沢２-３） H22

ゴボウ・にんじんを中心とし
た野菜原料及び野菜カッ
ト加工製品

自社工場にて一貫した
生産ライン 見学不可。

西武酪農乳業㈱
（野々宮１４５） H24

牛乳、加工乳、乳飲料、
発酵乳、生クリーム、清涼
飲料

新鮮で安全な牛乳の
提供 団

団体受入上限30名まで。社会
的な目的及び貢献に適う見学を
中心に受入を行っています。見学
は平日の9時～15時の時間帯
で、1か月前までに申込をしていた
だき、日程調整が必要な場合は
予め調整させていただきます。

牛乳製造における
製造過程の見学
で所要時間は30
分ほどです。ものづく
り体験等は予定し
ていません。

042-989-1331

㈱東ア
（大谷沢６６７-３） H26

搬送用装置（コンベア）
設計・制作・据付、産業用
機械器具設置工事

粉粒体搬送の新たな
“形”を創造 個 　 工場の負荷状況によって見学

不可の場合もあります

会社案内、製品説
明、工場見学で１時
間程度

042-984-1270
総務部

㈱東立製作所
日高工場

（旭ヶ丘690-1）
H21

工業用プラスチック材料
使用医療器、電機・自動
車・住宅部品

「美しくカタチ作りたい」
合成樹脂加工のスペ
シャリスト

団
平日（９：００～１６：００）見学可。
見学受入上限２０名まで。同業
者不可。申込は１ヶ月前。

工業用プラスチック
材料を使用した汎
用自動機の加工現
場

中高大 042-989-5255

㈱日本標準
統合物流センター

（下大谷沢91-5）
H14 教材及び教具の発送 地域住民との交流を

積極的に推進 団
平日見学可（１月～５月を除く）小
学・特別支援学校のみ受入。見
学受入上限６０人。

会社説明、発送場
見学 中高大 042-984-1451

㈱ミック
（旭ヶ丘672-1） H18 シャッター防災関連機器

（自動閉鎖装置など）
設計から電装品の組
立、検査が得意！ 個 団 平日見学可。見学受入上限9名。

１ヶ月前までに申し込み下さい。
工場概要説明、生
産工程見学 042-985-4466

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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行
田
市

岩崎電気㈱
埼玉製作所

（壱里山町1-1）
H10 ＬＥＤランプ、ＨＩＤランプ、

光応用製品
「光・環境カンパニー」を
めざして 団

工場稼働日（平日）見学可。申込
みは1ヶ月前まで。原則的に小中
高校生のみ受入可。

当社紹介ＤＶＤ視
聴。現場見学 高 048-554-1111

㈱エイブルフソー
（持田1-5-2） H25

ベルトコンベヤ、スクリュー
コンベヤ、フライトコンベヤ
等

ものづくりを発展させる
実践型企業 団

平日見学可。申込みは１ヶ月前迄　
小中学生及び同業者不可。見
学受入上限１５人

会社概要の説明。
コンベヤ製造工程
の見学

高大 048-553-6265

ＳＥＩオプティフロンティア㈱
埼玉事業所

（埼玉4125）
H17 光ケーブル、光機器関連

製品
新たな価値創造への
挑戦 個 平日見学可。申込みは原則として

１ヶ月前まで。 中高
要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-559-2151

㈱大堰
（須加３８２） H20 革靴（紳士靴・婦人靴） 健康と快適への挑戦

を目指します。 個 団 同業者不可。 048-557-2921

きねや足袋㈱
「足袋の館」
（佐間１-２８-４９）

H29 足袋・地下足袋・祭り用
品

こだわりの伝統的な足
袋づくり 個 団

見学可日時　火～金　9:00～
12:00／13:00～15:00／
15:10～17:00　休館日　土日
祝　見学料無料　見学受入
上限２０人

一連の足袋づくり
工程が見学できま
す

048-556-6361
info@kineyatabi.
co.jp
http://www.kine
yatabi.co.jp/

コルコート㈱
埼玉第一工場

（渡柳１１３８）
H18

光学部品・バックライトユ
ニット・液晶表示システム・
ＬＥＤ照明・電子制御基
板

一貫生産でアイデアを
カタチに 個 団

平日見学可。申込みは１ヶ月前ま
で。見学受入上限５名程度まで。
同業者不可。

048-559-2251

サーパス工業㈱
ＴＣセンター

（野字八ッ島3341-8）
H19 流量コントローラー、圧力

センサー、コネクター等
液体コントロールで世
界をリード 個

平日見学可。申込時に見学希
望者名簿の提出。同業者不可。
撮影不可。

生産工程見学 048-554-9765

ジェコー㈱
（富士見町１-４-１） H24

自動車用部品　エアコ
ンパネル、メータ、時計、
モーター、センサ

トヨタ生産方式による
生産性改善 団

団体受入上限２０名まで。要予
約、申し込みは原則１ヶ月前まで。
同業者はご遠慮ください。

自動車部品の組立
ラインを見学 中高大 048-556-7111

㈱ショーワ
本社・埼玉工場

（藤原町１-１４-１）
H26 輸送用機器（四輪車用

ショックアブソーバ）
快適なモビリティライフ
のために 個 団

平日のみ（ショーワカレンダーに準
ずる。）２０名まで。１ヶ月前までに要
予約。

６０分程度。ＰＰＴ使
用した工場概要説
明と生産工程見学。

中高

048-554-1151
（代表）内線3201
埼玉工場総務課
担当 青木

テイ・エス テック㈱
埼玉工場（行田）

（野3600）
H27 シートライニング、ドアライ

ニング
自動車用シートや内装
部品の製造 団 小学校社会科見学、行政諸団

体に限る。見学受入上限50人。

シート及びドアライニ
ング製造工程の見
学（所要時間60～
80分）

TEL:048-559-1321
FAX:048-559-2700
埼玉工場 管理課

㈱藤和プレス
行田工場

（野３６６６-８）
H30

自動車部品、建築金物、
空圧機器、部品のプレ
ス

精密プレス加工と金
型製作 個 団

・平日午前中見学可
・1ヶ月前までに要予約
・同業者不可
・見学受入上限５人

所要時間30分位。
工場見学、概要説
明。

高大 048-558-0390
info@towa-prs.jp

㈱ナスタ
（富士見町１-１７） H28

郵便受、デリバリーボッ
クス、換気口、物干金物、
ランドリー製品、自動車
パーツ

お客様の生活を一歩
先に導いていく 団

平日見学可。１ヶ月前までに要予
約。１１月～３月は受入不可。上限
１０人まで。要見学者情報。

３０～４０分程度。
ショールーム見学
後生産工程、機械
の見学。

高大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-556-5161

ニッコー㈱
埼玉工場

（藤原町1-21-1）
H15 浄化槽、オーダーメイド高

級浴槽
水の環境を守る高性
能の製品の創造 団

平日見学可。申込みは１か月前ま
で。同業者不可。見学受入上限
３０人。

工場概要説明。生
産工程見学 中高大小 048-554-3131

明和グラビア㈱
行田工場

（富士見町1-22-1）
H19 インテリア製品、ビニール

シート等
他人のやらない商品づ
くり 団

個人不可　団体可（２０人まで）
※土日祭日は見学不可。申込み
は１か月前まで。同業不可。

048-554-5201

横田酒造㈱
（桜町2-29-3） H9 清酒  日本橋・浮城・のぼ

うの城・陸王
歴史と風土が醸し出す　
手造りの酒 個 団

土日祝日以外でAM１０時からPM
３時迄。４月から１１月１０日迄の間。
見学受入上限３０名。

製造工程の案内と
近江商人の歴史

（時間があれば唎
酒）について

中高大 048-556-6111

加
須
市

池上金型工業㈱
大利根事業所

（豊野台2-664-8）
H8 プラスチック射出成型用

金型
業界をリードする金型
工場 個 団

土日見学不可。予備日を含む２～
３日を選び１カ月以上前に要連絡。
見学上限人数は30名。同業者
は原則受入不可。

会社概要説明後、
工場見学。質疑応
答含め１時間半程
度。

高大 0480-44-8686

㈱今泉精機
（下三俣1106-1） H25

工作機械、光学測定、航
空機部品の金属機械
加工

CNC旋盤、MC、高精
度研磨加工

ウム・ヴェルト㈱ 加須第
2リサイクルセンター

（栄３６５‐１）
H29

飲料空容器の再資源
化。ペット樹脂、アルミ、鉄、
ガラス

空飲料容器の再資源
化工場です。 個 団

土・日・祝日を除いた平日見学
可。１ヶ月前までに要予約。見
学受入上限３０名。

空飲料容器のリサ
イクル処理、素材
別再資源化を見学。

0280-23-3174
担当:武井

NPA製造㈱
埼玉工場

（豊野台1-563-8）
H11 プラスティック用塗料 RC（レスポンシブル・ケ

ア）活動推進企業 団体個人とも受入れ不可。

㈲カブトギ工業
（久下1668-1） H23 金網フィルター

地元加須市に密着し
た企業を目指していま
す。

個 見学受入上限５名まで。同業者
はお断りします。

材料から製品が出
来る工程を説明しま
す。１０分程。

0480-67-0682

㈱釜屋
（騎西1162） H6 清酒・焼酎・みりん 江戸時代より続く伝統

ある酒蔵 団
１１～１２月以外の営業日のみ対
応。事前に要予約。見学受入上
限３０名。

酒蔵の説明、土蔵
の蔵・貯酒蔵・神社・
資料館の見学、試
飲販売。

0480-73-1234

㈱セイラ
（志多見８３-６） H24 ボルト、ナット、各種特殊

ネジ
高 度な加工 技 術で
ニーズに対応 高大 0480-61-6101

㈱大六鋳造
加須工場

（外田ヶ谷７０６）
H30

建機用油圧部品、ハウ
ジング、ブラケット、ベース、
ポンプ、Ｖシーブ

ＦＣ、ＦＣＤで高難度の
鋳物を受注生産 個 団 事前に連絡、了解が必要。見学

受入上限20人。

1.造型作業
2.溶解、注湯
3.仕上作業
ものづくり体験なし 
約40分

中高大
0480-70-0222
又は
048-253-5566

中央化学㈱
騎西工場

（鴻茎310）
H12 プラスチック製食品包装

容器
トレー、弁当容器等の
製造・販売 受け入れを一時中止しています。 小

　
中

048-540-1217
経営企画部
広報・ＩＲ課

利根地域
市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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加
須
市

塚越特殊鋼㈱
本社工場

（下樋遣川5700）
H21 特殊鋼材 特殊鋼切断のスペシャ

リスト 高大

㈱十勝たちばな
大利根工場

（新利根1-3-2）
H7 和菓子、洋菓子 職人想いを込め、旬食

材を菓子に

㈱永井機械製作所
ナガイテクニカルプラント

（砂原2345）
H19 断裁機 現場に選ばれる断裁

機メーカー 個 団 平日見学可。申込みは１ヶ月前。
状況によりお断りする場合あり。 工場内見学 大 048-255-4670

日本ワイパブレード㈱
（下高柳311） H17 自動車用ワイパアーム・ブ

レード
国内シェアNo.1の専
業メーカー 団

平日のみ見学可。1ヶ月位前まで
にご連絡下さい。見学受入上限
100人。

概要説明、工場見
学、質疑応答で2
時間程度。

中高大小中高
0480-67-1100
http://www.nwb.
co.jp/

沼口米菓㈱
大利根工場

（豊野台2-473-5）
H7 米菓生地 開かれた工場を目指し

て 見学休止中。

フジッコ㈱
関東工場

（麦倉１５０１）
H18 煮豆製品、佃煮

お客様とともに、新しい
食文化を拓く健康創
造企業を目指します。

団

平日（９：３０～１５：００）見学可、た
だし１０月～１２月不可。見学受
入上限３０名位まで。１ヶ月前ま
でに電話又はFAXにて申込み。

1.工場概要説明
2.見学
3.ゲーム等（ビデオ）

中高 0280-62-1551
総務課

ブリヂストンBRM㈱
（南篠崎１-２-３） H30 トラック・バス用のリトレッド

タイヤ（製造・卸売）
ブリヂストン１００％出資
会社 個 団

見学は応相談。休業日（土日他）
は見学不可。業種制限有り。見
学受入上限２０人程度。

会社概況説明、工
場見学会

0480-65-2111
人事・総務部
masahiko.kamio
ka@bridgestone.
com

㈱マスセイ
（古川1-1-1） H23

印刷機械・工作機械・液
晶露光装置・半導体関
連・その他ＦＣ・ＦＣＤ・ＣＶ
鋳物部品

鋳物作りに夢と誇りと
情熱を 団

見学申し込みは１ヶ月前まで。見
学受入上限２０名まで。対ユー
ザー様守秘義務上、同業他社
は要事前確認。その他詳細につ
いては別途確認。

見学コース･･･鋳物
製品の製造工程
所要時間･･･概要説
明・工場見学・質疑
応答含め２時間前後

高大 0480-68-6651

松井産業㈲
（上崎２６５５） H16 乾麺（加須手ぼし麺） 地元に愛される製麺

工場を目指す 個 団 事前確認のうえ、要予約。申込み
は１か月前まで。

製造工程（ミキシン
グ、圧延、乾燥結束） 0480-73-0130

ヤマケイプレコン㈱
（志多見1915） H25 道路用コンクリート製品 都市基盤を支える工

場です。 団
平日見学可。見学受入上限10
人。申込みは1か月前まで。同業
者不可。

製造工程見学、製
品説明等 高大 中高 0480-61-2127

羽
生
市

曙ブレーキ工業㈱
（東5-4-71） H16 自動車、新幹線からＦ１に

至る各種ブレーキ

幅広い分野で社会に
「安全」と「安心」を提
供するブレーキエキス
パート

団 平日は見学可。申込みは１ヵ月前
まで。

ブレーキ博物館「Ai
ｰMuseum」※毎週
水曜日（１４時～１６
時）は一般公開も
実施中

048-560-1500

㈱大門機械
（大沼２-３０-１） H20

プラズマ切断機、半導体
装置、医療器、精密機械
部品等の大型加工

可能性に挑戦し続ける
こと 個 団 平日見学可。申込みは1ヶ月前ま

で。

①工場内現場見学
②加工品の説明
③加工品の最終
利用先等の説明

高 048-565-2814

㈱カネマス
（西５-３９-３） H29 スクールスポーツウェアの

製造、卸
安心して着れる国産
ジャージを提供 団

要事前連絡。同業者不可。小、
中、高、大学生のみ可。見学受
入上限２０名。

スクールスポーツ
ウェアー製造工程
を見学。２０分程度。

中高 048-561-0635

㈱キットセイコー
（上手子林２８０） H20 特殊ねじ、金属切削加工

部品
昭和15年からの技術
のものつくり 個 団

土、日曜は見学不可。見学受入
上限１５名まで。　一部同業者
不可。

048-561-6111

㈱幸大ハイテック
羽生工場

（大沼2-45）
H21

医療機器、メカトロニクス、
知的移動ロボット、無線Ａ
ＧＶ管制システム

常に進化し続ける会社
を目指す 団

平日は見学可。見学受入上限
１０名まで。申込みは１カ月前まで。
機密保持の都合からお断りする
場合あり。

生産ライン 大 048-565-1511

小島紙器㈱
（桑崎981） H21

生活に密着している商
品の箱（菓子やプリンター
インキ・化粧品）

平面から立体形になる
までを社内で。 個 団 同業の方はご遠慮願います。

印刷した板紙を型
抜きし、その後製凾
する工程

中高大

048-561-0741
info@kojima-
shiki.com
http//www.koji
ma-shiki.com/

㈱ダイチューテクノロ
ジーズ

（弥勒７０４-４）
H20

試験設備機器、生産設
備機器、メカトロニクス製
品他

企業価値を向上し、顧
客満足を目指す 機密保持の為不可。

㈱田島軽金属
（藤井上組城沼1375） H21

アルミ鋳物（２ｔ以上も可）、
MMC（アルミとセラミック
ス複合材）、木型、電動
鋳型反転機、機械加工、
熱処理、サンドブラスト

アルミ鋳物のことなら
田島軽金属 団 当社操業日であれば見学可。見

学受入上限３０名。
工場概要説明。工
場見学（生産工程） 高大 高 048-563-5221

㈱東亜酒造
（西４-１-１１） H22 清酒、焼酎、合成清酒、リ

キュール、ウィスキー
清酒「晴菊」醸造元で
す。 団

団体見学受入人数５名～１８名
まで。土日祝祭日を除く当社営業日

（10時～1２時、14時～1６時）見
学可。完全予約制（見学の２週
間前までに申し込み受付）。旅行
業者は申し込み不可。

会社説明、製造工
程見学。生産ライン
見学

高 048-561-3311
経営統括本部まで

㈱ハイキャスト
（小松台２-７０５-３４） H24 産業機械の鋳物部品 若さにあふれた老舗の

鋳物屋です！ 個 団 個人受入上限５名まで。団体受
入上限３０名まで。

鋳物製作を工程順
に見学。概要説明
なども含めて１時間
程度。

中高大小中高 048-561-5241

久
喜
市

亜細亜工業㈱
久喜事業所

（河原井町22）
H10 建築用塗料、合成樹脂 都市の建物に彩りを与

えて半世紀 団
平日見学可。人数上限原則３０
人（相談可）、申込期限１ヶ月前、
同業者見学不可。

塗料製造について FAX:0480-23-2725

㈱ウェルディングアロイ
ズ・ジャパン

（菖蒲町昭和沼24-1）
H25 耐食・耐摩耗を施した鉄

鋼製品
独自の自動溶接技術
による再生事業 個 団

見学受入上限３０人。工業団地
管理センター会議室を利用の場
合は１００名まで可能。（車による
移動有）生産工場の見学であり、
真摯な姿勢で臨まれることを前提
とします。

耐摩耗・耐食肉盛
溶接施工とその説
明

　 高大　　 高 0480-31-8681
総務部

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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久
喜
市

ＡＧＣポリマー建材㈱
（河原井町２３） H18 屋根用ウレタン塗膜防

水材
優れた技術力で日本
の屋根を守る

㈱サン精密化工研究所
本社工場

（所久喜７０７-４）
H28 金型、成形品 精密金型・成形のプロ

集団です。 個 平日見学可。２週間前までに要
予約。

４０分程度。会社の
説明。生産工程見
学。

高大 0480-21-5616

㈱資生堂 久喜工場
（清久町５） H10 化粧品・シャンプー・コン

ディショナー等 一瞬も一生も美しく 　 見学受入なし。 　

㈱ショーモン ミッション
ランド

（河原井町27）
H27 産業廃棄物処理、廃棄

物発電
資源循環工場（久喜
菖蒲工業団地） 個 団 平日見学可。見学受入上限30

人。1週間前までに要予約。

60分程度。DVDに
よる説明。廃棄物
処理工程見学。

0120-14-5383
info@shomon.co.
jp
http://www.sho
mon.co.jp/

㈱竹林
（栗橋東2-3-8） H19 食品調味料（キムチの素、

浅漬けの素）
常に美味しさを追求し
続ける 個 団 平日見学可。同業者不可。申込

みは１ヶ月前まで。 0480-52-2732

㈱遠山鐵工所
（菖蒲町昭和沼１８） H8 鋳鉄異形管、ステンレス

鋼管及び塗覆装鋼管
伝統的製法を併用す
る鋳物工場 個 団 申込期限１週間前。 0480-85-2111

特殊技研工業㈱
第二工場

（桜田２-１３３-９）
H19 金属パイプ塑性加工 鋼種を問わず精密菅

製造可能 一般見学不可

長島鋳物㈱
久喜事業所

（八甫２-３４）
H28

上下水道用マンホール
用蓋・受枠、工作機械部
品

全国のマンホール蓋を
設計製造販売 団 平日見学可。見学受入上限１０

名。１ヶ月前までに要予約。
６０分程度。製造工
程見学。 0480-58-2212

㈱中村コミュニケーショ
ンズ

（菖蒲町上大崎539-7）
H12 パンフレット、カタログ、チ

ラシ、ＤＭ
快適な仕事空間と電
子商取引の実現

仁科工業㈱
メカシス工場

（下早見１９１０-５）
H26 めっき加工 数ミリ単位から重量20

トンまで可。 　 団 めっきについて(種
類・特性・用途） 中高大小中高

仁科工業㈱ 本社
048-831-5238　
http://nishina-
inc.com

㈱ニチネン
久喜工場

（河原井町10-２）
H17 カセットコンロ・カセットボ

ンベ
カセットボンベの一貫
生産工場 団 平日見学可。ただし１０月～１２月

は見学不可。同業者不可。
生産工程（ライン）
の見学 0480-25-4521

日本信号㈱
久喜事業所

（江面字大谷1836-1）
H7 鉄道信号保安装置 社会に貢献する「安全

と信頼」 団 平日見学可（期末の繁忙期除く）。
見学受入上限２０名（応相談）。

1.ＤＶＤの会社概
要説明。２．見学 高大 0480-28-3000

業務部まで

日本鋳鉄管㈱
本社・工場

（菖蒲町昭和沼１）
H12 鋳鉄管、鉄蓋、ポリエチレ

ン管
水・ガス・情報通信の供
給を支える 団 平日見学可。中学生以上に限

定。１０名から。
水道用鋳鉄管を製
品化する工程 0480-85-1101

㈱広岡鉄工 久喜工場
（河原井町５） H29

自動車、建機、鉄道ブレー
キ部品等（板金プレス・溶
接・塗装品）

試作～量産まで。お客
様へ御提案。 団

1ヶ月前までに予約。日程調整有
り。平日限定。同業者は不可。見
学受入上限１０人。

会社概要説明と工
場見学（６０分 程
度）

高大 info@hirooka-t.co
.jp

最上ＣＡＮ㈱
（清久町２-３） H15 インキ缶 周辺と調和した明るい

工場 団
団体可 ５人から　※土・日・祭日
は見学不可、申込みは1ヶ月前ま
で。

0480-96-1690

ヤマテック㈱
久喜事業所

（河原井町２８）
H28 産業機器、通信機器等

の工業塗装及び組立
確かな技術で応える工
業塗装の百貨店

現在工場内構内整備中につき
準備できましたら受入させていた
だきます。

高大

蓮
田
市

㈱エヌ・ワイ・ケイ
埼玉工場

（根金1689-1）
H11 醸造食品タンク・受水槽

類
緑豊かな省資源・省エ
ネルギー工場 個 団

月曜～金曜（９：００～１６：００）見学
可。電話またはＦＡＸにて申込。見
学希望者名簿の提出要。

・工場概要説明（ＶＴ
Ｒ含む）・生産工程

（工場内）案内

TEL:048-766-1211
FAX:048-767-1021

㈱デサン 蓮田工場
（高虫１３５８-１） H26 車輌塗装事業、マーキン

グ事業、サイン広告事業
企画提案型営業の若
さあふれる企業 個 団 平日見学可。見学受入上限５人。

１ヶ月前までに要予約。

６０分程度。会社概
要説明、生産工程
見学。

大

048-767-1077
蓮田工場 管理部
k-tounai@dessin.
co.jp

㈱トーヨー精工
（井沼620-28） H8 精密機器部品組立、検

査、製造
環境整備と女性の能
力活用に積極的

取引先との守秘義務契約のた
め、見学不可。

幸
手
市

㈱サニー電化
（上吉羽2100-96） H25 小物～微少部品への金、

銀、ニッケル等のメッキ
多品種、小ロット、短納
期対応。 個 団 平日見学可。2週間位前までに

要予約。

60分程度。当社の
技術説明、作業現
場、排水処理場見
学等。

0480-47-3200
oohira@sunnyde
nka.com
担当 大平

前澤工業㈱
埼玉製造所

（高須賀537）
H11 上・下水道用機器（栓・

弁・水門）
水と環境の総合企業
へ 団

４月～１０月の月曜～金曜（１０：００
～１１：３０、１３：００～１５：００）見学
可。見学受入上限３０名。同業
者の見学不可。

1.工場概要、技術
説明2.工場内生
産工程

大 TEL:0480-42-1111
FAX:0480-42-1200

白
岡
市

白岡冶金㈱
（下大崎869-1） H18 精密機械部品真空炉

熱処理
浸炭焼入、真空焼入、
軟窒化処理 個 団 個人５人未満にて 処理内容説明、工

場内見学 0480-93-0234

大成ラミック㈱
（下大崎873-1） H18 液体包装フィルムおよび

高速自動充填機
液体包装システムの
リーディングカンパニー 受入は行っていない。

要
相
談

0480-97-0224

宮
代
町

㈲川野武次郎商店
（和戸103） H13 米菓生地・米菓 地元産米使用で名産

品づくりに挑戦 個 団 平日見学可。見学受入上限６名
まで。申込は１ヶ月前まで。 0480-35-1894

杉
戸
町

㈱セイワ
（杉戸627） H27

多孔質塩ビローラー・軟
質塩ビローラー・耐薬品
性吸水塩ビローラー

金型に直接注形する
プラ加工技術 個

月・火・木・金の午前中（スポンジ
ローラー製品取扱メーカー見学
不可）

概要説明、工場内
製造工程見学。40
～50分程度。

高
0480-34-6672
seiwa@seiwa-
roller.co.jp

田辺クリーニング
（清地５-２-１３） H30

衣類のクリーニング、修
理、リフォーム、着ぐるみク
リーニング

衣類のクリーニング&ク
リニック 個 団 月曜～土曜見学可。1ヶ月前まで

に要予約。見学受入上限7人。

クリーニング作業工
程見学（30分～1
時間）

中 小中高
0480-32-1786
tanabecleaning@
gmail.com

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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熊
谷
市

東工業㈱ 妻沼事業所
（原井260） H14 電球用ガラス球・ガラス

管・ほ乳びん
明るく輝くガラス製品づ
くり 団 会社営業カレンダー休日の見学は不

可。同業者不可。申込みは１か月前まで。 中高 048-588-1177

㈱アドバン
（妻沼西1-37） H19 バイオディーゼル燃料 環境にやさしい循環型

社会の創造 個 団 平日見学可。申込は、１ヶ月前まで。施設見学、製造工
程の説明

TEL:048-567-3303
FAX:048-567-3306
info@kk-advan.co.jp

今泉工業㈱
（三ケ尻4276） H9 金融関連機器部品 快適でクリーンな作業

環境 個 団 平日見学可。申込期限１週間前。
1.工場概要説明　
2.生産工程
3.質疑応答

高 048-533-4407

MSD㈱ 妻沼工場
（西城810） H12

糖尿病治療薬、高脂血
症治療薬、高血圧治療
薬、骨粗しょう症治療薬、
緑内障治療薬

自動化・無人化の最
新鋭の工場 団

当工場稼働日見学可（要事前
相談）。見学受入上限１０名前後。
製造エリア入室時は、所定の更
衣必要。

・工場の施設等見
学・ＶＴＲによる工場
説明

要
相
談

要
相
談

要
相
談

要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-588-8411

彩源㈱ 熊谷第二工場
（御稜威ヶ原823-２0） H23 ペットボトル、スチール缶、

アルミ缶プレス品
ゴミから資源へ、どう変
わる。 個 団

個人見学受入上限５名まで。団
体見学受入上限２０名まで。弊
社での送迎が出来ない為、来社
下さい。学校関係でのクラス単
位での見学は事前打合わせ。

施 設 概 要 説 明　
３０分、施設見学　
３０分　合計１時間

大 048-574-5314

ＪＦＥ建材㈱ 熊谷工場
（三ケ尻6100） H11 ガードレール、デッキプレー

ト、土木製品
２１世紀、新しい世代へ
の架橋 団

見学日は要相談。見学受入上
限は１５人。中学生以上のみ受
入可能で、同業者不可。

048-532-2111

㈱ソメヤ
（瀬南130） H6 正絹きもの 熊谷染の伝統を守っ

て 小中

泰東精密㈱
（弥藤吾563-7） H19 大型精密部品加工 高付加価値生産に挑

戦する技術集団 団 当社営業日見学可。同業者不可、
上限１０名まで。見学者名簿提出。概要説明、見学 高大 048-588-5611

太平洋セメント㈱
熊谷工場

（三ケ尻5310）
H10 セメント 生産と環境の調和をめ

ざして 団

平日見学可。ただし、春、秋約1ヶ月ず
つの定期修理期間を除く。要事前
連絡。見学上限４０名まで。　なお、イ
ンターンシップは地元の学校に限る。

工場概要説明（ＤＶ
Ｄ）。製造工程、リサ
イクル設備の見学

中高大 048-532-2893

㈱ニコン 熊谷製作所
（御稜威ヶ原201-9） H12 ニコン縮小投影型露光

装置ＮＳＲシリーズ
半導体露光装置の研
究・開発及び生産

日本食材㈱ 妻沼工場
（上江袋310） H13 チョコレート、キャンディー チョコレートのＯＥＭ生

産 見学受入不可。 中高大 048-589-0345

日本メタルガスケット㈱
（三ケ尻字出口3308） H15 自動車用部品 メタルガスケットのパイ

オニア 団 埼玉県産業労働部の紹介があ
るものに限り検討。 048-532-9378

能美防災㈱
妻沼西事業所
メヌマ工場

（妻沼西1-6）

H9
自動火災報知設備･住
宅用火災警報器の製
造

能美防災は、街を、人を、
かけがえのないものを、
火災から守り続けてい
ます。

団

当工場平日稼働日見学可。同
業者不可。事前申込要。メール
にて依頼受付後、返信調整させ
て頂きます。見学受入上限３０人。

工場概要説明・製
造ラインの見学・実
機展示物の操作
等

中
※

Menuma_soumu
ka@nohmi.co.jp
メヌマ工場 総務課
見学担当宛
※地元の学校に限る

日立金属㈱
熊谷製作所

（三ケ尻5200）
H7

軽合金鋳物（自動車用
アルミホイール）、マグネット

（永久磁石）

「最良の会社」を具現し
て社会に貢献する 団

工場の休日（原則土・日）不可。
見学受入10名～30名。同業
者不可。

中高 048-531-1111
（代）

㈱富喜製作所
（石原１-７８） H18

自社製品：ファインバブル
（FB）発生装置「ミクロス
ター」他環境機器

FBの応用による新シ
ステムの構築 個 団

ファインバブルについて見識を持
ち、ファインバブルの活用を考えて
おられる企業の方。見学受入上
限５人。

発生装置によるデ
モンストレーション・
説明・その他ご希望
に応じて

info@fuki-ss.co.jp
または、弊社のHPの
お問い合わせフォーム
よりお申込みください。

ポーライト㈱ 熊谷工場
（上江袋350） H8 粉末冶金製品の製造、

販売
大型燃料電池設置工
場 個 団 １か月前までに予約。同業者見

学不可。見学受入上限４０名。 製品の製造工程 高大
048-588-6182
http://www.pori
te.co.jp/

前澤化成工業㈱
熊谷工場

（市ノ坪408）
H11 上下水道関連製品・環

境機器製品
人と水・提案開発型の
創造企業 個 団 平日見学可。同業者の見学不

可。詳しくは担当まで。 中高 048-588-1331

松本米穀精麦㈱
ＧＰセンター

（佐谷田480）
H16 鶏卵全般（パック卵、箱

詰卵等）
安全安心新鮮な鶏卵
をお届けします 団

平日見学可、ただし11月～１月は不
可。見学受入上限１０名程度。１か
月前までに申込。同業者見学不可。

卵のパック詰めライ
ン 048-523-1201

三菱電線工業㈱
熊谷製作所

（新堀1008）
H9 電線、ケーブル エネルギー送電技術で

社会に貢献

㈱ユーパーツ
（佐谷田１２８５-２） H22

自動車リサイクル部品・中
古エンジン、ミッション、外
装・機能部品

自動車リサイクル部品
はユーパーツ 団

平日見学可。見学受入上限１５
名。事前連絡により受入判断す
る。

廃車、事故車からリ
サイクル部品（中古
部品）として、解体、
商品化までの流れ・
エコパーツ館（CO2

削減量の見える化）

048-524-0524

㈱リード
（弥藤吾578） H15

自動車部品、街路灯、ア
ンプケース、システムラッ
ク

新しい価値創造への
挑戦企業リード 団

団体可（但し、５～９名程度まで）。
当社営業日に限る。申込みは１ヶ
月前まで。

内容については相
談 中高大 048-588-1121

㈱リケン 熊谷事業所
（末広4-14-1） H8 自動車用部品 世界が認める技術で

未来を切り開くリケン 団
見学日は要相談。同業者見学
不可。撮影不可。申込は１ヶ月前
まで。見学受入上限１５人。

事業所概要説明。
製造工程見学 048-521-3511

リンテック㈱ 熊谷工場
（万吉3478） H8 特殊紙・剥離紙・剥離フィ

ルム
厳しい自主基準で環
境保全に努める 団

毎月１日～２０日まで（都合により
不可になる場合有）。同業者不
可。見学受入上限４０人。

事業所概要説明。
製造工程見学。 048-539-1212

本
庄
市

赤城乳業㈱
本庄千本さくら『５Ｓ』
工場

（児玉町児玉８５０-１０）

H30 ガリガリ君をはじめとしたア
イスクリーム

「品質保証業」を目指し
ています。 個 団

見学ご希望月の３ヵ月前より受付
開始。抽選にて当選発表。見学
受入上限２０人。

アイス製造工程の
見学、ガリガリ君広
場の見学、アイスの
試食

0120-60-6092
https://factory.ak
agi.com/factory/
往復ハガキ
赤城乳業株式会
社本庄工場『工場
見学』係り宛
※住所  左記記載
の工場所在地

曙機械工業㈱
（共栄210-2 児玉工業
団地内）

H21 抜型裁断機（カッティング
マシーン） 明日の工場提案 個

平日見学可。同業者は見学不
可。電話受付時間は9:00～
16:00。

0495-21-8123

沖電気工業㈱
本庄工場

（小島南4-1-1）
H7

電話交換機、伝送装置、
事業所用デジタル電話機

（ＰＨＳ）
人にやさしい快適工場

北部地域
市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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本
庄
市

カルソニックカンセイ㈱
児玉工場

（児玉町共栄540-7）
H9 自動車用電子製品 グローバルな総合自動

車部品メーカー 高 0495-72-4321

㈱グローバル
（いまい台2-98-1） H17 電気炉 省エネクリーン電気炉

のメーカー 団
土日祭日及び当社カレンダー休
日以外で見学可。申込みは２週
間前まで。

0495-21-1111

児玉化学工業㈱
埼玉工場

（下野堂642）
H8 洗面化粧鏡、自動車部

品
創業７０年の真空・射
出成形の企業 個 詳細は見学申込み時に相談。

会社概要説明及
び生産工場見学。
同業者不可。

高大 0495-21-4271

㈱産研舎 本社工場
（児玉町吉田林９１３-１） H28 Si加工品 シリコンの微細加工が

主です 大 中高

賛光精機㈱ 児玉工場
（児玉町共栄３００-２） H29

空圧機器部品、半導体
製造装置部品、光学機
器部品等。

アルミ精密部品の切
削加工。 個 団 平日見学可。見学受入上限２０

人。１か月前までに要予約。

９０分程度。スライド
による説明、生産工
程見学。

中高大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

0495-72-0701

大同機工㈱ 埼玉工場
（児玉町宮内８３８-１） H30

水門、除塵機、防水扉、イ
ンテリアデザイン製品の
製造

技術開発型の企業 個 団
日程・内容について１０日前までに
電話・メールにてご相談下さい。
見学受入上限２０人。

会社概要及工場
の説明。水門製造
工程見学や溶接
体験（要相談）。

高大

0495-73-1720
info@daido-kiko.
co.jp
http://www.dai
do-kiko.co.jp/

高橋ソース㈱
（下野堂604-7） H6 ソース・トマトケチャップ・ド

レッシング・トマトソース等
有機ＪＡＳ、ＩＳＯ２２０００
取得

一般見学不可（見学コースが無
い為）　取材等の見学のみ可

個別対応となる為、
内容は要確認

0495-24-1641
http://www.taka
hashisauce.com

タツムテクノロジー㈱
（東五十子744） H22 自動車部品製造、金型

製作、試作製作
試作から量産まで金属
加工一貫生産 団

会社就業日見学可。見学受入
上限１０名。工場内の撮影は許
可制。

会社概要説明、工
場見学 中高大 TEL:0495-21-1641

FAX:0495-24-4596

㈱デリフレッシュフーズ
（新井600） H7 ハム、ソーセージ、冷凍麺 健康志向の食品づくり

ＤＯＷＡハイテック㈱
（仁手1781） H9

貴金属めっき加工、導電
粉末材料・セラミックス材
料

高度な技術力で皆様
の生活を支える。 個 団 平日見学可。主として児童・学生

の社会見学等に限る。

会 社 概 要 説 明 。　
加工・生産工場及
び排水処理設備
見学。

高大 0495-21-6111

㈱ナック
クリクラ本庄工場

（児玉町児玉2256）
H27 宅配水クリクラ 安心安全おいしい水を

お届けします 個 団 要予約。一般は水土開催。団体
は（10～200名）日時応相談。

水について学べる
ミュージアムと大型
ロボットを用いた工
場を見学。

要
相
談

0120-867-867
（月～土曜　9時～
16時30分）
https://www.cre
cla.jp/factory/ho
njyou/

フィグラ㈱ 埼玉工場
（共栄210-5） H12 化粧品・ガラス二次加工 エッチングガラスで快

適空間を創造 個 団 会社就業日以外は不可（土・日・
祭日・年末年始・夏期休暇中）。 0495-22-6511

㈿本庄食肉センター
（杉山115） H23 国産牛肉・国産豚肉 安全で高品質なお肉

をお届け致します。
もぎ豆腐店㈱

（寿3-2-21） H7 豆腐 地域そして未来へ食
文化を創造

ヤマト興産㈱
本庄工場

（児玉町児玉１８９３-３）
H29 段ボール製品 段ボール製品製造の

プロ集団です 個 団 同業者不可。撮影禁止。申込み
は１ヵ月前まで。

段ボール製品の製
造工程 中高大

要
相
談

要
相
談

要
相
談

TEL:0495-72-8815
FAX:0495-72-8818

ユーエスエンジニアリン
グ㈱

（いまい台3-12-1）
H18

紙器、段ボール、プラス
チック製品の抜型の設
計・製造

自然環境に配慮した
未来型工場 見学不可。

深
谷
市

赤城乳業㈱ 深谷工場
（上柴町東2-27-1） H8 アイスクリーム ロングセラー商品で親

しまれる 見学不可。

㈱旭製菓 花園工場
（小前田509-2） H25 かりん糖 創業八十有余年のか

りん糖メーカー
㈱アタゴ 深谷工場

（小前田５０１） H8 屈折計・糖度計 国内、海外で高いシェ
アを占める

見学は原則、受け入れていません。
深谷工場宛にお問い合わせください。 048-581-7788

㈱新井機械製作所
（沼尻655） H6 煎餅製造機械 せんべい製造機械の

トップメーカー 団 平日見学可。同業者不可、工場
内撮影不可。

工場概要説明及
び見学 048-571-2151

㈱エムケー
（上原２７２） H26 パッケージ・ＰＯＰ・ディスプ

レイ什器
笑顔の絶えない楽しい
会社 ! ! 個 　

平日（１０：００～１５：００）見学可。申
込みは１ヶ月前まで。小中学生歓
迎。同業者不可。

パッケージの製造
工程を見学 048-583-4647

㈱岡部新電元
（本郷342-1） H12 二輪車・四輪車・汎用エン

ジン用電装品
環境配慮のハイテク
工場 団

見学日等については都度決定
（学生のみ）。見学上限１０人程
度。要事前連絡。

一般工場見学 中高大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

048-585-5846

㈱河村機械工業所
花園工場

（北根１０）
H28 自動車用トランスミッショ

ン内部品　ほか
モノづくり　ヒトづくり　
未来づくり 個 中学生～大学生。生産状況に

よっては不可。最大３名。

製品、加工方法の
説明（１ｈ）＋工場見
学（１ｈ）

048-584-8010
（電話のみの受付け
となります）

㈱コルテック
（北根120-1） H8

シンセサイザー組立、基
板実装、省力化機械装
置の設計・製作

多くのミュージシャンに
評価される 見学受入不可。

サン電子工業㈱
深谷工場

（本田３０７７-１）
H26

アミューズメント機器及び
介護機器（楽しく遊んでリ
ハビリ）

アミューズメント及び介
護機器で社会貢献 　 団 平日見学可、但し１ヶ月前に要予

約。人数は３０人まで。

工場概要説明と楽
リハ（介護機器）の
体験。

　 048-578-2200

㈱シタラ興産
サンライズFUKAYA工場

（折之口1970-5）
H29 建設系廃棄物の中間

処理

日本初全自動選別ロ
ボット（AI搭載）導入工
場。

個 団 平日見学可。（１３：３０～１７：００）
見学受入上限３０人。

９０分程度。施設概
要説明、工場内見
学。

高大

048-574-0310
shitara_kousan@
max.odn.ne.jp
担当：谷ツ田

ダイニック㈱ 埼玉工場
（内ヶ島500） H12 インクリボン・カーペット・ク

ロス クロスのトップメーカー 団 日程は事前連絡にて調整。同業
者不可。写真撮影不可。 カーペット製造等 048-572-3311

たつみ印刷㈱
（上敷免28-2） H8 印刷 電子化の流れにいち

早く対応 個 団 平日（10:00～16:00）見学可。
見学受入上限１５名まで。 中高大小中高 048-573-2711

日東電工㈱
関東事業所

（幡羅町1-8-5）
H23 フッ素樹脂各種成形品、

耐熱粘着テープ
２０１８年に創立１００周
年 団 平日見学可（申込み１ヶ月前）。日

程は要打合せ。
概要説明及びショー
ルーム、工場見学。 高大 048-571-3127

日本高圧コンクリート㈱
埼玉工場

（田中1440）
H12 ヒューム管、パイル、コンク

リート橋桁
設計施工及びインフラ
整備のお手伝い 団 平日見学可。 見学受入上限２０

人まで。　 048-583-2511

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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深
谷
市

㈱フォレスト
（小前田417） H27 焼菓子 菓子製造、販売 中高大

048-579-0101
0120-41-2771

「花園フォレスト」

三菱電機ホーム機器㈱
（小前田1728-1） H8

クリーナー、ジャー炊飯器、
オーブンレンジ、ＩＨクッキン
グヒーター、除湿機、空気
清浄機など

生活（くらし）に価値を与
える製品づくり 見学不可

三矢精工㈱
（上野台1400-10） H21 各種軸受 すべり軸受のパイオニ

ア 個 団 会社休業日不可。同業者不可。 高大 048-573-3281

美
里
町

㈱日本製衡所
（小茂田５６０-１） H20

計量器（トラックスケール、
フロアースケール等）総合
メーカー

私達は常に本物を追
求し、愛し創り続けてゆ
きます。

個 団 平日見学可（申込1ヶ月前）。 小中高 0495-76-1231

神
川
町

㈱コスモフーズ
埼玉神川工場

（二ノ宮105）
H27

炭酸飲料、お茶、機能性
飲料、特保飲料等清涼
飲料

日本一対応力のある
工場が目標 個 団 ヒゲが無い。爪が清潔。見学受

入上限20人。
製造工程の見学。
１時間。

TEL:0495-77-2118
FAX:0495-77-2100

ヤマキ醸造㈱
（下阿久原955） H6 味噌・醤油・豆腐・漬物・ス

イーツなど
創業明治３５年の味
噌・醤油蔵 個 団

年末年始を除く毎日（１０：００～
１７：００）見学可。説明付見学は
要予約。見学受入上限４２人

醤油のもろみ蔵、製
品充填室の見学。
食のもの作り体験
要予約。

中
※

0274-52-7000
http://www.ya
maki-co.com
※児玉郡神川町内
の生徒に限る

上
里
町

㈱磯屋 本社工場
（勅使河原1139-4） H30

海苔、お茶、南高梅、茶
漬、鰹節等を使用した和
食ギフト

美味しい海苔ギフトを
全国へ 個 団 要事前打ち合わせ。

海苔の焼き工程、パッ
ク工程。ギフト製造工
程を見学できます。

中高大 0495-33-1011

㈱ウラノ 本社工場
（七本木3563） H10

金属部品の切削加工
（航空機に使われるチタ
ン部品、半導体製造装
置部品など）

チタンなど難削材部品
の切削加工 個 団

小学生以下は不可。基本的に
同業他者は不可。見学受入上
限１５人

工場概要説明→
工場見学（仕上室
→検査室→加工
現場）→質疑応答

中高大 0495-33-2511
担当：細井まで

㈱味輝
（大御堂７４０-１） H30

自家製天然酵母から作
る食品添加物を使用しな
いパンとパン粉

天然酵母、無添加に
拘わるパン工場 団

小学生低学年以下不可、専用
白衣、帽子、マスク着用。見学受
入上限１２人。

工場見学通路はござ
いません。作っている所
を直接見学。約４０分。

中高大 中高 0495-33-4626

寄
居
町

㈱アサノ
（赤浜９２０-６） H22 精密加工及び複雑形

状の切削加工品 複雑形状の精密加工 秘密保持契約につき見学不可。

㈱ウム・ヴェルト・ジャパン
寄居工場

（三ケ山３３０-１）
H28

廃蛍光灯を選別・破砕し、
リサイクルを行っている企
業です。

資源循環型社会に取
り組む企業です。 個 団

土・日・祝を除いた平日見学可。見
学受入上限４０名。１ヶ月前までに
要予約。

６０分程度。工場概
要ＤＶＤ。処理工程
見学。

高大 048-577-1153

㈱エコ計画
（三ケ山262） H25

廃棄物によるサーマルリ
サイクル、固形燃料およ
び肥料化

循環型社会の実現を
目指します。 団

土日は見学不可。（平日火～木
曜日）見学受入上限30人程度。
１か月前までに要予約。

60分程度。ＤＶＤに
よる説明、施設内
見学。

中高大小中高
048-862-5011
infosys@eco.co.
jp

㈱エスケーフーズ
（赤浜２７５６-１） H26 とんかつ、メンチカツ 安心・安全な食品をお

届けします。 　 　 　 　

㈱きぬのいえ
（寄居１２２４-５） H29

巾着、ポーチなどの小物
から洋服にいたるまで幅
広く製作している。

オリジナリティの高い商
品作り。 個 団

体験（染色）も受け入れておりま
す。１ヶ月前くらいまでに要予約。
見学受入上限１０人。

染め見学の場合は
９０分～１２０分、体
験の場合は半日。

048-581-5298
kinu@beige.ocn.
ne.jp

共和ダイカスト㈱
（桜沢1560-17） H7 自動車部品（アルミダイカ

スト鋳造）
信頼性の高い工場め
ざして 団 土・日見学不可。２週間以上前に

連絡必要。撮影、録音は禁止。 小 048-581-1726

㈱サイモクホーム
（三ケ山389-5） H19 住宅用部材（木材） 高精度に加工した住

宅資材をご提供 個 団 月～土曜（８：００～１７：００）見学
可。申し込みは１ヶ月前まで。

木造在来工法の
加工現場 048-581-7803

㈱酒井材木店
（寄居１３８６） H20 住宅建築資材等 ＥＣＯ住宅な健康住宅 個 日、祭日は見学不可。 小 048-581-4554

㈱シバサキ製作所
（桜沢1５６０-３０） H12 直噴エンジン部品、シート

部品
自動車の安全と環境
を支える技術 個 同業者不可。学生のみ受入可。 高 048-581-3001

㈱ＳＨＩＭＡＤＡ
（富田1986） H27 光学部品、医療機部品、

航空機部品
ものづくりを通じて社会
に貢献する 高大

㈱太洋社印刷所
（寄居1069） H14 商業印刷（チラシ） チラシの企画を提案し

ます 個 団 平日見学可。申込みは１か月前ま
で。 048-581-5564

㈱高橋製作所
寄居工場

（赤浜795）
H25 天体望遠鏡 宇宙を相手に技術の

融合で挑む挑戦企業 小中高

㈱タクモス精機
（赤浜１１７４-３） H24 板金用打抜き金型 打抜金型や自動選別

機の製造販売 個
製品（打抜き金型）の使われ方
の見学・体験について現在準備
中です。

製造工程に沿った現
場・設備の見学と製品

（金型）での加工体験
（準備中）３０分程度

高大 048-582-2271

東栄化学工業㈱
（末野１２７-１） H28

自動車部品、電子・ＯＡ機
器部品、光学部品、ア
ミューズメント部品

エンプラ・汎用樹脂の
射出成形 個 誓約書記入。撮影不可。 工場内の見学のみ

a-fukushima@
touei-kagaku.co.
jp

日東精密工業㈱
（桜沢1560-16） H8 切削工具（ブローチ） 快適な工場では女性

も機械を操作 団
平日（１０：００～１２：００、１３：００～
１７：００）見学可。申込期限３週
間前、同業種見学不可。

ブローチの製造工
程 高 048-581-8818

㈱ノアエンジニアリング
桜沢工場

（桜沢1560-15）
H9 生産用機械装置関連

の精密部品加工
少量多品種の精密機
械加工 個

顧客と機密保持契約を結んでお
り、見学が可能な日程は要事前
確認

構内各種工作機
械および完成品の
陳列

高大 048-581-6708
臼木まで

㈲野辺製作所
（桜沢６３３） H30 自動車部品 平面研磨の専門企業

北陸軽金属工業㈱
埼玉工場

（赤浜字後古沢138-2）
H13 砂型アルミ鋳物部品 型製作、鋳造、機械加

工の一貫生産 　 団
高校生及び大学生に限定。申し
込みは２か月前迄。見学受入上
限１０名。

工場でのものづくり
工程説明主体（工
場見学は一部）

高大 http://hokurikuk
eikinzoku.co.jp/

㈲丸一養鶏場
ＧＰセンター

（赤浜2832）
H21 鶏卵パック製品、業務用

鶏卵
卵を通じて人の健康に
貢献します。 団

平日見学可。見学受入上限２０
名。希望日２カ月前までに申込み、
同業者不可。なお、家畜伝染病
等が発生している場合不可。

パッキング工場の
見学 小中高 048-582-1135

㈱萬松 埼玉事業所
（今市１０３） H24

自動車用プラスチック部
品（灰皿・カップホルダー・
他）

ひとつひとつに心を込
めて… 個 団

団体受入上限１０名まで。平日（９：
００～１２：００、１３：００～１５：００）見
学可。同業者不可。申し込みは
１ヶ月前まで。撮影・録音は禁止。

熱硬化性成型・塗
装・組み立て作業
の見学（所要時間
は約４５分）

048-582-1221

㈱山口製作所
（露梨子560-1） H23 空気圧機器部品 『お客様の多様なニー

ズに対応します。』 個 団 個人見学受入上限５名まで。団
体見学受入上限１０名まで。

素型材のバリ取り、
研掃、機械加工、治
具製作工程など。約
１時間くらい。

中高大 048-581-3055

市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高

30



秩
父
市

アルバック成膜㈱
（寺尾２８０４） H20

超ＬＳＩ製造用ハードマス
クブランクス、大型ディス
プレイ用マスクブランクス

将来性豊かな技術開
発型企業 個 団 土曜、日曜は見学不可。申込みは

１ヶ月前まで。

・会社概要説明
・ＤＶＤによる会社案内
・製品の紹介　など

高大 0494-24-6511

㈱ウッディーコイケ
プレカット事業部

（久那1860）
H14 木材プレカット 県内唯一の木材一貫

加工工場 個 団 団体（特に小・中・高生）引率者必
要。見学受入上限３０名。

プレカットの加工工
程

TEL:0494-23-1234
FAX:0494-25-2755

キヤノン電子㈱
秩父事業所

（下影森1248）
H15 磁気コンポーネント製品 技術の最先端で、ひと

きわ輝く 要相談。
要
相
談

要
相
談

要
相
談

要
相
談

要
相
談

要
相
談

03-6910-4111
（代）

㈱グラファイトデザイン
（太田2474-1） H12 炭素繊維製ゴルフシャフ

ト、各種パイプ成型品
カーボン素材の独自積
層技術開発 団

平日見学可。見学申請書にて個
別に可否判断。見学受入上限
１０名。

炭素繊維製ゴルフ
シャフトの製造工程 中高

0494-62-2800
管理部 管理課
総務係

児玉工業㈱
（桜木町11-24） H23 セメントタンク、ベルトコンベ

アー、バケットエレベーター
美しい地域作りに貢献
致します。 個 見学受入上限３名まで。受注製

品が不定期の為、制約がある。 ３０分 小 0494-22-4441

埼玉機器㈱
秩父製造所吉田工場

（下吉田５０１）
H29 大型商用車用ブレーキ

重要保安部品 働く人と地域にやさしく 個 団
平日は日程調整のうえ見学可。
申込みは希望日の１か月前まで。
見学受入上限３０人。

機械加工及び組
立工場内見学 高大 048-831-4802

㈱埼玉富士
（山田783） H8

制御リレー、マグネットス
イッチ、各種精密専用組
立機、部品加工（ＭＣ）な
ど

最新鋭のＦＡ設備で
ニーズに応える 個 団

土・日・祝祭日・指定休日を除いて
見学可。同業種の方は制限。１ヶ
月前までに要申込。見学受入上
限４０名。

工場概要説明、生
産工程見学。ＶＭ６
Ｓ（５Ｓ＋１Ｓ）説明

高大 0494-24-1111

㈱三球電機製作所
秩父工場

（みどりが丘21）
H17 通信指令台、プリント基

板実装 見学不可。

㈱シバサキ
（堀切507） H7 アルミ製品、LED照明機

器
挑戦するモノづくりで
社会に機能！ 団 平日見学可。要事前相談。受入

上限１０名まで。
工場見学(アルミ事
業部、ＬＥＤ事業部） 高大

0494-62-4226
kasahara.masay
uki@alfacto.com

島崎㈱
（道生町15-20） H6 婦人インナー 夢のある工場物語 現在受け入れておりません。

昭和電工㈱
秩父事業所

（下影森１５０５）
H20 化合物半導体材料、レ

アアース磁石合金等
エレクトロニクス分野で
未来を拓く 団

平日随時受入可。　公的団体
のみ受入れ可（他別途相談要）。
見学受入上限３０名まで。

化合物半導体（ＬＥ
Ｄ）やレアアース磁
石合金の製造工程

中高大小中高 0494-23-6111

秩父太平洋セメント㈱
（大野原1800） H15 タンカル、特殊セメント 誰からも信頼される誠

実な企業
個人および学校及び一般の団
体の見学受入れ不可。

秩父電子㈱
（山田2178） H8 半導体関連素材研磨

加工
半導体素材平面研磨
の匠集団 団 同業者でないこと。見学の指示

に従うこと。見学受入上限１０名。 通路からの見学 高大 0494-22-5955

日新陸運㈱ 環境事業
部 資源化工場

（荒川上田野９８７-１）
H18 古紙プレス品 循環型社会の為に地

域と共に再資源 個 団
原則営業日（９：００～１５：００）
見学可（応相談）　早めにご連
絡下さい。

工 場 概 要 説 明　
工程見学 小中 0494-54-1530

㈱二ノ宮製作所
秩父みどりが丘工場

（みどりが丘２９-１）
H22

金属筐体（電源機器、エ
ネルギー機器、医療分析
機器、金融機器等）

成長を続ける筐体専
門メーカー 個 団 見学については要相談。

板金加工の一連
の流れを見学製造
現場でのモノづくり
製作体験

中高大小中高 0494-62-0898

武甲酒造㈱
柳田総本店

（宮側町21-27）
H6 清酒、焼酎、リキュール、ワ

イン、ジャム、漬物

店舗は国指定登録有
形文化財です。内井戸

「武甲山伏流水」は平
成の名水百選です。

団 年間を通し、毎日実施。原則として
１０名以上対象。 酒蔵見学、利き酒 中 0494-22-0046

㈱武蔵野香料化学研
究所 秩父工場

（みどりが丘37）
H16 食品香料等 人に大切な香りを追求

しています。 個 団
見学は応相談。休業日（土・日・祝
祭日他）は見学不可。業種制限
あり。申込みは１カ月前まで。

要
相
談

要
相
談

0494-62-6011

㈱矢尾本店
秩父錦 酒づくりの森

（別所字久保ノ入1432）
H6 清酒・焼酎・リキュール 全国新酒鑑評会7年

連続金賞蔵 個 団 要予約・申込みは１週間前まで 。
秩父錦貯蔵室の見
学。創業270年の酒
蔵資料館のご案内

中高大 TEL:0494-22-8787
FAX:0494-22-8833

横
瀬
町

三菱マテリアル㈱
横瀬工場

（横瀬２２７０）
H20 普通ポルトランドセメント 「人と社会と地球のた

めに」を理念 高 0494-23-1111

㈱吉田工業所
（横瀬６２５６） H20

鋼構造物（タンク、シュー
ト、ホッパー）、機械器具
（ベルトコンベア）

安全最優先

皆
野
町

㈱オプナス 埼玉工場
（皆野1940） H6

自販機用・建築用・ロッ
カー用錠前を中心とした
セキュリティ商品

セキュリティーを愉し
くしよう! ! 団 平日見学可。見学受入上限２０

人程度。申込期限１ヵ月前。 錠前の製造工程 中高大
要
相
談

要
相
談

要
相
談

0494-62-2070
工場長まで

ジュウゼン製造㈱
（大渕97-1） H12 産業向け錠前及び周辺

部品
カギの製造で「社会の
安全」に貢献 個 団 高 0494-62-5001

㈱東洋精工
（三沢522） H15

制御機器、通信機器、自
動車部品等の高精密
切削部品

緑豊かな高性能工場 個 団 同業者の方はご遠慮下さい。見
学受入上限１０人。

精密自動旋盤によ
る、微細かつ高精度
なものづくりの現場

高大 0494-65-0380

長
瀞
町

㈱秩父イワサキ
（岩田７７０） H18 ハロゲンランプ・ＬＥＤラン

プ
光、最先端をめざして
一致協力！ 個 団 平日見学可。申込みは１ヶ月前。 高 0494-66-1566

東洋パーツ㈱
（岩田877） H7 自動車部品・産業機器・

洗浄機 自然と共生する工場 個 団 一般は不可。教育機関は要相
談。

工場見学。会社見
学。 高大

要
相
談

要
相
談

要
相
談

0494-66-2121

日本イスエード㈱
（岩田780） H7 自動車部品 プーリーでつなぐ人と人

の輪 団 見学受入上限１０人。 0494-66-2112

㈱藤﨑摠兵衛商店
（大字長瀞１１５８） H7 清酒、リキュール、甘酒 埼玉の酒米「さけ武

蔵」を使用。 個 団 火曜定休日のため見学は不可。
酒蔵見学（見学用
通路よりの見学）利
き酒

TEL:0494-69-0001
FAX:0494-69-0050

小
鹿
野
町

㈱アグリカルチャーセン
ター

（下小鹿野601-1）
H8 えのき茸、舞茸、しいたけ、

はたけしめじ
自動化の進んだ農産
物工場 団 ３月～８月見学可。 きのこ製造ライン 小中高

0494-75-0111
小鹿野工場
森まで

㈱タナカ技研
秩父工場

（下小鹿野１６５８）
H28 携帯電話搭載カメラ用

赤外線カットフィルター等 先端精密光学 加工 個 団 平日見学可。見学受入上限１５
名。１ヶ月前までに要予約。

６０分程度。パワー
ポイントでの説明。
生産工程見学。

高
　

大 0494-75-2424

秩父エレクトロン㈱
（下小鹿野1111） H11 ＩＣ用フォトマスク、エピタキ

シャルウェハー
電子材料の超平坦化
研磨技術 個 団 詳細は打ち合わせのうえ決定。

見学受入上限３０名まで。
見学通路からの見
学及び説明 中高大 0494-75-3333

㈲秩父ワイン
（両神薄41） H8

ワイン 源作印（白/ロ
ゼ）・源作づくり（赤）・GKT

（赤/白）

初代源作より五代続く
ワイン製造 団

５名様以上で時間帯を選択して
３日前までにＴＥＬ予約。見学受入
上限４０名。

ワイン醸造工程を
機械設備とともに
ご案内。見学後、
無料試飲。

0494-79-0629
（メール受付はしてお
りません。）

㈱ふるさと両神
（両神薄1036-3） H11 こんにゃく・ゼリー・地元特

産品・こんにゃく惣菜
特産品を原料に幅広
い製品をつくる。

こんにゃくづくり体験教室。年中
無休（1月1日・2日を除く）。

こんにゃくづくり体験。
10人以上要予約、
所要2時間、１人
５００円（税込）。

中高大小中高
0494-79-1130
info@furusatoryo
kami.co.jp

秩父地域
市町
村名

企業名
（所在地）

指定
年度 主要製品 企業の特徴 見学受入条件 見学内容

インターン
シップの受入

教育機関への
講師派遣 連絡先

中 高 大 小 中 高
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なお、彩の国工場の紹介や工場の
見学受入条件等につきましては、
彩の国工場のホームページでも
ご覧いただけます。 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a14.html

彩の国工場について

■ 問い合わせ先

埼玉県産業労働部産業支援課 技術支援担当
さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

TEL 048-830-3777
FAX 048-830-4813
この彩の国工場マップは、彩の国工場振興協議会、
公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団の
ご協力をいただき作成しました。

彩の国工場の指定を受けることができる工場は、
以下（1）の前提条件を満たしたうえで、（2）の必須
要件に 1 項目以上該当する工場であって、かつ、
指定後も継続的に他の模範となる工場です。

（1）前提条件
①工場外観の美化や植栽などに努め、周囲の環境に十分
に配慮した工場づくりを進めているもの
②汚水処理や騒音・振動の防止など、公害防止に対する
法令を順守しているもの

（2）必須要件
①特徴ある技術開発や製品づくりを行い、工場見学を
積極的に受け入れ、ものづくりに対する親しみや理解、
興味の喚起を行っているもの
②工場施設の一部を地域の利用に供する、地域の催しに
参加・協賛するなどの地域貢献活動を行っているもの

指定を受けることのできる工場 工場見学申込の注意事項

●工場見学を希望する場合は、必ず事前に電話
等で申込先に連絡してください。（見学申込は、
通常1〜 2ヶ月前に）

●工場見学は、基本的に工場稼働時間内での受入
となります。また、業務の都合などで見学受入
ができない場合もあります。

●見学が可能な人数や見学時間など、見学の受入
に制限を設けている場合があります。なるべく
早めの連絡の上、調整を行ってください。

URL はこちら 彩の国工 場 検 索

2018 年 12 月1日現在の情報です。


