
埼玉県
彩の国

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

うちの近所にもこんなに
工場があるんだね

埼玉にはいろいろな
工場があるんだね

令和5年版

家族で見学
してみようよ

気になる工場が
見つかったよ！
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東部地域（85工場）

北部地域（97工場）
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県央地域（32工場）

南部地域（106工場）

さいたま地域（61工場）

川越比企地域（81工場）

秩父地域（34工場）

利根地域（78工場）
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南西部地域（28工場）22～24ページ

西部地域（65工場）

地域に愛される工場は県内で 667工場！
みなさんの近所にも工場はありそうですか？
探してみてください♪

㈱IHI 鶴ヶ島工場 鶴ヶ島市 6,20
アイメックス㈱ 草加工場 八潮市 13
㈱アイル・クリーンテック 寄居工場 寄居町 6,30
㈱青木精機 飯能市 22
赤城乳業㈱ 深谷工場 深谷市 29
赤城乳業㈱ 本庄千本さくら『5S』工場 本庄市 28
㈱秋山製作所 吉見町 21
㈱アクアプロジェクト 草加市 12
㈱アクティブ・スペース 川口市 7
㈱アグリカルチャーセンター 小鹿野町 31
曙機械工業㈱ 本庄市 28
曙ブレーキ工業㈱ 羽生市 26
㈱朝倉鋳物 川口市 7
㈱アサノ 寄居町 30
朝日合金㈱ 川口市 7
㈱アサヒコミュニケーションズ 鴻巣市 18
旭自動車ボデー㈱ 草加市 12
㈱旭製菓 花園工場 深谷市 29
㈱旭フーズ 日高市 24
㈱朝日宝工社 さいたま市 15
亜細亜工業㈱ 久喜事業所 久喜市 26
㈱アズマカラー MC事業部 さいたま市 15
東工業㈱ 妻沼事業所 熊谷市 28
㈱アタゴ 深谷工場 深谷市 29
㈲天ヶ瀬工業 飯能市 22

㈱新井機械製作所 深谷市 29
㈱新井製作所 さいたま市 15
㈱新井精密 秩父市 31
㈱有田ユニテム 鴻巣市 18
㈱有村紙工 三芳町 11
アルバック成膜㈱ 秩父市 31
㈱安藤化成 松伏町 14
㈲安藤螺子製作所 本社工場 小川町 20
㈱飯塚鉄工所 川口市 7
五十嵐酒造㈱ 飯能市 22
㈱井口一世 所沢市 22
池上金型工業㈱ 大利根事業所 加須市 25
イゲタサンライズパイプ㈱ 埼玉加工センター 川口市 7
㈱いけだ屋 草加工場 草加市 12
㈱イサミコーポレーション 足袋工場 行田市 6,25
石川金属機工㈱ 本社工場 川口市 7
㈱イシクラ さいたま市 15
石坂産業㈱ 三芳町 11
いし本食品工業㈱ 埼玉工場 小川町 20
㈱イシワタ 三郷工場 三郷市 14
㈱磯貝製作所 埼玉工場 日高市 24
㈱磯屋 本社工場 上里町 30
板橋機械工業㈱ 川口市 7
㈱イチヤナギ 入間市 23
伊藤鋳造㈱ 川口市 7

伊藤鉄工㈱ 川口市 7
イトコー㈱ 川口市 7
㈱稲垣製作所 川口市 7
イヌイフュージョン㈱ 草加市 12
㈱イノウエ 川口市 7
㈱井上鉄工所 上尾市 18
㈱イビサ 川口市 7
今泉工業㈱ 熊谷市 28
㈱今泉精機 加須市 25
㈱今里食品 八潮工場 八潮市 13
㈱イリエ 三郷工場 三郷市 14
岩岡印刷工業㈱ 三芳町 11
㈱イワコー 八潮市 13
㈱岩崎食品工業 蓮田市 27
岩崎電気㈱ 川里工場 鴻巣市 18
岩崎電気㈱ 埼玉製作所 行田市 25
㈱industria 入間市 23
㈱ウエマツ 戸田工場 戸田市 10
㈱ウェルディングアロイズ・ジャパン 久喜市 26
㈱右川ゴム製造所 八潮市 13
㈱氏家製作所 さいたま市 15
㈱UCHIDA 三芳町 11
内田精研㈲ 川口市 7
㈱ウッディーコイケ プレカット工場 秩父市 31
ウム・ヴェルト㈱ 加須第2リサイクルセンター 加須市 25
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㈱ウム・ヴェルト・ジャパン 寄居町 30
㈱ウラノ（埼玉本社工場） 上里町 30
AGCポリマー建材㈱ 久喜事業所 久喜市 26
㈲永信光機 和光市 11
㈱エイブルフソー 持田工場 行田市 25
エイワファインプロセシング㈱ 越谷市 13
㈱エガワ 川口市 7
㈱エコ計画 寄居エコスペース 寄居町 30
㈱エスイー 狭山市 23
㈱エスケーフーズ 寄居町 30
㈱エース食品 本社工場 さいたま市 15
㈱エステック 本社工場 戸田市 10
SPR㈱ 戸田工場 戸田市 10
エスフーズ㈱ 東京営業所 八潮市 13
㈱エデュプレス 戸田事業所 戸田市 10
NTT印刷㈱ 入間工場 入間市 23
NPA製造㈱ 埼玉工場 加須市 25
㈱NPC 戸田市 10
㈱エヌ・ワイ・ケイ 埼玉工場 蓮田市 27
㈱エビハラ 春日部市 12
㈱エフ・イー・シー 狭山市 23
エムエスシー製造㈱ 八潮市 13
MSD㈱ 妻沼工場 熊谷市 28
㈱エムケー 深谷市 29
エリエールペーパー㈱ 行田事業所 行田市 25
オーエムアイ㈱ 八潮市 13
㈱大門機械 羽生市 26
㈱大川製作所 川越市 19
㈱大熊製作所 川口市 7
㈲大熊鉄工所 川口市 7
㈱大堰 行田市 25
㈱オオツカハイテック 鴻巣市 18
㈱大宮鍍金工業 本社工場 さいたま市 15
㈱大村製作所 唐子工場 東松山市 19
㈱岡部新電元 深谷市 29
㈱オカモト さいたま市 15
沖電気工業㈱ 本庄工場 本庄市 28
㈱荻野精機製作所 蕨市 6,10
㈱荻野製作所 寄居町 30
㈱オークソニック 飯能市 22
㈱オクヤマ・テクニカルセンター 松伏町 14
㈱小澤製粉 八潮市 13
㈲おづつみ園製茶工場 春日部市 12
㈱オプナス 秩父工場 秩父市 31
小俣シャッター工業㈱ さいたま工場 さいたま市 15
オリロー㈱ 埼玉工場 小川町 20
蛙印染色工芸㈱ 八潮市 13
化研興業㈱ 東松山市 19
加藤木材工業㈱ 飯能市 22
㈱金久保製作所 さいたま市 15
㈱かにや 本社工場 狭山市 23
㈱金子製作所 さいたま市 15
カネパッケージ㈱ 入間市 24
㈱カネマス 羽生工場 羽生市 26
㈱かねよし 川口市 7
㈲カブトギ工業 本社工場 加須市 25
㈱蒲倉電機 さいたま市 15
㈱釜屋 加須市 25
㈱川口鍛工所 川口市 7
㈱川島製作所 草加市 12
㈲川野武次郎商店 宮代町 27
㈱河村機械工業所 花園工場 深谷市 29
関東図書㈱ さいたま市 15
㈱カンノ 松伏町 14
㈲菊水堂 八潮市 13
㈱菊池襖紙工場 草加市 12

㈱喜多山製菓 東大成工場 さいたま市 15
キッコーマンソイフーズ㈱ 埼玉工場 狭山市 23
㈱キッズぽけっと 松伏町 14
㈱キット 川口市 7
㈱キットセイコー 羽生市 26
㈱きぬのいえ 寄居町 30
きねや足袋㈱ 「足袋の館」 行田市 25
㈱木下製餡 さいたま市 6,15
㈱木下フレンド 所沢工場 所沢市 22
㈱木村銅合金 川口市 7
㈱木屋製作所 毛呂山町 20
キヤノン電子㈱ 秩父事業所 秩父市 31
協育歯車工業㈱ 春日部市 12
㈱ぎょうざの満洲 川越市 19
㈱ぎょうざの満洲 坂戸工場 坂戸市 20
㈱協同商事 COEDOクラフトビール醸造所 東松山市 19
㈱協立機工 川口市 7
㈱協和精機 川越工場 川越市 19
協和精工㈱ さいたま市 15
共和ダイカスト㈱ 本社工場 寄居町 30
㈱協和テック 戸田市 10
㈱協和美術 戸田市 10
銀座ステファニー化粧品㈱ 埼玉工場 春日部市 12
㈱葛生鐵工所 川口市 7
㈱工藤鉄工所 川口市 7
熊沢印刷工芸㈱ 戸田市 10
㈱グラファイトデザイン 秩父市 31
㈲クリオ 東所沢工場 所沢市 22
グリコマニュファクチャリングジャパン㈱ 北本工場 北本市 18
㈱グローバル 本庄市 28
㈱ケイマス 川里本社工場 鴻巣市 18
ケージーエス㈱ 小川町 21
ケミコステクノ㈱ 春日部工場 春日部市 12
㈱晃新製作所 川口市 6,7
㈱高速 川越市 19
㈱幸大ハイテック 羽生市 26
㈱興電舎 北本市 18
㈱河野鉄工所 桶川市 18
㈱紅葉堂 嵐山町 20
国際チャート㈱ 桶川市 18
小島紙器㈱ 羽生市 26
㈱小島鉄工所 川口市 8
㈱コスメグローバル 行田市 25
㈱コスモフーズ 埼玉神川工場 神川町 30
児玉化学工業㈱ 埼玉工場 本庄市 28
児玉工業㈱ 秩父市 31
児玉コンクリート工業㈱ 川口工場 川口市 8
㈱ゴードー 川越市 6,19
後藤精工㈱ 本社工場 さいたま市 15
㈱ゴトウネジ 八潮市 14
ゴトー工業㈱ 川口市 8
㈱小林鍍金工業 さいたま市 15
小原歯車工業㈱ 川口市 8
㈱こまむぐ 川口市 6,8
小宮山印刷㈱ 川里工場 鴻巣市 18
㈱小山本家酒造 本社工場 さいたま市 15
㈱五輪パッキング 入間市 24
コルコート㈱ 埼玉第一工場 行田市 25
㈱コルテック 深谷市 29
コンゴーテクノロジー㈱ さいたま市 15
サイキ食品㈱ ふじみ野工場 ふじみ野市 11
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㈱ 本社与野工場 さいたま市 15

埼玉機器㈱ 秩父製造所 吉田工場 秩父市 31
埼玉県中央部森林組合 小川町 21
㈱埼玉種畜牧場・サイボク 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 15
㈱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
㈱サカモト 飯能市 22
㈱サティス製薬 吉川市 14
㈱佐藤鉄工建設 越谷市 13
㈱サトー精工 川口市 8
㈱サニー電化 幸手市 27
サーパス工業㈱ TCセンター 行田市 25
サーマル化工㈱ 戸田市 10
㈱サーモエンジニアリング 寄居町 30
狭山碾茶工房 ㈲明日香 狭山市 23
三英電気工業㈱ 本社工場 川口市 8
㈱三球電機製作所 秩父工場 秩父市 31
三協ダイカスト㈱ 戸田市 10
㈱三恵精機 草加市 12
三研光機㈱ 上尾市 18
㈱産研舎 本社工場 本庄市 28
賛光精機㈱ 児玉工場 本庄市 28
三州製菓㈱ 第2工場 春日部市 12
三州製菓㈱ 第1工場 春日部市 12
三成研機㈱ 本社工場 日高市 24
㈱サン精密化工研究所 久喜市 27
サン電子工業㈱ 深谷工場 深谷市 29
㈱サンフレッセ 川口工場 川口市 8
㈱サンワ 狭山工場 狭山市 23
三輪精機㈱ 本社工場 川越市 19
三和タジマ㈱ 埼玉工場 毛呂山町 20
㈱ジアス 本社工場 さいたま市 16
㈱ジェイ・アール・エス 所沢工場 所沢市 22
JFE建材㈱ 熊谷工場 熊谷市 28
ジェコー㈱ 行田市 25
シグマ光機㈱ 日高市 24
㈱宿谷鋳工所 川口市 8
㈱シタラ興産 サンライズFUKAYA工場 深谷市 29
シチズン時計マニュファクチャリング㈱ 埼玉吉見工場 吉見町 21
㈱シバサキ 秩父市 31
㈱シバサキ製作所 寄居町 30
㈱シバサキマテリアル 川口市 8
島崎㈱ 秩父市 31
㈱SHIMADA 寄居町 30
島田コンクリート工業㈱ 飯能市 22
㈱清水精機 新座市 11
㈱ジャパンビバレッジエコロジー（リサイクル・プラザJB）さいたま市 16
ジュウゼン製造㈱ 皆野町 31
㈱秀飯舎 さいたま市 16
首都圏アグリファーム㈱ 製茶工場 入間市 6,24
㈱潤製作所 本社工場 草加市 12
城北伸鉄㈱ 東松山工場 東松山市 20
昭和カートン㈱ 草加市 12
昭和機器工業㈱ 嵐山町 20
㈱昭和技研工業 伊奈町 18
㈱照和樹脂 吉川工場 吉川市 14
昭和西川㈱ 草加工場 草加市 12
ショーボンドマテリアル㈱ 川越工場 川越市 19
㈱ショーモン ミッションランド 久喜市 27
白岡冶金㈱ 白岡市 27
伸栄化学産業㈱ 三郷市 14
伸栄工業㈱ さいたま市 16
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新電元工業㈱ 朝霞市 11
新電元スリーイー㈱ 飯能市 22
新報国マテリアル㈱ 川越市 19
㈱シンフォニージャパン 川口市 6,8
新和環境㈱ 埼玉リサイクルセンター 吉川市 14
㈱新和製作所 川口市 8
㈱新和製作所 グループ工場 ふじみ野市 11
㈱新和製作所 本社工場 川越市 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 14
㈱スギヤマ 本社日高工場 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 製技センター 所沢市 22
住友電工オプティフロンティア㈱ 埼玉事業所 行田市 25
晴雲酒造㈱ 小川町 21
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 杉戸工場 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 20
㈱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 所沢市 22
㈱セントラルフーズ 狭山工場 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
㈱草加ネジ 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 川口市 8
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
㈱ダイトー 川越市 19
大同機工㈱ 埼玉工場 本庄市 29
泰東精密㈱ 熊谷市 28
㈱ダイトク 川口市 8
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 8
㈱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 8
㈲ダイヤ工芸 八潮市 14
太陽毛絲紡績㈱ 川口市 6,8
㈱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 8
㈱タイラ 所沢市 22
㈱大六鋳造 加須工場 加須市 26
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 8

㈱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 8
匠一好 ㈲羽子板のさか田 春日部市 12
㈱タクモス精機 寄居町 30
武田エンジニアリング㈱ 川口市 8
㈱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 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 27
㈱田野井製作所 埼玉工場 白岡市 27
㈱田端製作所 本社工場 さいたま市 16
㈱タムラ製作所 坂戸事業所 坂戸市 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㈱ 本社工場 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㈱埼玉工場 騎西事業所 加須市 26
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 8
㈱辻井製作所 川口市 8
㈱椿本チエイン 埼玉工場 飯能市 23
鶴見製紙㈱ 本社工場 川口市 6,8
デアロイ工業㈱ 川口市 8
TK製薬㈱ さいたま市 16
テイ・エス テック㈱ 埼玉工場 行田市 25
㈱テクニカルアーツ 熊谷市 28
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 関東工場 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 21
㈱テラダイ 入間市 24
㈱デリフレッシュフーズ 本庄市 29
㈱デリモ 草加市 13
㈱デンソーワイパシステムズ 加須工場 加須市 26
㈱東ア 日高市 24
㈱東亜酒造 羽生市 26
東栄化学工業㈱ 寄居町 30
東京インキ㈱ 吉野原工場 さいたま市 16
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 8
㈱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 25
㈲都栄塗装工業所 朝霞市 11
㈲遠山木型製作所 川口市 9
㈱遠山製作所 川口市 9
特殊技研工業㈱ 第二工場 久喜市 27
特殊鋼管㈱ 霞ヶ関工場 川越市 19
㈱トクホウ 川口市 9
㈱トコウ 入間市 24
㈲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 本社工場 川越市 19
㈱トーツヤ・エコー 戸田市 10
㈱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
トーメックス㈱ 川口市 9
TOMOE㈱ 川口工場 川口市 9
㈱トーヨー精工 蓮田市 27
ドリーム開発工業㈱ 川口市 9
DOWAハイテック㈱ 本庄市 29
㈱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
中里歯車工業㈲ 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
永田紙業㈱ 深谷岡部事業所 深谷市 29
永田紙業㈱ 深谷事業所 深谷市 29
永田紙業㈱ 本社 深谷市 29
永田紙業㈱ 本庄事業所 本庄市 29
長沼商事㈱ リサイクル工場 所沢市 22
㈱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
㈱中村屋 武蔵工場 入間市 24
認定NPO法人 名栗カヌー工房 飯能市 23
㈱ナスタ 行田工場 行田市 25
㈱ナチュラファームGPセンター 寄居町 30
㈱ナック クリクラ本庄工場 本庄市 29
㈱七越製菓 第3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
㈱日さく 埼玉工場 鴻巣市 18
日昭電器㈱ 岩槻工場 さいたま市 16
㈱日照堂 川口市 9
日新精機㈱ 春日部市 6,12
㈱日新テクノ 秩父市 31
日泉化学㈱ 埼玉工場 本庄市 6,29
㈱日辰電機製作所 入間市 24
㈱ニッテクレス 草加市 13
日東金属工業㈱ 八潮工場 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
日本コントロール工業㈱ 坂戸市 20
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
日本食材㈱ 妻沼工場 熊谷市 28
日本伸管㈱ 本社工場 新座市 11
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㈱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 16
㈱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
㈲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 30
㈱ハイキャスト 羽生市 26
㈱長谷川製作所 川越市 19
㈱畑中製作所 川口市 9
㈱八光電機製作所 吉川市 14
㈱パーツ精工 埼玉本社工場 三郷市 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Astemo㈱ 埼玉第一工場 行田市 25
日之出水道機器㈱ 埼玉工場 川島町 21
ヒーハイスト㈱ 川越市 19
㈱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
広田屋人形 鴻巣市 18
㈱FALCON 川口市 9
フィグラ㈱ 埼玉工場 本庄市 29
笛木醤油㈱ 金笛しょうゆパーク 川島町 21
㈱フォレスト 深谷市 29
㈱フォレスト西川 飯能市 23
㈱フカガワ 川越工場 川越市 19
㈱富喜製作所 熊谷市 28
武甲酒造㈱ 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㈱ 川口市 9
富士電子㈱ 熊谷市 6,28
フジパン㈱ 東京工場 八潮市 14
㈱藤間精機 坂戸市 20
㈱フジムラ製作所 本社 川口市 9
㈱不二レーベル 所沢市 22
布施建設工業㈱ 川口市 9
㈱プラコー さいたま市 17
㈱プラナエンジニアリング 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 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
㈱フロインテック 川口市 9
㈱プロテリアル 熊谷事業所 熊谷市 28
㈱プロパックス 北本市 18
㈱ベンチャーウイスキー 秩父市 6,31
豊盛工業㈱ 坂戸市 20
ボーエン化成㈱ 和光市 11
北資化成工業㈱ 小川町 21
㈱北伸 さいたま市 6,17
北陸軽金属工業㈱ 埼玉工場 寄居町 30
細沼製作所 所沢市 22
㈱細野精密 加須市 26
㈱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
ポーライト㈱ 熊谷工場 熊谷市 28
㈲堀口製作所 さいたま市 17
㈱ポリコール 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 完成車工場 寄居町 30
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 9
増幸産業㈱ 川口市 9
㈱マスセイ 加須市 26
マストミ電子㈱ 川口市 9
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
㈱マツザワ 大利根工場 加須市 26
㈱松原食品 草加市 13
㈱マツモト さいたま市 17
松本米穀精麦㈱ GPセンター 熊谷市 28
マルキユー㈱ 桶川工場 桶川市 18
㈲丸忠木型製作所 川口市 10
丸山酒造㈱ 深谷市 30
㈱丸和運輸機関 吉川市 14
マレリ㈱ 吉見工場 吉見町 21
マレリ㈱ 児玉工場 本庄市 29
㈱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 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
㈱三ツ矢 川口市 10
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 本社工場 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
武蔵鶴酒造㈱ 小川町 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
睦合金工業㈱ 幸手市 27
㈱村井 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 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
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
㈱矢口製作所 所沢市 22
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
柳下技研㈱ 川島工場 川島町 6,21
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㈱ 埼玉工場 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
㈱山崎鐵工所 川口市 10
ヤマテック㈱ 久喜市 27
㈱ヤマト 本庄工場段ボール事業部 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
弓削多醤油㈱ 坂戸工場 坂戸市 20
UDトラックス㈱ 上尾市 18
㈱ユニシス 埼玉工場 越谷市 13
㈱ユニシス 物流/滅菌センター 越谷市 13
㈱ユニテックギア 桶川市 18
㈱ユーパーツ 本社工場 熊谷市 28
UBE三菱セメント㈱ 横瀬工場 横瀬町 31
横田酒造㈱ 行田市 25
㈱ヨシザワ 吉見町 6,21
㈱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 本社工場 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
㈱リケン 熊谷事業所 熊谷市 28
㈱リーデンス 三芳町 11
㈱リード 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
㈱レゾナック 秩父事業所 秩父市 31
㈱ローザ 本社流通センター 川口市 10
ロータリー㈱ 草加市 13
ロックペイント（株） 東京工場 八潮市 6,14
㈱ワイヱス工業所 さいたま市 17
和光紙器㈱ 岩槻工場 さいたま市 6,17
和光紙器㈱ 本社 川口市 6,10
㈱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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令和4年度  新たに指定された工場

（株）荻野精機製作所
半導体材料やカーボンフ
ァイバー等、あらゆる先
端材料を切断できる機械
を製造販売

所 在 地
代表者名
主要製品

蕨市北町3-7-19
荻野　真也
自動切断機

従業員数 27名

4
10ページ蕨市に詳細あり

（株）木下製餡
1931年の創業以来、お客
様の要望にお応えし多種
多様の製品を作っており
ます。

所 在 地
代表者名
主要製品

さいたま市大宮区桜木町4-431-1
木下　信次
餡、羊羹、かの子豆

従業員数 11名

5
15ページさいたま市に詳細あり

（株）晃新製作所
環境・景観に配慮した設
計から製作・施工までの
一貫対応によるワンスト
ップ。

所 在 地
代表者名
主要製品

川口市榛松1615-1
星野　耕一
サイン・ディスプレイ、建築金物、
モニュメント・オブジェ

従業員数 50名

6
7ページ川口市に詳細あり

（株）ゴードー
「環境に優しい紙器を、環
境に優しい工場で」を合
言葉に地域環境に貢献

所 在 地
代表者名
主要製品

川越市大字的場1445番地
橘　東吾
オフセット印刷紙器

従業員数 41名

7
19ページ川越市に詳細あり

（株）こまむぐ
自社オリジナルの木製玩
具の製造。工場にはショ
ップとカフェ・木育ルー
ムが併設。

所 在 地
代表者名
主要製品

川口市領家3-10-2
小松　和人
木製玩具

従業員数 7名

8
8ページ川口市に詳細あり

首都圏アグリファーム（株） 製茶工場
入間市金子台地に広がる
お茶畑の中、伝統ある狭
山茶を未来に継ぐ最新鋭
工場です。

所 在 地
代表者名
主要製品

入間市寺竹320-1
水本　達也
狭山茶の生産・加工・販売をしてお
ります。

従業員数 30名

9
24ページ入間市に詳細あり

（株）シンフォニージャパン
地球環境、会社のコスト
削 減 に 大 幅 貢 献 す る 企
業。

所 在 地
代表者名
主要製品

川口市赤井2-4-31
平石　眞理子
野菜専門90％脱水装置ジャイアン
トゴミ太郎

従業員数 5名

10
8ページ川口市に詳細あり

（株）IHI 鶴ヶ島工場
世界No.1レベルの短工期
でお客様に満足頂ける整
備品質を提供します。

所 在 地
代表者名
主要製品

鶴ヶ島市大字太田ケ谷1200番
中俣　千由紀
民間航空機用ジェットエンジンの
整備

従業員数 350名

1
20ページ鶴ヶ島市に詳細あり

（株）アイル・クリーンテック 寄居工場
環境学習応援隊にも登録
し 出 前 授 業 を 実 施 し 、
SDGsにも積極的に取り
組んでいる。

所 在 地
代表者名
主要製品

大里郡寄居町三ケ山328
藤生　光博
堆肥

従業員数 14名

2
30ページ寄居町に詳細あり

（株）イサミコーポレーション 足袋工場
熟練職人が1足1足丁寧に
縫製した最高品質の足袋
で、皆様の足元を支えて
おります。

所 在 地
代表者名
主要製品

行田市向町2-6
土屋　隆弘
足袋

従業員数 20名

3
25ページ行田市に詳細あり

日泉化学（株） 埼玉工場
プラスチックの再利用に
率先して取り組んでいま
す。

所 在 地
代表者名
主要製品

本庄市児玉町児玉833-1
伊谷　雅和
自動車用プラスチック部品

従業員数 104名

14
29ページ本庄市に詳細あり

富士電子（株）
世界トップシェア製品を
始めとした、幅広い業界
の電子機器を生産してい
ます。

所 在 地
代表者名
主要製品

熊谷市成沢1141-18
中込　賢太郎
電子機器受託生産、カスタム電源

従業員数 300名

15
28ページ熊谷市に詳細あり

（株）ベンチャーウイスキー
スコッチの伝統的な製造
方法を用いた高品質で多
彩なウイスキーを製造

所 在 地
代表者名
主要製品

秩父市みどりが丘49
肥土　伊知郎
イチローズモルト

従業員数 44名

16
31ページ秩父市に詳細あり

（株）北伸
当社は板金加工を主とし
幅広い業界・業種の製品
を製造しております。

所 在 地
代表者名
主要製品

さいたま市岩槻区古ヶ場2-3-11
小林　立也
医療機器部品・半導体部品・実験装
置部品・産業機器用板金製品

従業員数 12名

17
17ページさいたま市に詳細あり

柳下技研（株） 川島工場
自 動 車 ・ 半 導 体 部 品 加
工 。 省 力 機 械 開 発 ・ 設
計・製作を一貫製造。地
元採用率100％

所 在 地
代表者名
主要製品

比企郡川島町かわじま2-2
柳下　勇
自動車部品、半導体製造装置部品

従業員数 30名

18
21ページ川島町に詳細あり

（株）ヨシザワ
加熱式お弁当箱の企画製
造、全国販売をしていま
す。

所 在 地
代表者名
主要製品

比企郡吉見町久保田665
吉沢　光男
加熱式弁当箱【蒸熱BOX】

従業員数 55名

19
21ページ吉見町に詳細あり

ロックペイント（株） 東京工場
関東圏の物流拠点及び、
高い精度と技術でお客様
のご要望に応える調色拠
点です。

所 在 地
代表者名
主要製品

八潮市新町28番地
中村　純一
塗料・工業用接着剤

従業員数 31名

20
14ページ八潮市に詳細あり

太陽毛絲紡績（株）
創業85年の老舗紡績会社
がはじめた熟練職人によ
る手動横編み機でのニッ
ト製品

所 在 地
代表者名
主要製品

川口市上青木5-5-9
内山　正治
手動横編み機でのニット製品（セー
ター、マフラー等）

従業員数 12名

11
8ページ川口市に詳細あり

鶴見製紙（株） 本社工場
100％リサイクル原料で
ソフトな肌触りを実現。
人・環境に優しいトイレ
ットペーパー

所 在 地
代表者名
主要製品

川口市南鳩ヶ谷8-1-10
里和　永一
再生紙100％トイレットペーパー

従業員数 153名

12
8ページ川口市に詳細あり

日新精機（株）
汎用機から最新のNC機ま
で取り揃えあらゆるニー
ズにお応えします！

所 在 地
代表者名
主要製品

春日部市南栄町12-20
中村　稔
超硬金型とフェムトレーザー加工に
よる技術開発

従業員数 23名

13
12ページ春日部市に詳細あり
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彩の国工場一覧彩の国工場一覧
彩の国工場一覧のみかた

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

南部地域

川
口
市

㈱アクティブ・スペース
（安行領家1038-1） ビル建材およびアルミ製品 関東随一の加工技術

㈱朝倉鋳物
（青木3-1-16）

上下水道部品/産業機械部品/
農機具部品/船舶部品

美しい鋳肌/小ロット多
品種対応 個団要事前相談(目的・人数・日時等) asakuraimono@jcom.zaq.

ne.jp

朝日合金㈱
（飯塚3-11-13）

避雷設備材料製作・施工
建築金物加工一式

色々な金属加工を得意
としています。

㈱飯塚鉄工所
（前川2-37-5） 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）

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。 ●● 048-222-3016

石川金属機工㈱
本社工場

（江戸袋2-2-18）

船用部品 歯車増減機 鉄鋼構造
物 他

同社他社でも希な遠心
鋳造法で製造 個団平日見学可。 1ケ月前までに要予約。 ●●● 048-285-2411

板橋機械工業㈱
（上青木6-32-18）

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ケ月前

までに要予約。 ●● 048-267-4647

伊藤鋳造㈱
（川口5-19-38）

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

●● 048-256-4010
itocast@cablenet.ne.jp

伊藤鉄工㈱
（元郷3-22-23）

マンホールふた、排水鋼管用可と
う継手、床排水トラップ

建築設備用鋳鉄器材の
トップメーカ 団同業不可 コロナ禍不可 ●●● 048-224-2745

nojima@i-g-s.co.jp

イトコー㈱
（元郷3-22-2） ステンレス鋳造品 多品種・小ロット対応

㈱稲垣製作所
（青木1-7-24） 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。 048-253-2151

㈱イノウエ
（栄町3-12-17）

工業用模型（鋳造用木型・樹脂
型・金型）

職人技とコンピューター
の型作り 048-252-6088

㈱イビサ
（芝3-2-3） ハンドバッグ 優しさを創造するバッグ

づくり

内田精研㈲
（南鳩ケ谷7-17-24） 各種精密部品の研削加工 研削加工に特化した会

社です 団 10名まで、同業者不可 048-281-4987
uchida@uchida-seiken.com

㈱エガワ
（東領家5-6-20）

紙製POP、ディスプレイ、什器、色
紙、CDトレイ、交通広告

合紙、抜き工程を一貫
生産出来る 個団写真撮影禁止 ●●● 048-227-3012

info@egawa-shiko.co.jp

㈱大熊製作所
（安行領根26） 輸送用機械器具製造業 トラック、建設機械用の

金属部品製 ●●

㈲大熊鉄工所
（青木2-12-12）

液晶パネル印刷機用部品製造・グ
ラビア印刷機用部品製造

大型五面MCによる精
密機械加工 個 少人数（5名以下）による受け入れ 048-251-6236

㈱かねよし
（中青木5-3-17）

レーザー切断加工・曲げ加工・レー
ザー溶接加工 金属製品製造業 個団 ●●● 048-253-0001

knyskwg@gmail.com

㈱川口鍛工所
（本蓮4-1-15）

熱間型打ち鍛造品の製造とその
機械加工

SUS鍛造・重要保安部
品の製造 個団小学生以上で個人・団体問わず上限10名

程度まで。同業者は不可 ●●● kawatan@violin.ocn.ne.jp

㈱キット
（川口5-11-19）

洗浄設備・ハンドリング設備(洗浄
ノズル、洗浄装置、混合機等)

一台一台を自社で企
画・設計・製作 個団 1ケ月前までに人数、見学者情報をお知らせ

ください。 ●● m-sekiguchi@kit-coltd.co.jp

㈱木村銅合金
（本蓮3-21-7）

産業機械部品、重電器機部品、バ
ルブ系部品 全行程手作業 個団安全面により社内の者によって行動。 ●●

㈱協立機工
（南鳩ヶ谷6-12-14） 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。 ●● 048-227-1233

㈱葛生鐵工所
（飯原町1-6） 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。 braider@kuzuu.jp

㈱工藤鉄工所
（東領家5-4-10）

紙揃え機、エアテーブル、リフター
等の設計製造

省力化機械の設計製
造 個 平日見学可。要事前打ち合わせ ●● 048-222-8000

kudoace@skyblue.ocn.ne.jp

㈱晃新製作所
（榛松1615-1）

サイン・ディスプレイ、建築金物、モ
ニュメント・オブジェ

空間の創造は心と技術
と感性の追求 個団 10名まで ●●● 048-285-2351

hoshino.k@kosing.co.jp

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

南
部
地
域
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川
口
市

㈱小島鉄工所
（上青木西1-3-40）

自動車製造ライン設備部品、半導
体製造装置部品、精密測定機部品

ニーズに即応した製品
づくり

児玉コンクリート工業㈱
川口工場

（峯1323）
コンクリートパイル 確かな技術で建物と環

境を支えます ●●

ゴトー工業㈱
（川口6-9-14）

イベントや防災・医療テントの製造、
テント倉庫などの設計施工

テント製品の事はお任
せ下さい。 団 048-252-3903

info@tentya.co.jp

小原歯車工業㈱
（仲町13-17）

KHK標準歯車、オーダー歯車の
製造販売

標準歯車のリーディング
カンパニー 個団 ●●● 048-255-7713

soumu@khkgears.co.jp

㈱こまむぐ
（領家3-10-2） 木製玩具 自社オリジナルの木の

おもちゃ製造 個団個人の場合、毎週土曜日に見学会開催。
事前申し込み制。 ●●● 048-229-8053

info@comomg.co.jp

㈱栄精機製作所
（青木1-20-16）

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 048-446-7711

㈱サトー精工
（差間3-22-8）

金属加工 ゴムローラ製作 機能ユ
ニット 保守部品管理サービス

常に使う側の立場に
立った物作り ●

三英電気工業㈱
本社工場

（青木三丁目4-20）
高周波同軸コネクタ・アレスタ 選ばれ続ける技術集団

を目指します

㈱サンフレッセ
川口工場

（弥平4-14-14）
炊飯米、米飯加工品 彩の国HACCP取組施

設認定取得 個 感染症の様子を見て対応する。 ●

㈱宿谷鋳工所
（青木2-6-28）

減速機、製菓機械、産業機械用
鋳物

良品とは、創意と工夫
の積み重ね 個団平日見学可。 048-252-3501

shikuya@shikuya.co.jp

㈱シバサキマテリアル
（芝西2-28-6）

セーター等のニット製品を製造（オ
リジナル糸・編地の開発）

横編機、撚糸機、リリア
ン機等設備

㈱シンフォニージャパン
（赤井2-4-31）

野菜専門90％脱水装置ジャイアン
トゴミ太郎

ゴミを絞るに特化した会
社です。 個団脱水実験見学ご希望の方は残渣をお持ち

下さい。 048-281-5300

㈱新和製作所
（宮町17-14）

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、1か月前まで要予約、見学受入

上限15名 048-252-4601

㈱ダイエイバレル
（東本郷1-1-7）

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 団同業者不可。小中高校生5人まで工場見

学等対応可。 ●●● 048-285-8686

㈱ダイトク
（南鳩ヶ谷4-8-6）

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） ダクト梯子ステップ架台手摺 機械豊富立地◎大型

製缶得意

㈱タイホー
（東領家2-37-18） 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ケ月前まで。 048-223-6786

太陽毛絲紡績㈱
（上青木5-5-9）

手動横編み機でのニット製品
（セーター、マフラー等）

3G～18Gまでの編み
機がある 個 1～5名で受け入れ可 要事前予約 ● 048-265-2411

keito@gaea.ocn.ne.jp

㈲泰洋精機製作所
（朝日3-9-3）

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 mato@taiyo-seiki.co.jp

㈱高津鋳工場
（中青木2-10-28）

工作機械、産業機械のFC、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）

鋳造用木型・金型、鋳物加工品、
五軸加工羽根類製造

鋳造用木型・金型製作
では全国有数 個団火曜～金曜日での見学可 ●● 048-251-2765

武田エンジニアリング㈱
（弥平3-2-5） 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 ●● 048-227-0816
http://www.takeda-eng.jp/

辻井軽金属㈲
（南鳩ヶ谷6-12-12）

2輪・4輪開発試車部品
産業機械部品

砂型鋳造の限界を目指
して 個団写真撮影禁止。1ケ月前要予約。

10名程度まで。
048-282-1101
tid@jcom.zaq.ne.jp

㈱辻井製作所
（元郷1-32-9）

建設機械用部品、エレベーター上
部の機械室使用部品

基本を守り、世界に誇れ
る製品づくり 個団平日見学可、1ケ月前までに要予約 ● 048-222-3363

imono@tsujii-ss.co.jp

鶴見製紙㈱
本社工場

（南鳩ケ谷8-1-10）
再生紙100％トイレットペーパー 循環型社会の創造と地

域環境保全 団平日見学可。要打ち合わせ。事前申し込み
をお願いします。 ●●● 048-283-3620

デアロイ工業㈱
（青木2-7-44）

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。 ●●● 048-252-4036

㈱東都ラバーインダスト
リー

（青木4-22-21）

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。●●● 048-255-7525

tri@tri210.co.jp

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

南
部
地
域
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川
口
市

東洋シャフト㈱
（中青木4-14-11）

スライドシャフト・30度台形送りね
じ・一般産業機械用シャフト

日本最大級のシャフト専
門メーカー

048-256-3008
ys_kuroda@toyoshaft.co.jp

㈲遠山木型製作所
（栄町1-4-6）

鋳造用模型の製造、販売、鋳造
製品の販売、機械加工製品の販
売

とても大きな模型製作
が可能 個団 ●●

048-251-4011
toyamakigata@saitama.
email.ne.jp

㈱遠山製作所
（南町2-1-1） 充填包装機械用ダイロール 「モノづくりによる社会

貢献」 ●●●

㈱トクホウ
（江戸1-6-30） プリント基板の設計から製造販売 小量多品種を短納期に

て製造可能で ● 048-283-0310
hokazono@tokuhou.co.jp

㈲トコーモデル
（宮町16-8） 新製品開発の支援 図面のない案件にも対

応 個 見学受入れは5人以下で、繁忙期を除く info@toko-model.com

㈱トッパンコミュニケー
ションプロダクツ

（弥平4-3-1）

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。 048-225-5211

富和鋳造㈱
（本町1-19-1）

各種バルブ鋳物、工作機械鋳物、
各種産業機械鋳物

小さなものから大きなも
のまで 個団平日見学可 1ケ月前までに要予約 ●●●

トーメックス㈱
（東本郷1-6-11） 板金加工部品、塗装設備施工 板金加工塗装の短納

期対応 個 10名以下 ●● 048-284-5678
y.takizawa@tomex.co.jp

TOMOE㈱
川口工場

（東本郷1-7-6）
金属焼付塗装 塗装の事ならお気軽に

ご相談を！ 個団繁忙期を除き、随時見学可。
同業者不可。 ●●

ドリーム開発工業㈱
（中青木5-9-13）

F-2000万能スーパースライサー・
DX-70マルチツマ

食品カット機器
DREMAX製造元

永井機械鋳造㈱
（中青木3-6-22）

工作機械部品、電子顕微鏡部品
等

ミーハナイトライセンス
工場 個団最大10名まで可能です。 ●●● 048-251-5260

eigyo@ngi-c.co.jp

中里歯車工業㈲
（南鳩ケ谷三丁目23番
13号）

鉄道車両、産業機械、輸送機関
連の各種歯車及び高精度機械部
品

チャレンジと創意・工夫
で技術開発 個 5人未満1カ月前までに、メールまたは電話で

お問合せ願います。 ●●
048-282-1274
yoichi-inoue@
nakazatohaguruma.com

㈱永瀬留十郎工場
（金山町15-9） 鋳鉄鋳造品 ダクタイルが得意な鋳

物屋です 個 繁忙期は受入が出来ない場合もあります ●● 048-222-2044
nagatome@tky.3web.ne.jp

㈱日照堂
（青木3-11-25） 印刷・封筒 ・名刺等、 紙のピアス 優れた技術力とアイディ

アの実現化 個団規制なしで、10名以内 ●●
048-259-5000
noboruwatanabe@nissho
do.co.jp

ノガワケミカル㈱
川口工場

（柳崎1-26-27）
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ケ月前まで。 048-265-1967

㈱畑中製作所
（赤井2-4-41）

自動省力化装置専用機器の設
計・製作

設計・製作・設置まで一
貫した責任 ●●●

㈱ひかり塗装
（安行原711）

木工塗装の標準～特上仕上、ク 
リア、染色、エナメル、特殊塗装

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。 ●
048-296-7865
homepageyo@hikaritoso.
com

㈱FALCON
（江戸1-16-15）

一般鋼材・特殊鋼・非鉄金属・レー
ザ・曲げ・孔あけ・溶接加工

豊富な在庫と丁寧で迅
速な対応 個団 ●● 048-285-5541

koiso@falcon-mp.co.jp

フジカ濾水機㈱
川口工場

（元郷2丁目3番32号）

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

不二工業㈱
（領家4-1-8）

銑鉄鋳物鋳造品製造・機械加工
及び木型製作

複雑難易度の高い鋳
物が得意です 団安全対策のため、ヘルメット又は、帽子着装

願います
048-224-3333
fuji@fujicasting.co.jp

フジテック㈱
（安行原100-2） 各種鋼材R曲げ加工 曲げ加工の総合メー

カー 個団社会科見学可。10名以上要相談。 ●●● 048-297-5103
support@mage-ftc.co.jp

㈱フジムラ製作所
本社

（領家3-12-10）

各種精密板金加工・NCタレット
パンチング加工・各種溶接

ICTを活用したデジタル
板金加工 個団見学希望日の2ケ月前までに予約。 ●●● 048-225-7781

info@fujimurass.com

布施建設工業㈱
（青木4-14-5）

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

㈱フロインテック
（東領家5-11-20） 医薬品，食品の生産機械 ステンレスに特化した加

工工場 個 写真撮影不可、同業者不可※見学ご希望
の方はご予約下さい。 ●● 048-227-0280

info@freuntek.co.jp

㈱マエダ
川口工場

（東領家3-31-12）

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ケ月前まで。 048-224-1500

増幸産業㈱
（本町1-12-24） 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。 ●●● 048-222-4343

マストミ電子㈱
（東川口6-19-44）

ワイヤーハーネスの圧着 圧接 半
田等加工業、温度センサー販売

女性従業員を中心とす
る製造工場

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

南
部
地
域
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川
口
市

㈲丸忠木型製作所
（上青木5-19-8） 鋳造用木型製造 大型NC機3台、3D製

作管理 個団 10名未満・許可なく撮影等は禁止 048-267-4872
info@marutyu.com

㈱三ツ矢
（西川口6-7-31）

半導体製造用治工具・医療機器
部品などの精密加工

設計から製造検査まで
ワンストップ 個 個人・団体に関わらず現状では5名以下で

お願いします。

048-255-2250
h.nishibori@mitsuya-gr.
co.jp

㈲箕輪ヘラ絞製作所
（西青木5-6-9） ヘラ絞り加工による金属部品 匠の技と最新設備「箕

輪のヘラ絞」

㈱宮崎合金鋳造所
（青木1-4-28）

電車の電気配線用やモーターボー
ト用などのアルミ部品を主に製造

1個から受注し短納期で
対応可能 個 水曜日又は木曜日の午後のみ可です。

048-251-3782
miyazakigo@miyaza
ki-goukin.co.jp

ヤシマ電気㈱
（末広1-16-25） イヤホン・マイク他音響機器 イヤホン一筋50年の技

術

㈱山崎鐵工所
（西川口6-9-18）

Yシリーズ圧搾装置
連続蒸煮装置

醸造用機械のパイオニ
ア 受入不可。

吉村工業㈱
（朝日1-3-21）

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。

048-222-2989

㈱ローザ
本社流通センター

（芝塚原1-4-3）
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。

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

和光紙器㈱
（幸町1-9-17）

工業向け包装資材、災害時対策
商品、アイデア段ボール製品

情熱と誠意 開発ともの
づくり 個団 ● 048-252-4734

wkmail@wakosiki.co.jp

蕨
市

㈱荻野精機製作所
（北町3-7-19） 自動切断機 あらゆる材料を切断する

機械を製造 団同業者不可、平日見学のみ、要予約必須、6
名まで。 ●●● 048-443-2211

soumu@ogino-ss.co.jp

㈱セラミック加工技研
（南町1-4-8）

半導体部品・電子部品・デンタルミ
ラー

セラミック加工専門の
加工業者です 個団祝日除く月～金曜見学可。同業者不可。学

生可。 ●●● 048-432-6482
sugaya@ckg-ltd.com

㈱ランバーテック
本社工場

（塚越6-6-13）

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。

048-433-0333
総務まで

戸
田
市

㈱ウエマツ
戸田工場

（笹目8-12-2）
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。

●● 03-3953-1101
経営管理部まで

㈱エステック
本社工場

（美女木6-15-13）

各種産業用装置部品製作（金属
切削加工）・溶接・装置組立

お客様の意向を汲み取
るモノ作り ●● 048-421-1465

naokisd@luck.ocn.ne.jp

SPR㈱
戸田工場

（喜沢2-42-9）

自動車・建設機器のエンジン部品・
水道・ポンプなど

鋳造から機械加工まで
一貫生産 ●● 048-433-0005

eigyo@spr-gr.com

㈱エデュプレス
戸田事業所

（氷川町2-17-17）

教材・カタログ・パンフレット（印刷
物）

企業向けに印刷セミナー
を開催 団月曜～金曜（除祝日）の14～17時、見学

日・詳細応相談。
03-3862-0155
mail@edupress.net

㈱NPC
（美女木東1-4-1） 印刷・製本 受注から納品までの一

貫生産

㈱協和テック
（美女木5-21-6） PP加工 カード、シール、パッケー

ジ、出版 個 ●●●
048-449-1831
j.uematsu@kyowa-tech.
co.jp

㈱協和美術
（笹目北町10-24） 紙に対する印刷 早くて丁寧、しかも綺麗

熊沢印刷工芸㈱
（美女木東2-1-6）

スクリーン印刷・インクジェット・カッ
ティング加工・現場施工

小さなものから大きなも
のまで ●●

埼京オフセット㈱
（上戸田1-22-6） 東京新聞の印刷 きれいな新聞はきれいな

工場から 048-447-5151

サーマル化工㈱
（早瀬1-18-3） 金属熱処理加工業 水素ガスの特殊熱処理 個団特にありません。 ●●●

048-421-4880
y.saito@sa-marukakou.
com

三協ダイカスト㈱
（美女木4-3-5）

アルミ・亜鉛ダイカスト製造。3Dプ
リンタによる試作品作製。

より良い製品作りで社
会に貢献 団見学は平日のみ。1ケ月前までに申し込みく

ださい。上限15人。 ●● 048-421-3871
info-39@sankyodc.com

チヨダ㈱
戸田工場

（上戸田1-11-24）

練りからし、餃子のたれ、納豆のた
れ、ラー油などの調味香辛料

1917年創業 味な未来
を創る

㈱トーツヤ・エコー
（笹目北町13-2） 印刷物表面光沢加工 印刷加工のプロ集団

㈱ポリマーテック
（笹目南町4-11） 工業用カーボン製品 常に新しいことに取り組

んでいます ●●

レーザージョブ㈱
（美女木北2-3-12） 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。 ●● 048-422-4170

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件
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朝
霞
市

新電元工業㈱
（幸町3-14-1）

パワー半導体、環境・エネルギー製
品、電装製品 ●

㈱伸和熱処理
（膝折町4-12-63）

精密金属部品の熱処理加工、表
面処理加工

焼入れから研磨メッキま
で短納期

㈱大槇精機
（膝折町4-8-45）

二輪四輪自動車用試作部品・レー
ス部品・航空機試作部品・ロボット 制作・機械加工全般 個 団 弊社の状況によって判断させてください。 ●●● 048-462-0832

minako@disn.co.jp

東京メールサービス㈱
（膝折町4-22-60） プリント業務・ダイレクトメール業務 流通加工のパートナー

㈲都栄塗装工業所
（上内間木170）

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。 ●●
048-456-1860
info@toeitoso.com
http://www.toeitoso.com/

㈱平野製作所
（泉水1-5-1） 金属精密切削加工 ミクロの技術でマクロの

創造 ●● 048-461-5975

和
光
市

㈲永信光機
（新倉4-3-2）

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。 ●

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）

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） 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）

ピエゾを使った精密位置決め装置、
電子計測機器、制御装置

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。1ケ月前迄に要

予約。同業者不可。
048-464-5001
soumu@mess-tek.co.jp

新
座
市

㈱清水精機
（中野1-5-10） 精密板金部品 アルミの溶接が得意で

す 個 平日見学可。1ケ月前までに申込の上、詳
細打合せ。 ●● 018-481-8008

shimizu@shimizuseiki.co.jp

東京鋲螺工機㈱
本社工場

（野火止7-13-3）
超硬合金製金型 最先端の加工技術の

熟練技能の融合 個 団 20名まで。 ●●● 048-478-5081
info@tbyk.co.jp

凸版印刷㈱
朝霞工場

（野火止7-21-33）
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）

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。上限15人。申込みは1ケ月前

まで。同業者見学不可。 ●●
048-477-7331
i_yoshida@nihonshinkan.
co.jp

㈲野火止製作所
（野火止3-2-48）

精密板金加工、看板・サイン・内装
関連工事部品

お客様から頼りにされる
会社 個 団 時間:10時～15時、経費:当社負担なし、駐

車事前相談。 ●●
048-481-2300
maekawa-k@nobidome.
co.jp

富
士
見
市

㈲ステンレスアート共栄
（下南畑3767-15）

食品製造装置、航空機内装部品、
アミューズメント施設展示什器他

設計から組立までワンス
トップ対応 個 団 平日見学可。1ケ月前までに要予約。 ●●● info@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）

工業用編機向け選針装置(アク
チュエータ)と中央制御装置

あなたの衣服、WACが
支えます。 団 平日のみ。受け入れ上限5名。担当者と要

相談（要秘密保持契約） ● 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）
もやし生産 もやしは天然のマルチ

サプリメント 団 日時事前相談要、土日祝不可，申込1か月
前迄，上限30名同業否 ●●● 04-2942-0726

㈱新和製作所
グループ工場

（亀久保1666）
紙製のパッケージ・ディスプレイ 企画設計から印刷納品

まで一貫体制 ●
049-269-0033
k.shimamura@
shinwaseisakusyo.co.jp

テクノプリント㈱
（大井武蔵野1396-3）

ガラスパターニング加工、成膜加
工

新しい技術で未来をリー
ドする 個 同業者不可 049-263-3487

㈱プリケン
（亀久保1623-3） プリント配線基板 基板の短納期、小ロット

試作に特化 個 団 最大10名程度迄 ●● 049-278-5050
manabe@priken.co.jp

㈱三谷製作所
（亀久保1143-8） 火災報知機の受信機、制御盤 一点物の特殊品を作っ

ています 個 団 人数は要相談になります ●●● 049-264-2777
mitani@m-sense.co.jp

三
芳
町

㈱有村紙工
（上富844-2） 段ボールケース オーダーメイド寸法にて

作製可能！ 個 団 月～金曜(9時～16時)上限10名まで。申
込1ケ月前まで。 ●●●

049-258-6721
gyoumu9@arimurashikou.
com

石坂産業㈱
（上富緑1589-2）

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 当社が定める休日を除き見学可。団体・工

場見学は要予約。 ●●● 049-259-6565

岩岡印刷工業㈱
（北永井宮前157-3） 商業印刷物 超薄紙への印刷を得意

とする。 団 平日見学可 049-258-6111

㈱UCHIDA
（上富2048-1）

複合材(CFRP)試作品・製品の技
術提案および製造

多分野のCFRP製品
製作に貢献 団 見学希望1ケ月前までに要予約。見学受入

上限5名。（応相談） ●● 049-274-3030
contact@uchida-k.co.jp

㈱富澤
三芳資源化センター

（大字北永井834-1）
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）

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

先端技術でプラスチッ
クの未来を創造 団 1か月前予約/同業者不可/主に児童・学生

社会科見学 ●●● 049-259-1161

南西部地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

南
西
部
地
域
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春
日
部
市

㈱エビハラ
（豊野町2-16-1） 天然木化粧合板 突板貼から塗装までの

一貫生産 048-735-2253

㈲おづつみ園製茶工場
（内牧3572） 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。

●●● 048-752-6610
おづつみ園本店まで

協育歯車工業㈱
（南栄町14の9の13） 規格歯車及び精密機器 日本における規格歯車

のパイオニア 団特に無し ●● ida@kggear.co.jp

銀座ステファニー化粧品㈱
埼玉工場

（豊野町2-11-2）

ゲルクリーム 他（スキンケア・ファ
ンデーション） 化粧品工場

ケミコステクノ㈱
春日部工場

（銚子口644-4）
化粧品容器 人、地球に優しいものづ

くり 団平日、小中学生のみ見学可。要事前予約。
上限15名程度。

048-797-6381
y-yoshino@chemicos-
techno.co.jp

三州製菓㈱
第2工場

（銚子口979）
高級米菓・スリーズパスタスナック 米菓の食文化を未来に

伝承 ● 048-738-8121

三州製菓㈱
第1工場

（豊野町2-8-9）
高級米菓・スリーズパスタスナック 米菓の食文化を未来に

伝承 ● 048-738-8121

匠一好
㈲羽子板のさか田

（粕壁東1-23-27）
押絵羽子板の製造・卸業 オーダーメイドにも対

応。 個 ●●● 048-752-6732

日新精機㈱
（南栄町12-20）

超硬金型とフェムトレーザー加工に
よる技術開発 圧倒的チャレンジ精神 団 ●●● 048-754-6511

ニプロファーマ㈱ 埼玉
工場第1・第2プラント

（南栄町8-1）

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

三笠産業㈱
春日部工場

（豊野町2丁目26番2号）
小型建設機械 国内トップの小型締固

め機メーカー

㈲水野製作所
（藤塚1727） 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。 048-735-4292

㈱ミツハシ
春日部工場

（金崎945-1）
炊飯品、炊飯加工品 1日25トンのご飯を炊い

ています 団上限20名。同業不可。 048-718-3284

三山工業㈱
春日部工場

（豊野町2-6-2）

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

草
加
市

㈱アクアプロジェクト
（北谷2-7-15） アクリル水槽製造・販売 特殊水槽の製作を得意

としています
受注によって工場の受入が無理な時があり
ます

旭自動車ボデー㈱
（弁天3丁目2番1号）

各種トラックの事故修理・架装及
び自動車整備・鈑金・塗装

大型トラック専門総合
修理工場 団 ●● 048-936-0700

ken-hara@asahibody.com

㈱いけだ屋
草加工場

（吉町4-1-40）
草加煎餅 150年以上続く草加煎

餅の老舗 個団繁忙期を除く平日、要予約、受け入れ上限
50人、コロナ状況次第

048-92-2061
info@soka-senbei.jp

イヌイフュージョン㈱
（松江2-11-1）

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。 048-931-7399

㈱川島製作所
（谷塚上町434） 自動包装機 自動包装機の開発と製

造

㈱菊池襖紙工場
（新里町1355） 襖紙・壁紙等の企画製造販売 日本の住空間に彩りを

添える会社 個団コロナ禍により、個人団体とも5名までとして
います。 048-925-1245

㈱三恵精機
（柳島町565-36）

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。

048-925-5630

㈱潤製作所
本社工場

（青柳1-5-58）
金属機械部品 切削加工のコトなら自信

があります 個団 10名以下まで 048-931-1125
info@jun-ss.co.jp

昭和カートン㈱
（北谷3-1-45）

段ボールケース・化粧箱・その他包
装用品・地球儀・地図

創業60周年を迎えまし
た。

昭和西川㈱
草加工場

（八幡町30）

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ケ月前までに要連絡。上履を持

参して下さい。見学受入上限15人。

048-935-2681
a-hayakawa@showanishi
kawa.co.jp

㈱草加亀楽煎餅本餔
（柿木町1129-4） 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） 草加せんべい 高品質な埼玉県産うる

ち米を使用 個団ビデオ→試食→手焼き体験のご案内となり
ます。（工場見学不可） ●●●

048-936-6301 
marusou@sokasenbei.
co.jp

㈱草加ネジ
（稲荷1-4-38）

ルアー フックボルト Uボルト 特殊
曲げ製品

昔ながらの技術と最新
機械の融合 個 3名程度 同業者不可 info@sokaneji.jp

東部地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

東
部
地
域
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草
加
市

㈱草セル
（吉町2-5-44） プラスチック押出成形品 町工場でのものづくり 団 10名まで、繁忙期、同業者不可 ●● info@so-seru.co.jp

㈱デリモ
（柿木町宝1338番地15） 調理麺・パスタ・焼きそば・惣菜類 R4年2月に新工場へ移

転しました ●● iwayama@delimo.co.jp

㈱ニッテクレス
（青柳8-44-9）

抜型製造業（紙器・パッケージ類
他各種）

次世代が切り開く創造
と未来を形に 個 同業者不可平日見学可。繁忙期対応不

可。1ケ月前までに要予約 ●●● 048-935-1901
nitec@gray.plapla.or.jp

ヒガノ㈱
（青柳3-24-7）

大型門扉、庇、ボラード、傘立て、イ
ンテリア製品等

ものづくりの喜びで未来
に貢献 団平日のみ。受入れ上限10人

048-931-3321
shimizut@higano-corp.
com

北関工業㈱
（新里町1082）

強化プラスチック（FRP）成形品製
造、あらゆる分野の製品製造

提案型創造企業で高
品質・納期厳守 個 茨城工場にて事前打ち合わせ要す、上限

10名迄 ●
048-927-4398
saitama@hokkan-kogyo.
co.jp

㈱松原食品
（中根2-19-11） 豆腐、揚げ物 学校給食に特化した商

品 048-936-5864

㈲ミツワ
（青柳3-25-28） おきあがりこぼし 国内唯一の幼児用玩

具メーカー 個
要
相
談

5名ぐらい。電話にて予約要。
048-936-2305
k.y-mitsuwa@kmj.biglobe.
ne.jp

㈱都ローラー工業
本社工場

（両新田西町112-2）

印刷用・工業用ロールの製造販売 
コーティング処理・塗布装置販売

積極的な提案型企業を
目指す 個

団（
10
人
ま
で
）

日本先端技術に寄与している弊社事業に
興味のある方のみ。 ●● 048-924-1319

info@miyako-roller.co.jp

森紙器㈱
（青柳2-11-43）

段ボールケース、美粧ケース、POP
＆販促物、AEDボックス等

企画から提案試作、量
産化が速い。 団 1ケ月前までに要予約。同業者見学不可。

カメラ携帯電話持込不可（機密保持）。 ●● 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）
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）。

048-942-1000

ロータリー㈱
（青柳1-5-45）

マーカー類の本体軸、キャップ及び
ナイロンキャスター

多色な色の管理が得意
です 団 10名以内 048-936-2101

㈱渡辺教具製作所
（稲荷3-20-14） 地球儀 新しく、読みやすい地球

儀制作 団 20名までを希望しています。 ●●● 048-936-0339
planet@blue-terra.jp

越
谷
市

エイワファインプロセシ
ング㈱

（大間野町3-108）
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.coo

can.jp/

㈱佐藤鉄工建設
（新川町1-460-1） 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）

精密コイルバネ・板バネ・プレス加
工品関連商品

各業界のトップシェア製
品を支える 個 同業者はお断りいたします。 tsugawa@ts-g.co.jp

山元㈱
（川柳町4丁目266）

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ケ月前までに要予約。平日見学可能。 見

学受入上限5名。 ●●
048-989-8787
soumu_all@yamagen-kk.
co.jp

㈱ユニシス
埼玉工場

（西方2675-1）

硬膜外麻酔針、脊髄くも膜下麻酔
針、マイクロ注射針、シリンジ

特殊針のリーディングカ
ンパニー 団随時相談可、平日のみ見学可、大人数は別

途ご相談ください。 ● 03-5812-8830
s-sato@unisis.co.jp

㈱ユニシス
物流/滅菌センター

（西方2623-1）

硬膜外麻酔針、脊髄くも膜下麻酔
針、マイクロ注射針、シリンジ

特殊針のリーディングカ
ンパニー 団随時相談可、平日のみ見学可、大人数は別

途ご相談ください。 ● 03-5812-8830
s-sato@unisis.co.jp

吉野電化工業㈱
（越ケ谷5-1-19）

硬質クロムめっき亜鉛合金めっき
装飾めっき樹脂めっき、熱処理等

表面処理技術で社会
に貢献する企業 団現場との調整、帽子等の準備があり、事前

予約が必要。上限10名 ●●●
048-951-1111
soumu@yoshinodenka.
com

八
潮
市

アイメックス㈱
草加工場

（南後谷62）

湿式超微粒粉砕・分散装置、プラ
スチック押出成形システム装置

産業機械メーカーとして
発展と貢献 ●●

03-3624-5327
k-hiraiwa@aimex-apema.
co.jp

㈱今里食品
八潮工場

（鶴ヶ曽根705）
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
ケ月前まで。 ● 048-996-8211

㈱イワコー
（大瀬184番地1） 立体消しゴム 安心・安全の全て日本

製 個団未就学児は付き添いがあっても不可 048-998-5502

㈱右川ゴム製造所
（大曽根290） 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。 ●●● 048-995-7481

エスフーズ㈱
東京営業所

（木曽根1144）
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㈱
（二丁目1076）

特許ウェイビングカット方式による
金属切断機の製造・販売・保守

設計から製造まで全て
社内で内製 団大型の工作機械が多数あるため事前予約

が必須です。 ●●● 048-997-1591
info@mscmfg.co.jp

オーエムアイ㈱
（二丁目1007）

精密板金加工（環境衛生機器、
医療機器、理化学機器、食品機
器）

社会と産業に貢献する
総合板金企業 団平日のみ見学可、1ケ月前までに要予約。団

体は10名程度まで ●● 048-996-5501
info1@perfect-omi.co.jp

㈱小澤製粉
（柳ノ宮54） 白玉粉

蛙印染色工芸㈱
（柳ノ宮84） 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ケ月前ま
で。

●●● 03-5812-8830
s-sato@unisis.co.jp

㈲菊水堂
（垳58） ポテトチップ ポテトチップ製造工場 団 10名程度まで。公的団体に限らせていただ

きます。 048-995-5311

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

東
部
地
域
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八
潮
市

㈱ゴトウネジ
（2-470） 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）
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 個団見学受入上限20名。1ケ月前までに申し込
み。 048-931-4171

㈱草加葵
（南後谷668） 草加せんべい・あられ・和菓子 活々働ける快適工場 ●●● info@soka-aoi.co.jp

㈲ダイヤ工芸
（西袋975） バッジ・キーホルダー等への色付け 細かい箇所に色付け可

能 個団平日のみ見学可能 シンナーの匂いが苦手
な方は不可。 ●●● 048-997-7587

info@daiyakougei.jp

㈱日経首都圏印刷
八潮工場

（大字2-1015）
新聞印刷 新聞印刷

日東金属工業㈱
八潮工場

（二丁目358）
ステンレス製工業用容器・機器 平らな板を立体に ●● 048-996-4222

フジパン㈱
東京工場

（新町36）
パン 「本仕込」を代表とする

生産工場 ● 048-935-0181

㈱細谷製作所
（2-171）

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ケ月前まで。 048-995-1711

㈱ラプロパック
（浮塚957-1） 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。

●●● 048-998-8689

ロックペイント㈱
東京工場

（新町28番地）
塗料・工業用接着剤 人と環境に優しい塗料

造り 個 5～6名程度、同業他社不可 ●● junichi.nakamura@
rockpaint.co.jp

三
郷
市

㈱イシワタ
三郷工場

（天神1-5）

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

㈱イリエ
三郷工場

（戸ケ崎3-626-2）
建築用プレス金物 金属プレス製造 個 同業者不可 t.umenoi@k-irie.co.jp

伸栄化学産業㈱
（中央2-12-10）

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。 ● 048-953-1616
総務管理部 鈴木宛

㈱スガモ技研
（半田1028-4）

金型用パンチ・ピン、プレス金型用
パンチ、プラ型用ピン

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

㈱ダスキンプロダクト東関東
埼玉中央工場

（彦川戸二丁目71番地）
マット・モップの洗浄加工 お掃除のダスキンです。 ●●●

048-954-1000
Minoru_Usui@mail.duskin.
co.jp

㈱パーツ精工
埼玉本社工場

（新和1-83-2）

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。 ●●
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）

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ケ月前までに要予約 ●● https://fujigo-seiki.co.jp/

contact/

吉
川
市

㈱サイゼリヤ
吉川工場

（旭2-5）

物流(仕分け・開梱)製造来年2月
リニューアル開始

毎日の暮らしの豊かさ
を、食から

㈱サティス製薬
（中井57-1） 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）

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 団会社営業日のみ見学可。見学受入上限10

人。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575-1）

産業廃棄物の収集運搬及び処分
業

環境負荷低減を目指
し、社会に貢献 個団一か月前に要予約。15歳未満は要保護

者。受入上限20人。 ● t.kikuchi@shinwa-eco.com

㈱八光電機製作所
（旭3-7） 通信用機器 通信用接続機器の製

造販売

㈱ハマノ
（上内川414） 自動車用ボルト 工場内一貫生産 個団 1グループ10名まで、同業不可

048-991-3991
r-hasegawa@kk-hamano.
co.jp

㈱丸和運輸機関
（あさひ桃太郎1-1-1）

物流コンサルタント、物流センタ一
運営、配送

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）

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）

自動車・トラック・弱電向け、ボルト・
ねじ・特殊パーツを製造

小～大ロット、細径～太
径まで対応 団同業者不可。事前予約必要。受け入れ出

来ない時もあります。 ●● 048-991-6321
d.okuyama@kkotc.com

㈱カンノ
（上赤岩2249） 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

●● TEL:048-991-2111
FAX:048-991-2131

㈱キッズぽけっと
（松伏3439）

チャイルドシートやベビーカーのク
リーニング

赤ちゃん専門のクリーニ
ング工場 個団 info@ikujishien.jp

㈱林塗装工業所
（ゆめみ野東4の2の1） 自動車部品、建築部品、照明器具 多品種、小ロット、高品

質 団 30名程度 ●●●
048-991-5774
shunji@hayashi-coating.
cp.jp

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

東
部
地
域
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㈱朝日宝工社
（緑区中野田903）

産業工作機械・食品機械（製麺
機）部品、組立

溶接や汎用機械を駆使
した匠の世界 団 ●●

048-878-1441 
asahi-tky@jcom.home.ne.
jp

㈱アズマカラー
MC事業部

（岩槻区古ヶ場1-8-19）
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。

info@azumacolor.jp

㈱新井製作所
（岩槻区古ケ場600-1）

モータ鉄心、小型モータ、マテハン
機器のモータローラー

鉄心、モータ、ローラー
一貫生産 ●● 048-794-2136

㈱イシクラ
（岩槻区古ヶ場1-6-11）

卒業アルバム、学校案内、一般商
業印刷、チラシポスターHP作成 個 団 平日見学可。1ケ月前までにご相談をお願い

いたします。 ●●● 048-794-8988
shioda@ishikura.co.jp

㈱氏家製作所
（大宮区三橋1-592） 破砕機 破砕機で地球環境再

資源化に貢献
048-663-1081
j.ujiie@ujiie-ss.co.jp

㈱エース食品
本社工場

（見沼区中川618-5）
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）
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ケ月前まで。 048-652-2121

㈱オカモト
（桜区西堀5-11-2） 精密機器用切削部品 樹脂・金属の精密切削 個 団 一度に5名まで 写真などはNG箇所あり ●● 71kk.okamoto@ok-okamo

to.jp

小俣シャッター工業㈱
さいたま工場

（中央区下落合7-1-21）

各種シャッター、ドアをはじめとした
鋼製建具

日本で唯一の船舶用
シャッター製造 個 団 同業者不可 ●●● 048-833-2134

satouk@omata-s.co.jp

㈱金久保製作所
（岩槻区掛7953-6） 切削による部品加工 MC NC旋盤による切

削加工 個 団 工場が狭いので10名程度まででお願いしま
す。 ●●● 048-757-4675

s-take@kanakubo-ss.co.jp

㈱金子製作所
（岩槻区古ケ場1-3-13） 精密切削加工部品 医療機器向け部品・航

空機向け部品

㈱蒲倉電機
（岩槻区釣上350-3）

制御盤・分電盤・高低圧配電盤な
ど

設計から製作、検査まで
対応可能 ●● 048-798-0370

kamakura@rose.ocn.ne.jp

関東図書㈱
（南区別所3-1-10）

印刷・デザイン・出版・ホームページ
作成・情報処理

一つひとつの物語に彩
を

048-862-2901
info@kanto-t.jp

㈱喜多山製菓
東大成工場

（西区内野本郷445-4）

氷川餅ふっくらとしたソフト煎餅、サ
ラダ、ねぎみそ、醤油

新しい商品の取り組み
に力を入れています

㈱木下製餡
（大宮区桜木町4-431-1） 餡、羊羹、かの子豆 伝統の味を守る老舗製

餡所

協和精工㈱
（岩槻区諏訪2-1-19）

医療用容器・器具、衛生保護具等
の成型、組立、検査

クリーンルーム内中心の
モノづくり

後藤精工㈱
本社工場

（中央区上峰3-11-1）

半導体や車載センサ、医療機器
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 ● 048-853-3097

t-arai@gotos.co.jp

㈱小林鍍金工業
（中央区下落合1087） ねじ等、金属部品の亜鉛めっき 微細製品の大量一括

処理 個 団 事前のご連絡、調整をお願いしております。
048-831-7027
nao.k@kobayashi-mekki.
com

㈱小山本家酒造
（西区指扇1798番地）

日本酒（世界鷹、米だけのやさしい
思いやり、温情など）

伝統と最新技術を融合
した酒造り

コンゴーテクノロジー㈱
（西区三橋5-656-1） 抜型 快適な職場で若者が定

着

埼玉機器㈱
本社与野工場

（中央区下落合7-1-3）

自動車用部品、鉄道用部品、建設
機械用部品

人にとてもやさしい会社
です 団 ●● 048-831-4802

サイデン化学㈱
東京工場

（桜区下大久保字拾石
田1280-1）

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。

さいたま地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

さ
い
た
ま
地
域
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㈱ジアス
本社工場

（見沼区春岡2-26-13）
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。 ●●● 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）

缶・ビン・ペットボトルのリサイクル 
中間処理

飲料空容器の中間処
理 団 現在、実地見学は12名まで、オンライン見

学は50回線まで 048-652-6671

㈱秀飯舎
（西区飯田70） 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
は1ケ月前まで。 ●●●

048-624-1121
y.usukura@shuhansha.co.
jp

伸栄工業㈱
（岩槻区古ケ場2-2-10） 災害用ろ過装置、製缶 技術、情熱、真心込め

た製品造り

関口工業㈱
与野工場

（中央区鈴谷2-563）

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

ケ月前まで。 ●● 048-853-5511

㈱第一金属製作所
（西区指扇374）

医療機器、通信機器、産業機器、
半導体製造装置部品等

次工程はお客様精神で
ものづくり 個 平日見学のみ。申込みは1ケ月前まで。12月

～1月は不可。 ●●
048-624-2873
n.fukuda@daiichikinzoku.
co.jp

大正製薬㈱
大宮工場

（北区吉野町1-403）

リポビタンシリーズ・パブロンシリー
ズ・リアップ等

生活者の健康と美を願
い、貢献する

㈱タイネツ
（桜区道場709-24
浦和工業団地内）

オーダーメイドの耐熱送風機製造
業かつ回転部品機械加工業

失敗を恐れず挑戦出来
る職場 個 団 5名まで個人・団体可 ●●● 048-854-3381

tainetsu@tainetsu.co.jp

田中産業㈱
本社工場Y棟

（中央区本町西4-16-15）

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。 048-851-9158

㈱田端製作所
本社工場

（中央区上峰1-14-21）

金属部品精密機械加工、装置開
発及び製作

機械加工の事なら何で
も相談下さい 個 団 時期により要相談。 ●● 090-4171-7512

kazuma@tbmfg.co.jp

㈱タムロン 本社
（見沼区蓮沼1385番地） 光学機器・装置、光学部品 創業70年の総合光学

機器メーカー
要相談（現在、一般の方の見学は原則とし
て受け入れておりません）。 ●

TK製薬㈱
（見沼区片柳412-1） 漢方薬 健康食品 自然のちから、ひとに活

かして 個 団 見学可能日は要問い合わせ 見学人数は一
度に上限6名まで 048-686-1828

テクノデザイン工業㈱
（西区指扇455-1） 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ケ月前まで。

048-623-1641
営業課

東京インキ㈱
吉野原工場

（北区吉野町1-397）
プラスチック着色剤・印刷インキ 「お客様の視点」でのも

のづくり 個 団 事前に担当者へご連絡下さい。学校関係
（就活を含めて）で実施。 ●●

048-663-0311
soumu-yosinohara@
tokyoink.co.jp

㈱東京チタニウム
第一工場

（岩槻区古ケ場2-2-9）

チタン・レアメタル材料販売及び
受託加工、医療機器製造販売

工業医療福祉分野等
様々な事業展開 個 団 事前連絡要。見学受入上限、要相談。 ●●●

048-795-0470
toribe@tokyo-titanium.
co.jp

㈱東玉
（岩槻区本町3-2-32）

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。 ●●● 048-756-1111

http://www.tougyoku.com

㈱都平昆布海藻
（桜区道場2-13-32）

昆布、昆布加工商品、だしパック、
海藻

東京地区で珍しい昆布
海藻メーカー

㈱中村製作所
（道場709-1
浦和工業団地内）

金属プレス部品、溶接加工部品 信頼の技術 個 5名まで事前予約が必要です。 ●●● t-nakamura@nkss.co.jp

㈱七越製菓
第3工場

（中央区上峰1丁目21-12）

手揚げもち、せんべい、おかき、そ
の他菓子の製造及び販売

米菓製造、菓子類の卸
売り及び販売 ● 048-852-3753

日昭電器㈱
岩槻工場

（岩槻区上野6-12-2）

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 同業者不可・撮影不可・お断りする場合あり ●● 048-794-2490

日本電鍍工業㈱
（北区日進町1丁目137
番地）

金属表面処理 多品種変量生産 個 団 20名まで ●●● 048-665-8135

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大
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㈱ハママツ
（西区水判土8）

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-hamama

tsu.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）

通勤・近郊・特急電車、SLのメンテ
ナンス

電車のメンテナンス工
場 団 平日13:30～15:00。上限20名。要予約。 ●●●

048-664-0049
20sousya-omiya-visit@jr
east.co.jp

㈲氷川工作所
（南区関1丁目21番5号）

精密部品加工 治工具設計製作 
スポーツ・レース用品開発販売

試作開発研究用の部
品製作が得意 個 同業者は不可

048-866-6610
okazaki@
hikawakousakusyo.co.jp

㈱藤島建設
生産管理センター

（緑区中野田679-1）

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ケ月以上前：

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）

048-812-6122

㈱プラコー
（岩槻区笹久保新田550
番地）

プラスチック成形機、リサイクル機
器

フィルム成形機のトップ
メーカー 個 団 平日可。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 
soumu@placo.co.jp

㈱プラナエンジニアリング
（岩槻区上野5-2-8）

産業用システム電気品（制御盤）
の設計・製作・メンテナンス

技術力と即応力で設備
を守ります。 個 団 平日9:00～16:00。上限10名。申込みは

2週間前。 ●●●
048-812-5991
hisao-tanaka@prana-eng.
co.jp

㈱北伸
（岩槻区古ケ場2-3-11）

医療機器部品・半導体部品・実験
装置部品・産業機器用板金製品

創業50年お客様のニー
ズに応える 団 要相談 048-794-2000

co-hokushin@if-n.ne.jp

ホッカイエムアイシー㈱
（北区日進町3-147） 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
番地）

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、12月～1月は不可。同業

者不可。撮影不可。
048-798-3979
horiguchi-ss@collabiz.net

㈱ポリコール
（岩槻区柏崎135）

プラスチック用着色剤、機能性マ
スターバッチ

100万色の実績と機能
材製造技術 個 団 10名程度まで ●●

048-756-3141
m-kameyama@polycol.
co.jp

㈱マツモト
（岩槻区大字釣上45-2）

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

お客様のストレスフリー
を目指す 個 平日のみ。受入上限5人まで。1ケ月前まで

に連絡

048-798-1702
matsumoto-dc@jcom.zaq.
ne.jp

望月印刷㈱
（中央区円阿弥5-8-36） 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。 ●●● 048-840-2111

㈱森田エンタープライズ
（見沼区東宮下2-92）

ポリエチレン包装資材、バルーン、
衛生関連商品

ポリエチレン製品のパイ
オニア 個 事前要相談（5人以下）、同業者不可 ●●● 048-683-3312

ヤマナカ製本㈱
（桜区新開2-5-10）

音楽教科書・学校図書・実用書の
製本

壊れにくく環境に優しい
PUR製本 ●●

048-863-2648
ny@yamanaka-seihon.
co.jp

㈱ワイヱス工業所
（岩槻区上野3-1-12）

工業部品・医療機器部品・半導体
部品加工

小物・極少部品加工が
得意です 団 特になし ●●

048-794-7788
shibuyak.ysjpn@dream.
com

和光紙器㈱
岩槻事業所

（岩槻区笹久保1899-2）
ダンボール製品・緩衝材製品 包装資材を製造・販売

しております 団 20名まで 同業者不可 ●●●
048-798-5910
swatanabe@wakosiki .
co.jp

㈱和幸製作所
（桜区道場709-1）

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。 ●● 048-886-8686
総務部

㈱渡辺製作所
（桜区道場709-1）

光成端箱、モジュラーローゼット、
端子版、センシングシステム

金型やロボットを内製化
し一貫生産 団 事前にご連絡をお願いします ●●●

048-856-0855
makino@watanabe-mj.
co.jp

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

さ
い
た
ま
地
域
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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）
総合印刷 「伝わる」に真剣に向き

合う会社 個 団 「伝わる」に、真剣に向き合う会社 048-541-5152
info-cmyk@asahi-com.net

㈱有田ユニテム
（袋1076-3）

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。 ● 048-549-2611

岩崎電気㈱
川里工場

（赤城台362-26）

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。

㈱オオツカハイテック
（上会下626番地）

カム、金属加工品、ATC、インデッ
クスドライブ

設計・製作から検査まで
一貫生産 個 団 5人以上の場合、要相談 ●●

048-569-2711
imanishi@otsuka-hi-tech.
co.jp

㈱ケイマス
川里本社工場

（赤城台362-21）
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。 ●● 048-569-2251

小宮山印刷㈱
川里工場

（赤城台362-25）
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） 環境調査機器の設計・開発・販売 1台からの開発依頼に

も対応します 個 団 事前にご予約をお願いします。 ●● 048-568-2500
mbox@daiki.co.jp

大真パッケージ㈱
（箕田1720-1）

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。 ●●● 048-595-1111

東成工業㈱
（箕田1727-1）

樹脂成形品の塗装及び関連する
業務（成形～塗装～組立・梱包）

モノに彩りを添える塗装
技術

応
相
談

● 048-595-1388
info@touseikogyo.co.jp

㈱日さく
埼玉工場

（箕田 3326）

井戸用集水管、井戸坑口装置、
各種さく井工事用資材

水と大地の総合エンジ
ニアリング 個 団 平日のみ見学可能・事前に担当者へご連絡

ください。 ●●● 048-644-3912
soumu@nissaku.co.jp

日本フエルト㈱
埼玉工場

（原馬室88番地）
紙パルプ用フェルト 製紙用フェルトのトップ

メーカー

㈱ヒガシ
（東1-4-8）

オーダーメイド型工作機械の設計
製作

設計・部品加工・組立
社内一貫体制 ●● 048-541-3060

info@higashi-co.com

広田屋人形
（人形1-6-18） 雛人形 人形のふるさと 団 5月から11月まで、10名～50名まで、火曜

～金曜、要予約 048-541-8888

上
尾
市

㈱井上鉄工所
（平方領領家662-1） 金属鋳物加工業 金属部品の準量産重

切削機械加工 個 団 子供もOK ●●● 048-781-1658 
keisou@inoue-tekko.co.jp

㈱サイサン
ガスワンパーク上尾

（平方領々家639）

LPガスの充填、LPガス容器の検
査

凡事徹底、お客様第一
主義 個 団 上限40名、30名以上の場合は2班に分か

れての見学になります ●● 048-726-5246
h-sekine@saisan.co.jp

三研光機㈱
（中新井404-16）

光学部品・半導体装置部品・医療
機器部品

アルミの加工ならお任せ
ください！ 個 ●●●

048-725-0330
t-horikoshi@sanken-kouki.
com

㈱高須賀製作所
（領家1136-7）

産業用板金部品、溶接部品及び
レーザー切断加工品

少量生産の加工に強み
があります。 個 団 見学は平日の10時から15時まで。服装に

注意事項あり。 ●●● 048-726-1400
info@takasuka-ss.co.jp

㈱多賀製作所
本社工場

（領家1210-1）

自動車バイク用の金属部品の製
造 3次元精密金属加工 団 同業者不可、人数については要相談 ●●● 048-726-2337

t-sato@taga-inc.co.jp

UDトラックス㈱
（大字壱丁目1番地）

大型トラック及びディーゼルエンジ
ン

時代の要求する自動車
を提供します ●● udrecruit@udtrucks.com

桶
川
市

㈱河野鉄工所
（赤堀2-15-3） シャッター部品 金属加工

国際チャート㈱
本社・桶川工場

（赤堀一丁目30番地）

ラベル紙、計測用記録紙、医療用
記録紙、屋外検針用記録紙等

記録紙、検針紙のトップ
メーカー ● saiyou@ml.kcp.co.jp

マルキユー㈱
桶川工場

（赤堀2-4）
釣りエサ 釣り具・釣りエサの製造

販売
048-728-0831
yuta_sibui@marukyu.com

㈱ユニテックギア
（赤堀2-7）

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ケ月前まで。 ● 048-728-8411

㈱四葉機械製作所
本社工場

（赤堀2-15-8）

ルーツ式真空ポンプ＆ブロワー製
造

オンリーワンの製品を多
数製造 個 平日見学可。但し1ケ月前に連絡をお願いし

ます。 ●● 048-728-4439
ooishi@yotsubakikai.co.jp

北
本
市

グリコマニュファクチャリ
ングジャパン㈱
北本工場

（中丸9-55）

ポッキー、プリッツ 製造ラインを間近で見
学できる。 個 団 3歳以上、マスク着用、50名まで ●●● 048-593-8811

㈱興電舎
（深井3-189）

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）

はちみつ、はちみつ加工品、清涼
飲料水

「はちみつ」で健康をお
届けします 団 製造の都合上月曜日のみ。その他の日程

は、応相談。
yoho-manage@
royalhoney.jp

㈱ノヴァ
（中丸9-20）

有機ドライフルーツ、ナッツ、オリー
ブオイル、有機蒸留酒

有機ドライフルーツ、ナッ
ツ専門店 団 要相談 ● 048-592-6491

㈱プロパックス
（二ツ家4-53）

乳加工品・食品加工品・魚介類加
工品 ウーマンパワー企業

伊
奈
町

㈱昭和技研工業
（西小針7-24）

ロータリージョイント、スイベルジョイ
ント

さまざまな機械の動きを
支える

町田ローソク㈱
（西小針7-27） キャンドル アロマグッズ アロマキャンドルを主に

開発製造しています。

㈱モリタ東京製作所
（小室7129番地） 歯科用医療機器 お口の健康を支えてい

ます！ 団 ●● 048-723-2621

県央地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

県
央
地
域
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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）

精密部品複合切削加工製造・販
売

ものづくり、切削加工エ
ンターテイナーズ 個 団 7名まで、同業者不可 ●●● 049-244-1604

info@okawa-in.co.jp

㈱ぎょうざの満洲
（的場新町21-1） スープ 天井高6メートルのスー

プ専用棟

㈱協和精機
川越工場

（菅間144）

半導体製造部品、油空圧機器部
品、自動車部品、トラック部品

人と人を繋ぎ社会に貢
献できる会社 個 団 平日見学可。見学受入上限10名程度。1

ケ月前までに要予約。 ●●
049-224-4197
kazue.kamimura.ks@
kkyowaseiki.co.jp

㈱高速
（芳野台1-103-7）

ビジネスフォーム印刷、データプリン
トサービス

印刷から発送まで川越
工場で完結 団 工場見学の目的が明確であり、見学受入上

限は10名まで 049-225-5300

㈱ゴードー
（大字的場1445番地） オフセット印刷紙器 設計・デザインから丸投げ

OK！ 個 団 10名まで、同業者不可 ●●● 049-233-7777

三輪精機㈱
本社工場

（芳野台3-1-1）

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。 ●●● 049-211-3016

ショーボンドマテリアル㈱
川越工場

（芳野台2-8-10）

道路・橋脚の補修に特化した土木
用エポキシ樹脂接着剤

補修に特化した製品で
社会貢献

新報国マテリアル㈱
（新宿町5-13-1）

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ケ月前までに要予約。一部

撮影禁止。同業者不可 ●● 049-242-1950

㈱新和製作所
本社工場

（下赤坂736-2）
紙製のパッケージ・ディスプレイ 企画設計から印刷納品

まで一貫体制 ●
049-269-0033
k.shimamura@
shinwaseisakusyo.co.jp

㈱ダイトー
（的場2616） 食品包装資材 夢と心を運ぶパッケージ

づくり

大南光学㈱
（芳野台2-8-119） 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ケ月前要予約。同業者の見
学不可。

要
相
談
●● 049-225-1100

大和工業㈱
（福田205-1）

中空リベット・ブレーキライニングリ
ベット・冷間圧造品

創業55年のリベットメー
カー 個 団 平日見学可、最大10名まで。一か月前要予

約。
049-225-5855
info@daiwa-kogyo.jp

㈱高砂精密
（古谷上2699-1）

自動車・電気・光学精密部品の試
作・製造及び検査治具の製造

妥協を許さない若きプロ
集団

高美精機㈱
（芳野台1-103-19） 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。 ●● 049-224-4030

㈱東洋クオリティワン
（下小坂328-2） ポリウレタンフォーム製品 日本唯一のフォーム専

業メーカー 団 ご希望の際は、事前にご連絡をお願いいた
します。 ●●● 049-231-2331

特殊鋼管㈱
霞ヶ関工場

（笠幡3242）
ステンレス鋼管 短納期 多品種 少ロッ

ト生産 個 1ケ月前要予約 ●● 049-231-3621
info@tokkan.co.jp

㈱トップ工業
本社工場

（寺山167）

カセットコンロ部品等金属製品の
塗装

イキイキ経営で人を成長
させる 個 団 事前の申請し幣社の受入れ可能日のみ実

施。 ●●● 049-225-2282
info@top-k.co.jp

㈱長谷川製作所
（下小坂83-1）

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。 ●● 049-233-1021

ヒーハイスト㈱
（今福580番地1）

直動機器、精密部品加工、ユニッ
ト製品等の設計・製造・販売

小径リニアブッシュNo1
を目指す 個 団 工場見学目的により検討 ●● 049-273-7000

hst_kanri@hephaist.co.jp

㈱ひびき
吉田工場

（吉田94-4）
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。 049-237-1000

㈱フカガワ
川越工場

（芳野台2-8-30）
ダクト製作機械、ダクト関連部材 ダクト製作機械のトップ

シェア企業 団 最大7～8名程度、同業者不可、事前の連
絡をお願いします。 ●●● 049-223-3313

kawagoe@ductnet.com

六三四堂印刷㈱
（脇田本町25-14） 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ケ月前まで。 049-242-0329

㈱村上塗装工業所
（古谷本郷626-3）

半導体製造・道路標識柱・情報
盤・計装盤・産業機械

大物・重量物も焼付塗
装可能 団 平日見学可・見学受入上限5名程度

049-235-0874
senmu@murakami-toso.
co.jp

㈱村上パーカーライジング
（古谷本郷627-1）

配電盤・半導体製造装置・各種産
業機械及び設備機器の表面処理

金属表面処理及び擬
合金溶射処理 個 団 平日見学可・見学受入上限5名程度

049-235-1972
senmu@murakami-toso.
co.jp

東
松
山
市

㈱大村製作所
唐子工場

（下唐子1606）

自動車部品、航空機部品、農建機
部品、ノズル、消毒装置他

「走る」部品から「飛ぶ」
部品まで 団 15名まで、平日見学可。同業者不可。1ケ

月前までに要予約。 ●● 0493-23-1288
recruit@ohmurasei.co.jp

化研興業㈱
（大字野田990-1）

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co2
削減に協力 団 平日9:30～15:00まで見学可。撮影不可。 

上限5人まで ● 0493-24-4555
kaken-3@alpha.ocn.ne.jp

㈱協同商事
COEDOクラフトビール
醸造所

（大谷1352）

川越芋使用のプレミアムエール紅
赤、ピルスナー瑠璃他、定番6種

世界品質のクラフトビー
ルを醸造 団 未成年者不可。1ケ月前までに要予約。 ● 0570-018-777

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大
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東
松
山
市

城北伸鉄㈱
東松山工場

（新郷88-12）
鉄鋼2次製品である磨き棒鋼 EVに使われるELCH2

の製造 個 団 平日見学可、見学受入上限40名、同業者
不可、1ケ月前迄要予約 ●● 0493-24-2935

morita@johoku-steel.co.jp

関口産業㈱
（下唐子1955）

自動車部品（パワーステアリング
用部品）

冷間鍛造から機械加工
の一貫生産 団 平日見学可。受入上限10名まで。同業者

見学不可。 ●●
0493-23-6111
eigyo@sekiguchi-sangyo.
com

野口精機㈱
（新郷576-1）

自動車等のエンジン用燃料噴射ポ
ンプの主要部品の精密加工

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ケ月前迄に要予約。 ●●● 0493-24-3845
info@noguchiseiki.co.jp

ボッシュ㈱
東松山工場

（箭弓町3-13-26）

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。

0493-22-1552

㈱山本製作所
（新郷88-26） 自動車部品 ファインブランキングで

弛まぬ挑戦 ● 0493-23-9021

㈱吉野プレス工場
（新郷322-1）

乾燥機用燃料タンク 自動車用金
属部品

薄鉄板深絞りプレス加
工 0493-22-4311

坂
戸
市

㈱ぎょうざの満州
坂戸工場

（にっさい花みず木1-4-1）
餃子 麺 おいしい餃子で人々を

健康で幸せに
049-273-9333
ito@mansyu.co.jp

㈱タムラ製作所
坂戸事業所

（千代田5-5-30）
車載用リアクタ・圧電トランス オンリーワン・カンパニー 団 高校生・大学生対象、平日のみ。事前に連 

絡・相談を。 ●● sakadosoumu@tamura-ss.
co.jp

日本コントロール工業㈱
（千代田5-1-16） 電磁ポンプ 電磁ポンプ中心の制御

機器メーカー

㈲沼尾モータース
（千代田5-1-20） 自動車整備・車検・保険・カー用品 創業72年、安心と安全

の整備工場

平田精工ジャパン㈱
（小山57-3）

工業用精密プラスチック製品全
般及びエンプラ金型設計製作

IOT等を活用した開発
型製造企業 個 団お申し込みは事前に、お電話等にて予約を

お願い致します。 ●●
049-283-2558
mizuehirata@
hirataprecision.jp

㈱藤間精機
（千代田5-1-33） エアーツール用精密部品 材料仕入から完成品ま

で一貫製造

豊盛工業㈱
（にっさい花みず木6-24-1）

自動車・バイク用パイプ部品と精
密ネジ部品

本田技研工業のティア
1企業 個 団 5人までで同業者不可 ●● 049-288-7171

soumu@hohsei.co.jp

㈱明治
坂戸工場

（千代田5-3-1）

菓子（チョコレート、グミキャンデー、
ビスケット等） 安全・安心のものづくり 個 団 要事前予約、1日3回（9:30、11:30、

14:00）開催 049-283-1398

弓削多醤油㈱
坂戸工場

（多和目475）
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。 0120-417-059

鶴
ヶ
島
市

㈱IHI 鶴ケ島工場
（大字太田ケ谷1200番）

民間航空機用ジェットエンジンの整
備

航空ジェットエンジンの国
内トップメーカー 団 平日のみ、受入上限30名、事前調整（目的・人

数・日時 等）要 ● 049-273-9420

㈱関水金属
埼玉工場

（富士見6-2-30）
鉄道模型 鉄道ファンの熱い期待

に応える 小学校の社会科見学のみ受入。

毛
呂
山
町

㈱木屋製作所
（市場502-3）

板金部品（プレス、溶接、塗装、組
立）

鉄の部品をつくっており
ます 個 団 1ヵ月程度前までにお申し込みください。 ●●● 049-299-7779

r@kiya-ss.co.jp

三和タジマ㈱
埼玉工場

（川角484）
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） 包装用接着剤 環境にやさしい製品の

開発
　
●
※

0493-56-4361
※地元の学校限定

嵐
山
町

㈱紅葉堂
（平沢183）

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㈱
（平澤2087）

カーエアコン用コンプレッサー部品
汎用エンジン用始動装置

プレス加工を中心とした
部品製造 個 団 特にありません。要相談。 ●●● 0493-62-3111

rikihisa@skkjapan.co.jp

㈱ヤナギサワ
本社工場

（花見台10-7）

内燃機関及び駆動系部品等の切
削加工

難削材を得意とした切
削加工 ●

越
生
町

㈱むさしのメタル
（成瀬454） 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
本社工場

（大塚556番地の2）
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。 ●

いし本食品工業㈱
埼玉工場

（高谷2452-7）

豆板醤、芝麻醤、甜麺醤などの中
華調味料

安全安心な製品を提供
いたします。 個 平日見学可。受入上限3人まで。1か月前ま

でに要予約。 ●●
0493-72-3634
nakahara@
ishimotoshokuhin.co.jp

オリロー㈱
埼玉工場

（青山745）
避難器具「ORIRO」 備えあれば安心・安全ラ

イフ

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
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中 高 大

川
越
比
企
地
域

20



小
川
町

ケージーエス㈱
本社工場

（小川1004）

視覚障がい者用点字ディスプレイ
ソレノイド

小粒ですがオンリーワン
の企業 個 団 平日（当社稼動日）。

1ケ月前に要予約。 ● 0493-72-7311
stsukada@kgs-jpn.co.jp

埼玉県中央部森林組合
（高谷2466-4）

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

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

晴雲酒造㈱
（大塚178-2） 清酒 地元の米・水・風土で醸

す酒 個 団 10名以上の見学は要予約。
応
相
談
●

㈱テック高橋
小川工場

（勝呂62-1）

自動車ガラス加工、建築用ガラス、
フィルム販売施工

オンリーワンのガラス加
工業務 個 同業者不可、事前予約制、 ●● andoh-h@takahashi-glass

.co.jp

比企光学㈱
（青山830）

光学ガラスレンズ及び精密切削
加工

自ら考え自ら行動し自ら
成長する ●● 0493-73-1310

y-yanase@hiki-opt.com

北資化成工業㈱
（下横田446-1）

自動車や建材に使用するプラス
チック押出成形品 プラスチックのプロ集団 ●●●

0493-73-2424
tm.takizawa@hokushi.
co.jp

松岡醸造㈱
（下古寺7-2） 日本酒、リキュール等 全国新酒鑑評会八年

連続金賞受賞 個 団 50名以上は2組に分けて行います（要予
約）。 ● 0493-72-1234

info@mikadomatsu.com

㈱ミララ
（下横田867-2） 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。 ●● 0493-72-0555

武蔵鶴酒造㈱
（大塚243） 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。

043-72-1634
info@musashitsuru.co.jp

川
島
町

東京ガスケット工業㈱
（八幡6-12） 輸送機械器具 設計試作試験量産の

一貫した物作り

㈱ナガセ
川島工場

（大字中山1888）

給水用フランジ、鋳鉄製産業用機
械部品、樹脂粉体焼付塗装

鋳造製品はなんでもご
相談ください 団 同業者不可。5名まで 049-297-1690

日之出水道機器㈱
埼玉工場

（大字吹塚732）

上下水道用マンホール鉄蓋およ
びプラスチック部品等の製造販
売。

マンホール蓋のトップ
メーカー。

笛木醤油㈱
金笛しょうゆパーク

（上伊草660）
しょうゆ、バウムクーヘン 創業230年を超える老

舗醤油蔵 個 団 info@kinbue.jp

柳下技研㈱
川島工場

（かわじま2-2）
自動車部品、半導体製造装置部品 ものづくりのパイオニア 個 同業者不可、一度に5名まで。2階からの窓越

し見学になります 049-227-9242

㈲レインボーペイント
（戸守432-1） 各種塗料の調色及び販売 小口調色で必要な量を

必要な時に。 個 団 平日見学可・5人まで。1ケ月前までに要予
約及び日程調整。

049-297-5507
senmu@murakami-toso.
co.jp

吉
見
町

㈱秋山製作所
（和名674-1）

自動車等のパッキン打ち抜き加工
製造 女性だけの工場です 個 要相談。少人数で事前連絡をお願いしま

す。同業者不可 049-353-6321

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）

腕時計用部品 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。 ●●● 0493-54-2211

㈲杉山樹脂工業
（上細谷147）

プラスチック精密部品加工（医療
品，化粧品，時計他）

最新悦の設備と徹底し
た製品管理 個 平日見学可，要事前連絡 ●●● 0493-54-2759

プリマ食品㈱
（大字長谷1951）

ハンバーグ・からあげ・調味生肉（ツ
クネ）

プリマハム100％出資
子会社 個 団 ●●● 0493-54-5566

マレリ㈱
吉見工場

（久米田628）
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ケ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。 ● 0493-54-2241

総務チーム

㈱三村工業
（東野1-10-1） ベルトコンベア等各種搬送機器 要望があれば全国どこ

でも伺います

㈱村井
（長谷1961）

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。 ●●● 0493-54-6581

㈱ヨシザワ
（久保田665） 加熱式弁当箱【蒸熱BOX】 長期的かつ持続的価値

商品の開発 個 同業者不可、審査有り 0493-54-1610
kyoshiza@cello.ocn.ne.jp

と
き
が
わ
町

㈱ソーシン
玉川工場

（五明888）
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）

自動車部品、通信用コネクタ、住
宅金物

地域に根ざした企業を
目指して 個 団 条件は特にありません。 ●●● 0493-65-0774

s-tanaka@t-dc.co.jp

㈲野口木工所
（西平1208-1） 木製ドア 自然の中でドアを作って

います
0493-67-0211
kyo@w-noguchi.co.jp

みはし㈱
玉川工場

（大字五明591）

モールディングをはじめとした内外
装の装飾建材

装飾建材の国内トップ
メーカーです 個 団 工場内ショールームのみ事前予約にて可。

（受入上限10名） ●●● 048-464-3508

市町
村名

企業名
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西部地域

所
沢
市

㈱井口一世
（所沢新町2553-3） 精密機械器具類の金属部品 自社システムによる最

適化工場 個 団 学校生徒のみ受入可。平日のみ。 ●●● 04-2990-5400
hp@iguchi.ne.jp

㈱木下フレンド
所沢工場

（坂之下1142）
産業廃棄物の中間処理 環境型社会の形成に

寄与します。 団 平日のみ見学可。見学受入上限10名。お
申込みは1ケ月前まで。 tfurukawa@k-friend.co.jp

㈲クリオ
東所沢工場

（新郷167-18）

大判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
所沢工場

（林1-299-8）

食品リサイクル、ペットボトルリサイ
クル、産業廃棄物中間処理

地域密着型のリサイク
ル企業 個 団 平日のみ。1ケ月前までに要予約。 04-2938-7277

m.iwasaki@jrs-eco.com

㈱スパンドニクス
製技センター

（東所沢1-5-14）
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。受入上限10名。1ケ月前までに
要予約。撮影不可。 kurosu@spandnix.co.jp

セイキ工業㈱
所沢工場

（東所沢5-10-1）

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。 ● 04-2945-1111

㈱宣工社
（本郷1118-6）

ダイレクトメール発送代行・物流代
行

ビジネスをサポートする
物流代行

04-2951-6300
mtanaka@senkosha-co.
co.jp

㈱タイラ
（南永井15-1）

ゴム・プラスチック類のシート・発泡
材、各種粘着材等 化成品総合加工メーカー 個 団 最大10人まで 04-2997-1511

j-tateishi@kk-taira.co.jp

長沼商事㈱
リサイクル工場

（林1-306-7）
鉄・非鉄金属スクラップ加工処理 高精度選別で環境資

産を未来へ繋ぐ 団 12月と1月を除く平日。1ケ月前までに要予
約。同業者は不可。 ●● 04-2947-8870

info@recycle-eco.com

㈱不二レーベル
（林1-331-8） タックラベル及びラベラー 付加価値の高いラベル

を製品化する 個 大学院、大学、高専、短大、専門学生の就
職活動によるもの ● 04-2938-7690

saiyou@fuji-label.co.jp

細沼製作所
（中新井515-3）

航空機部品、産業機械部品の製
造

あらゆる金属の切削が
可能

0429-42-4335
back.pass.com@gmail.
com

㈱MIKAMI
（林1-299-7） 金属部品 独自の技術を生かした

製品つくり 個 団 ●●● 04-2949-9450
syusyo@mikami-co.jp

㈱矢口製作所
（東狭山ケ丘6-725-3）

消防車やタンクローリーのポンプ・
車両運搬車のウインチ等

設計・加工・組立・検査
の一貫生産 個 団 平日10名まで可。詳細は応相談。 ●● 04-2922-1321

飯
能
市

㈱青木精機
（笠縫214番地）

CNC複合旋盤による精密金属部
品の製造

環境に配慮したものづく
り工場

㈲天ヶ瀬工業
（赤沢727-1）

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。 ●●● 042-977-0464

五十嵐酒造㈱
（川寺667-1） 清酒 酒粕 なら漬け 伝統、手造りにこだわっ

た酒造り 個 団 通年で見学可能。事前予約が必要。見学
受け入れ人数要相談。 042-974-7788

㈱オークソニック
（阿須891-24）

超音波探触子、探傷機、その他セ
ンサー。量産化困難な精密作業。

超音波で可能性挑戦
へのパートナー 個

要
相
談

平日。詳細打合せ。 042-972-0610
sales@okusonic.co.jp

加藤木材工業㈱
（笠縫418）

木製建具の製作 取付を行ってお
ります。新築・リフォーム可能

既製品でなく物件毎の
ドアを製作 個 10名まで 稼働状況により応相談 ●● 042-972-2141

㈱サインアーテック
（茜台3-2-1）

大型広告幕、飛沫感染防止シー
ト、ecoメディアへの出力制作

超大型インクジェット出
力工場です 団 事前にお問合せください。1グループ2～3名

上限。撮影不可。 ●● 042-975-1234

㈱サカモト
（山手町25-21）

木製建具 木製家具 トイレブース 
木製品全般 木製サッシ

匠とNC加工で夢ある物
創り 個 団 異業種の方 弊社の製品に興味。

コラボレーション。
042-972-2022
info@eco-sakamoto.co.jp

島田コンクリート工業㈱
（上直竹下分98-2） コンクリート二次製品 高度な製品の実現化。 団 20名程度まで。同業者不可。 080-1075-2228

info@shimacon.com

新電元スリーイー㈱
（芦苅場3-1）

通信機器用電源装置・監視装置、 
電気自動車用充電器

環境負荷を考慮した製
品製造 個 就職希望の方

042-974-2121
ste_soumu@
ste.shindengen.co.jp

市町
村名
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飯
能
市

㈱椿本チエイン
埼玉工場

（新光20）

自動車タイミングチェーンドライブシ
ステム、各種コンベヤの製造 モノづくりへのこだわり 団 事前予約（工場営業日に限る） ●●●

042-973-1146
yasushi.satake@gr.tsubaki
moto.co.jp

㈱デコス
関東工場

（茜台3-2-10）

セルロースファイバー断熱材（商
品名：デコスファイバー）

夏に強い断熱材・調湿・
吸音 個 団 最大30名まで、同業者不可。工場内写真

撮影不可。 cf@decos.co.jp

認定NPO法人
名栗カヌー工房

（下名栗1817-9）
木製カヌー、家具及び小物 個 団 どなたでも見学できます。 ●●●

㈱飯能製作所
（茜台2-2-2）

コスモ工機㈱の水道事業関連製
品の製造

水道管路を守る質実剛
健な企業 個 団 平日見学可、要事前予約。10名程度まで。

042-974-1234
ksekiguchi@hanno-ss.
co.jp

飯能精密工業㈱
（芦苅場783-8） 金属プレス加工 金属プレス金型製作及

びプレス加工 個 ● 042-973-1251
hns@hns.co.jp

㈱フォレスト西川
（芦苅場708-1）

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 事前に問い合わせください 042-971-2622

㈱プレココーポレーション
（川寺620-5） ガラス製品・木工製品 国産、特注商品製造、

製作 ●●

狭
山
市

㈱エスイー
（笹井3015番地）

電磁接触器・刃型スイッチ・液晶
用製造装置

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。 042-953-2118

㈱エフ・イー・シー
（柏原229-3）

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 本社工場
（柏原337番地13） 高級和菓子洋菓子 厳選の原材料で本物

の美味しさを 団 小学校の社会科見学 04-2954-7111

キッコーマンソイフーズ㈱
埼玉工場

（新狭山1-5-15）
豆乳 毎日続ける大豆の健康

狭山碾茶工房
㈲明日香

（加佐志201）
抹茶 関東で唯一の本格的

抹茶工場 個 団 20名程度まで、繁忙期は不可、用事前予
約 04-2959-1815

㈱サンワ
狭山工場

（根岸571）

物流用・福祉用電動階段昇降機、
非常用階段避難車、農業用運搬
車

快適な『運び』の提供を
使命とする 個 団 10名迄、1か月前までに要予約

04-2954-6611
yokoyama@sunwa- jp .
co.jp

㈱セントラルフーズ
狭山工場

（広瀬台2-2-8）

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）

アクリル系粘着剤、機能性高分
子、有機微粒子および粘着テープ

高分子重合技術を用い
た製品づくり 団 10名まで、同業者不可 ●● t-yagi@sokenchem.com

高松電鍍工業㈱
（柏原231-1） めっき処理 少量品から量産品の各

種めっき可能

ツクモ工学㈱
（柏原3669-8） 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。名簿事前提出。 ●●● 04-2952-6008

178oda@twin9.co.jp

㈱七星科学研究所
狭山工場

（柏原71）

産業用各種コネクタ・ダイカスト鋳
造

環境にやさしい製品と
物造り 個 団 同業者不可 04-2952-3101

soumu@nanabosi.co.jp

八千代工業㈱
柏原工場

（柏原370）

自動車用樹脂製燃料タンク・サン
ルーフ・樹脂部品 Hondaの子会社 個 団 感染症拡大の状況により受入れできない場

合があります ● 04-2955-1211
recruit@yachiyo-ind.co.jp

入
間
市

㈱イチヤナギ
（狭山ケ原162）

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

気持ちよく働ける彩の
国工場です。 団 平日見学可， 1か月前までに要予約、同業

他社の見学は制限あり ● 04-2934-2116

㈱industria
（宮寺2700）

industriaブランド製品の企画開
発製造販売

独自開発と匠の技で新
技術を実現 団 平日見学可。1ケ月前までに要予約。同業

者応相談。 ●● 04-2934-6921
sales@industria.co.jp

NTT印刷㈱
入間工場

（狭山台13街区）
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。 04-2934-7111

市町
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入
間
市

カネパッケージ㈱
（南峯1095-15）

医療機器や精密機器などの梱包・
緩衝材

驚きと感動と安心をご
提供します 団 30名まで。30名以上は要相談 ●●● k.takamura@kanepa.co.jp

㈱五輪パッキング
（野田1804-25） 各種パッキング製品 様々なニーズに対応し

た生産体制 ● 04-2932-0052

首都圏アグリファーム㈱
製茶工場

（寺竹320-1）

狭山茶の生産・加工・販売をしており
ます。

伝統ある狭山茶を未来
に残します。 個 団 見学受入れ上限30名。一部写真撮影不

可。要事前打ち合わせ。 ●● gtoffice@cap.ocn.ne.jp

セイキ販売㈱
武蔵工場

（狭山台4-15-16）
特殊網戸の製造 網戸分野で日本一

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）

精密板バネ・スペーサー・スプリン
グ ピン

1日1，500万個の生産
能力 団 4月、6月、11月は見学不可。見学受入上限 

15名 ●● 03-3922-4111
soumu@taiyo-sp.co.jp

㈱タチエス
武蔵工場

（狭山ヶ原108-13）
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

04-2934-5111

㈱テラダイ
（狭山台4-8-14）

アルミダイキャスト製品（自動車部
品、他）

海 外 拠 点も有するグ
ローバル企業

04-2934-3641
kobayashi@teradai.co.jp

㈱トコウ
（中神991）

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。 ●●● 04-2935-0888

㈱中村屋
武蔵工場

（狭山台234）
中華まん（肉まん） 「新たな価値」を生み出

し続けます 個 個人はホームページからの予約。
要
相
談

要
相
談

㈱日辰電機製作所
（狭山ヶ原108-3） 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ケ月前
まで。 ●●● 04-2934-4151

日
高
市

㈱旭フーズ
（馬引沢316-3） 業務用食品卸売業 コールドチェーンの一翼

を担う企業 団 冷凍庫内安全確保の為、5名様まで、同業
者、コンサル不可 ●●●

0429-84-0158
takuya-kikuchi@
asahifoods.jp

㈱磯貝製作所
埼玉工場

（下高萩新田22-3）
精密金属切削部品 少量多品種加工を得意

としています 団 5名まで ●● 03-5335-7085
chiba@isogai-ss.co.jp

㈱埼玉種畜牧場・
サイボク

（下大谷沢546）
ハム・ソーセージ 牧場→整造→販売まで

一貫体制 042-989-2221

三成研機㈱
本社工場

（森戸新田59-10）

工事用エレベーター及びタワーク
レーンの設計・製造・レンタル

創業50年超の建設業
総合支援企業

シグマ光機㈱
（下高萩新田17）

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

研究開発から生産設備
まで光で解決 ●●●

㈱スギヤマ
本社日高工場

（下大谷沢2-3）

ごぼうを主体としたパッケージ製品
およびカット製品

ごぼう1本64年、一歩
先の未来へ

西武酪農乳業㈱
（野々宮145）

牛乳、加工乳、乳飲料及び発酵
乳

地域に根付いた牛乳工
場です

㈱東ア
（大谷沢667-3）

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
042-984-1270
総務部

㈱東立製作所
日高工場

（旭ヶ丘690-1）

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ケ月
前。

●●● 042-989-5255

㈱日本標準統合
物流センター

（下大谷沢91-5）

小学校教材及び企業商品の保
管・発送

地域住民との交流を積
極的に推進

㈱ミック
本社工場

（旭ヶ丘672-1）

シャッター操作機器、防災関連機
器、住宅設備機器

設計から開発まで一貫
生産できます 個 団 土、日、祝日不可。1ケ月前迄に要予約。 042-985-4466

a-harada@mic-co.net

市町
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行
田
市

㈱イサミコーポレーション
足袋工場

（向町2-6）
足袋 創業115年国内生産の

行田足袋屋 個 団 同業者不可。一度の工場見学は15人ま
で。総30人まで可。 ●●● k-tsuchiya@isamicorp.jp

岩崎電気㈱
埼玉製作所

（壱里山町1-1）

LEDランプ、HIDランプ、光応用製
品

豊かな社会と環境を創
造する 団 ●

048-554-1111
fukawa-shigeyuki@eye.
co.jp

㈱エイブルフソー
持田工場

（持田1-5-2）

ベルトコンベヤ、スクリューコンベ
ヤ、フライトコンベヤ

ものづくりを発展させる
実践型企業 団 平日のみ、1か月前までに要予約同業者及

小学生不可15名迄 ●● 048-553-6265

エリエールペーパー㈱
行田事業所

（長野5-11）

エリエールトイレットティシューシン
グル、ダブル

優しさにこだわった確か
な品質 個 団 平日見学可。要事前連絡。 ●●●

080-6382-6419
kazuyuki.kamiyama@
daiogroup.com

㈱大堰
（須加382） 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）

足袋 地下足袋 祭り用品 新しい懐かしい伝統の
足袋づくり 個 電話やメールでの事前予約必要（今はコロ

ナ対策で休館中です）
048-556-6361
info@kineyatabi.co.jp

㈱コスメグローバル
（長野5-12-12） 化粧品製造業 世界中の人々の美を追

及します。 個 高校生、大学生の就職活動のみ見学可
（事前相談）、同業者不可 048-558-1177

コルコート㈱
埼玉第一工場

（渡柳1138）

透明樹脂成形品・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 申込みは1ケ月前迄。受け入れ上限5名。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）

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。 048-554-9765

ジェコー㈱
（富士見町1-4-1）

自動車用精密機器 時計、メー
ター、センサー類

70周年を迎えた歴史の
ある会社

048-556-5110
h-sioda@jeco.co.jp

住友電工オプティフロ
ンティア㈱
埼玉事業所

（埼玉4125）

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ケ月前ま

で。 ●● 048-559-2151

テイ・エス テック㈱
埼玉工場

（野3600）
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。
見学受け入れ上限30人。

048-559-1321
mai.noguchi@tstech.com

㈱藤和プレス
行田工場

（野3666-8）
金属プレス製品製造業 難易度の高い製品を加

工する会社 個 団 10名以下、同業者と弊社お客様の競合会
社関係者は不可 ●●● 048-558-0390

t-sugar@towa-prs.jp

㈱ナスタ
行田工場

（富士見町1-17）

郵便受け、宅配ボックス、屋外・屋
内物干し

住むをよくを使命とした
モノ作り 団 詳細については事前に電話連絡を頂きご

相談させて下さい ●● 048-556-5161

ニッコー㈱
埼玉工場

（藤原町1-21-1）

浄化槽、オーダーメイドバスルーム、
ディスポーザ破砕機

世界の美しい水環境を
創る企業 団 1ケ月前までの申込、同業者不可、20名ま

で ●●● 048-554-3131

日立Astemo㈱
埼玉第一工場

（藤原町1-14-1）

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

20名まで。要予約。 ●●

明和グラビア㈱
行田工場

（富士見町1-22-1）

印刷技術を応用したインテリア雑
貨、産業資材の製造、販売

テーブルクロスの売上
日本一の企業 個 1回あたり5～6名程度まで、同業者不可 ●● 048-554-5201

tsimazaki@mggn.co.jp

横田酒造㈱
（桜町2-29-3）

清酒日本橋・浮城・のぼうの城・リ
キュール酒蔵の梅酒（実入）

文化2年（1805）創業
近江商人“三方よし” 個 酒造期間中は夏場と違い蔵内には入れま

せん。 ●●

加
須
市

池上金型工業㈱
大利根事業所

（豊野台2-664-8）

プラスチック射出成形用金型（自
動車・家電・医療・食品他）

業界をリードする金型
メーカー 個 団 平日のみで同業者不可。受入上限30名ま

で。要事前連絡。 ●●
0480-44-8686
m-fujiki@ikegami-mold.
co.jp

㈱今泉精機
（下三俣1106-1）

工作機械部品、光学測定部品
航空部品

旋盤MC～研磨まで全
加工社内生産

ウム・ヴェルト㈱ 加須第2
リサイクルセンター

（栄365-1）

使用済飲料空容器 PETボトル 
アルミ缶 スチール缶 瓶

空飲料容器の選別再
資源化工場 個 団 平日のみ見学可。1か月前までに要予約。

見学上限5名まで。
0120-025-374
info@um-welt.co.jp

NPA製造㈱
埼玉工場

（豊野台1-563-8）
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） 金属フィルター、ストレーナー フィルター作りで社会に

貢献します
0480-67-0682
tsy@kabutogi-filter.com

㈱釜屋
（騎西1162） 清酒・焼酎・みりん・リキュール 270年以上続く老舗の

酒蔵 個 団 11月・12月は受け入れ不可・5名～30名迄 ●●● 0480-73-1234
kamaya@rikishi.co.jp

㈱セイラ
（志多見83-6） 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 ●● 0480-61-6101

利根地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

利
根
地
域
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加
須
市

㈱大六鋳造
加須工場

（外田ケ谷706）

建機用油圧部品、ハウジング、ブラ
ケット、ポンプ、Vシーブ

FC、FCDで高難度の
鋳物を生産 個 団 事前に連絡、了解が必要。見学受入上限

20人。 ●●●

0480（70）0222 又は
048（253）5566
dairoku-kazo@angel.ocn.
ne.jp

中央化学㈱
埼玉工場 騎西事業所

（鴻茎310）
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。 048-540-1217
経営企画部 広報・IR課

塚越特殊鋼㈱
本社工場

（下樋遣川5700）
特殊鋼材 特殊鋼切断のスペシャ

リスト ●●

㈱デンソーワイパシステムズ
加須工場

（大字下高柳311）
自動車用ワイパシステム 国内シェアNo.1の専業

メーカー 団 平日のみ見学可。30名以上要相談。1ケ月
前迄にご連絡下さい ●●● 0480-67-1100

㈱永井機械製作所
ナガイテクニカルプラント

（砂原2345）
断裁機 業務用高速度断裁機

の製造 団 同業者不可 0480-72-2676
yy-nagai@nagaikikai.co.jp

沼口米菓㈱
大利根工場

（豊野台2-473-5）
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）
昆布佃煮・煮豆 健康創造企業を目指し

ます 団 0280-62-1551
n-ebinuma@fujicco.co.jp

ブリヂストンBRM㈱
（南篠崎1-2-3） リトレッドタイヤ 地球にやさしいタイヤを

作ってます 団 電話にて応相談
0480-65-2111
masahiko.kamioka@
bridgestone.com

㈱細野精密
（中種足3305-2）

金属加工精密部品（商用車ブレー
キ部品・建設機械部品等）

材料調達から表面処理
まで一貫加工 個 現在コロナ感染の恐れがあるため、終息後

に受入れ開始致します。

0480-73-0197
k-suzuki@hosonoseimitsu.
jp

㈱マスセイ
（古川1-1-1）

印刷機械・工作機械・半導体製造
装置・ロボット等の鋳造部品

鋳物づくりに夢と誇りと
情熱を！ 団 30名迄・一ケ月前までに要申し込み・同業

者は要事前討議 ●●● 0480-68-6651

松井産業㈲
（上崎2655）

加須手ぼしうどん・加須売れっ子う
どん

小麦粉・塩・熟成乾燥に
こだわる 個 団 学校は1クラス、個人・団体20名まで詳細は

要相談。 0480-73-0130

㈱マツザワ
大利根工場

（新利根1丁目3の2）

パンセ(ブッセ)、どら焼き、乳化まん
じゅう、黒豆茶など

和洋菓子をライン生産
している ●●●

0480-72-7282
miyabayashi@tokachi-
tachibana.co.jp

ヤマケイプレコン㈱
埼玉工場

（志多見1915）
道路用コンクリート製品 都市基盤を支える工場

です。 団 平日のみ。受入上限10人。申込 みは1ケ月
前まで。同業者不可 ●● 0480-61-2127

羽
生
市

曙ブレーキ工業㈱
（東5-4-71）

自動車、新幹線からF1に至る各
種 ブレーキ

ブレーキのプロフェッショ
ナル ●●● 048-560-1500

㈱大門機械
（大沼2-30-1）

大型産業機械の部品加工及び組
立

取扱い製品が大型であ
ること

㈱カネマス
羽生工場

（西5-39-3）

スクールスポーツウェア、一般ス
ポーツウェア

ジャージ製造に特化した
専門工場 団 学校単位の学生のみ。

5月～11月/月1回、平日80名まで。 ●●● 048-561-0635
mail@kanemas.co.jp

㈱キットセイコー
（上手子林280） 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
（大沼二丁目45番地）

産業機器、医療機器、プリント基板
など

設計から製造まで対応
可能です 個 5名まで、同業種不可 048-565-1511

小島紙器㈱
（大字桑崎981） 化粧箱の製造 包装資材を一環で担い

ます。 個 団 事前に予約をお願いします。同業の方はお
断りします。 ●●● 048-561-0741

㈱ダイチューテクノロジーズ
（弥勒704-4）

試験設備機器、生産設備機器、 
社会インフラ製品など電子機器

企業価値を向上し顧客
満足を目指す

㈱田島軽金属
（藤井上組字城沼1375）

アルミ合金およびアルミ基複合材
の砂型鋳造品の製造

大型鋳物から複雑形状
鋳物まで対応 個 団 2週間程度前もってのご連絡お願いします。 ●● 048-563-5221

komaki@tac-casting.com

㈱東亜酒造
（西4丁目1-11）

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。 個 団 当面、工場見学は休止します。 ● 048-561-3311

㈱ハイキャスト
（小松台2-705-34）

鉄道、船舶、医療器、測定器、その
他精密産業機械の銑鉄鋳物部
品

若さと活気にあふれる
100年企業！ 個 団 事前にご相談させてください。 ●● info@hicast.jp

久
喜
市

亜細亜工業㈱
久喜事業所

（河原井町22番）
建築用塗料、合成樹脂 豊かな色と機能の製品

作り 個 学校を通した学生の工場見学のみ。5名以
内。 ●● 0480-23-0221

saiyou@asia-kogyo.co.jp

㈱ウェルディングアロイ
ズ・ジャパン

（菖蒲町昭和沼24-1）

溶接による機器の補修（耐摩耗・
耐食肉溶接）

28を超えるグループ会
社の一員 個 団 1カ月前までに要予約。 ●● 0480-31-8681

AGCポリマー建材㈱
久喜事業所

（河原井町23）
屋根用ウレタン防水材 優れた技術力で日本の

屋根を守る

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

利
根
地
域

26



久
喜
市

㈱サン精密化工研究所
（所久喜707-4）

射出成形用の精密金型の設計・
製作及び成形

高精度・高機能のもの
づくりが得意 団 同業者不可 ●●

0480-21-5616
k.ohkoshi@sanseimitsu.
co.jp

㈱ショーモン
ミッションランド

（河原井町27）
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。

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

㈱竹林
（栗橋東2-3-8）

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ケ月

前まで。 0480-52-2732

㈱遠山鐵工所
（菖蒲町昭和沼18）

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）
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）

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ケ月前

までに要予約。 0480-58-2212

㈱中村コミュニケーショ
ンズ

（菖蒲町上大崎539-7）

パンフレット、カタログ、ポスター、チ
ラシ等

広告で社会貢献する企
業

仁科工業㈱
メカシス工場

（下早見1910-5）
めっき加工 数ミリ単位から重量20ト

ンまで可。 団 ●●●
仁科工業株式会社 本社
048-831-5238
http://nishina-inc.com

㈱ニチネン
久喜工場

（河原井町10-2）
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。 0480-25-4521

日本信号㈱
久喜事業所

（江面字大谷1836-1）

鉄道信号保安装置、道路交通安
全システム

安全と信頼を何よりも
重視する。 団 県内の高校生、大学生のインターンシップ。

一般客は受入対象外。 ●● 0480-28-3885
riyu@signal.co.jp

日本鋳鉄管㈱
本社・工場

（菖蒲町昭和沼1）
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。 0480-85-1101

㈱広岡鉄工
久喜工場

（河原井町5）

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ケ月前までに予約。日程調整有り。平日限

定。同業者は不可。見学受入上限10人。 ●● info@hirooka-t.co.jp

最上CAN㈱
（清久町2-3） インキ・塗料用金属缶 周辺と調和した明るい

工場 団 コロナなどの状況により、緊急事態宣言中
は受け入れ不可。

ヤマテック㈱
（河原井町28番地）

通信・産業機器等の金属工業塗
装、電子・制御部品等の組立

多彩な設備と人材で
ニーズに応える ●●

蓮
田
市

㈱岩崎食品工業
（閏戸280） めん類製造販売 創業70年 埼玉名物肉

汁うどん 個

㈱エヌ・ワイ・ケイ
埼玉工場

（根金1689-1）
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。

TEL：048-766-1211
FAX：048-767-1021

㈱デサン
蓮田工場

（高虫1358-1）
大型特殊車輛の塗装 ワンストップサービスで

ご提供 個 団 5名以上の場合は自力で工場に来られる
方。個別の方は送迎あり。 ●● 048-651-1881

㈱トーヨー精工
（井沼620-28） 医療用容器・器具等の組立、検査 クリーンルーム内中心の

モノづくり

幸
手
市

㈱サニー電化
（上吉羽2100-96）

金めっき、銀めっき、ロジウムメッキ、
ニッケルめっき

微小品への高品位な
めっき 個 団 20名くらいまで、決められた場所での見学 ●● 0480-47-3200

oohira@sunnydenka.com

前澤工業㈱
埼玉製造所

（高須賀537）
上・下水道用機器（栓・弁・水門） 水と環境の総合企業へ 団

4月～1 0月の月曜～金 曜（ 1 0 : 0 0～
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。

● TEL：0480-42-1111
FAX：0480-42-1200

睦合金工業㈱
（惣新田5069）

青銅合金製給水装置部品 給水
バルブ

設計・鋳造・加工組立
一貫生産 個 同業者見学不可 ●●● 0480-48-1045

da@mtmg.co.jp

白
岡
市

白岡冶金㈱
（下大崎869-1） 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 0480-93-0234

大成ラミック㈱
（下大崎873-1）

液体包装フィルムおよび高速液体
自動充填機

液体包装のリーディング
カンパニー

㈱田野井製作所
埼玉工場

（岡泉953）

洋服クリーニング、洋服修理、着ぐ
るみクリーニング

創業98年お客様に愛
される企業 団 受入れ20名まで ●●● 0480-92-1731

soumu@tanoi-mfg.co.jp

宮
代
町

㈲川野武次郎商店
（和戸103） 煎餅生地 国産米100％の煎餅

生地製造 団 10名まで可 ●●
0480-35-1894
kawano.7.factory@zpost.
plala.or.jp

杉
戸
町

㈱セイワ
杉戸工場

（杉戸 627）
塩ビ製多孔質ローラー シルバ―人材の活用

田辺クリーニング
（倉松2-4-20）

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 団月曜から土曜見学可。1ケ月前までに要予

約。見学受入上限7人。
tanabe@tanabecleaning.
com

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件
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中 高 大
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熊
谷
市

東工業㈱
妻沼事業所

（原井260）
ガラス製品 各種ガラス製品で高い

シェアを誇る 団 同業者不可、事前に電話にて要予約。 ●●

今泉工業㈱
（三ヶ尻4276） 精密板金部品全般 やる気満々の会社で

す。 個 団 説明の声が通らないので、5名程度までがよ
ろしいかと思います。 ●● 048-533-4407

toshio@i-psm.co.jp
MSD㈱
妻沼工場

（西城810）

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。

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823-19）
ペットボトル 飲料用空容器リサイク

ル事業 個 団 特に条件なし。応相談。 ●●● 048-574-5314

JFE建材㈱
熊谷工場

（三ケ尻6100）

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） 正絹きもの 熊谷染の伝統を守って

泰東精密㈱
（弥藤吾563-7） 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。 ●● 048-588-5611

太平洋セメント㈱
熊谷工場

（三ケ尻5310）
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ケ月ずつの 
定期修理期間を除く。 ●●●

048-532-2893
Carr_AliciaHaruka@
taiheiyo-cement.co.jp

㈱テクニカルアーツ
（三ケ尻4272-1）

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。 ●●● http://www.technical-

arts.co.jp/
㈱ニコン
熊谷製作所

（御稜威ケ原201-9）
半導体露光装置、光加工機 精密・光学機器の製造 ● 048-533-2111

日本食材㈱
妻沼工場

（上江袋310）
チョコレート、キャンディー チョコ、キャンディーの

OEM生産

日本メタルガスケット㈱
（三ケ尻字出口3308） 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）

火災報知設備（感知器・受信機・
発信機・ベルなど） 防災事業のパイオニア

㈱富喜製作所
（石原1-78）

ファインバブル発生装置及び周辺
付属機器

ファインバブルで環境に
貢献

富士電子㈱
（成沢1141-18） 電子機器受託生産、カスタム電源 世界トップシェアの電子

機器生産 ●● 048-536-3051
contact@fuji-denshi.co.jp

㈱プロテリアル
熊谷事業所

（三ヶ尻5200番地）
マグネット（永久磁石） 最良の会社を具現し社

会に貢献する

ポーライト㈱
熊谷工場

（上江袋350）

オイルレスベアリング・自動車家電
部品・燃料電池部品

グローバルニッチトップ
企業 団 上限20名位まで、見学3ケ月前迄に申込

み。同業者不可。 ● 048-588-6182
k.arai@porite.co.jp

前澤化成工業㈱
熊谷工場

（市ノ坪408）

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 ●● 048-588-1331

松本米穀精麦㈱
GPセンター

（佐谷田480）

鶏卵全般（パック卵・業務用箱詰
卵等）

安心安全新鮮な鶏卵を
お届けします 団 上限10名程度で平日のみ。1か月前申込で

11～2月は不可。 048-523-1201

三菱電線工業㈱
熊谷製作所

（新堀1008）
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
本社工場

（佐谷田1285-2）
自動車リサイクル部品 環境にやさしい「環境配

慮型企業」
新型コロナウイルス感染症対策のため受入
れを中止しています。

㈱リケン
熊谷事業所

（末広4-14-1）
自動車エンジン部品 世界が認める技術で未

来を切り開く 団 見学日は要相談。同業者見学不可。撮影
不可。申込は1ケ月前まで

048-521-3511
masashi.aoki@riken.co.jp

㈱リード
（弥藤吾578）

自動車用部品、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 当社営業日に限る。申込は1ケ月前までに。 ●●●

リンテック㈱
熊谷工場

（万吉3478）
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（要事前相談）。同業者
不可。上限40人。 ● 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）

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ケ月前より受付開始。抽

選にて当選発表。見学受入上限20人。

0120-60-6092
https://factory.akagi.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） 抜型裁断機、及び周辺装置 抜型裁断機の総合メー

カー ● 0495-21-8123
t.henmi@akebonomc.co.jp

沖電気工業㈱
本庄工場

（小島南4-1-1）

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

㈱グローバル
（いまい台2-98-1）

電気炉（焼成炉・熱風循環炉・乾
燥炉・脱バインダーコンベア炉）

省エネクリーン電気炉の
メーカー ●●

児玉化学工業㈱
埼玉工場

（下野堂642）
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。 ●● 0495-21-4271

産研舎
本社工場

（児玉町吉田林913-1）

半導体装置用シリコンフォーカスリ
ング、グランドリング

金属以外の材料の精
密加工

賛光精機㈱
児玉工場

（児玉町共栄300-2）

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10人。要予

約。上里工場見学変更あり ●●● 0495-72-0701
t-nagao@sankou-mc.co.jp

北部地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

北
部
地
域
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本
庄
市

大同機工㈱
埼玉工場

（児玉町宮内838-1）

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。 ●●
0495-73-1720
info@daido-kiko.co.jp 
http://www.daido-kiko.co.jp/

高橋ソース㈱
（下野堂604-7）

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

0495-24-1641
http://www.takahashisau
ce.com

タツムテクノロジー㈱
（東五十子744）

自動車車体部品の製造（プレス・
溶接・組立加工）

多品種少量生産と一
貫生産加工 団 会社就業日見学可。工場見学は学生のみ、

最大10名まで。 ●●● 0495-21-1641

㈱デリフレッシュフーズ
（新井600番地） ベーコン・ロースハム等 食品製造業 ●●

DOWAハイテック㈱
（仁手1781）

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。 ●● 0495-21-6111

永田紙業㈱
本庄事業所

（児玉町大字共栄字南
共和300-4）

古紙プレス品 あらゆる資源の総合リサ
イクル企業 個 ●●● 048‐583‐2141

㈱ナック
クリクラ本庄工場

（児玉町児玉2256）
清涼飲料水（ボトルドウォーター） 宅配水業界最大の工場 個 団 水曜PM/土曜終日。

団体は応相談。 0120-867-867

日泉化学㈱
埼玉工場

（児玉町児玉833-1）
自動車用プラスチック部品 新しいプラスチックの姿を

提供 ●●
0495-71-6737
mukai.katsunori@
ichimiya.co.jp

フィグラ㈱
埼玉工場

（共栄210-5）
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・祝日・年末
年始・夏期休暇中） 0495-22-6511

㈿本庄食肉センター
（杉山115番地） 国産牛肉 国産豚肉 安心・安全な高品質国

産食の製造
マレリ㈱
児玉工場

（児玉町共栄540-7）
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 ● 0495-72-4321

もぎ豆腐店㈱
（寿3-2-21） 豆腐・油揚げ 原料にこだわった豆腐

作りをしています
㈱ヤマト
本庄工場段ボール事業部

（児玉町児玉1893-3）
段ボール 小ロット短納期 ●

0495-72-8815
dtakai@yamato-kosan.
co.jp

ユーエスエンジニアリング㈱
（いまい台3-1）

段ボール・パッケージ用抜型、プラ
スチックトレーなど

抜型を短納期にて製作
します ●●●

0495-24-8810
naoya.sakamoto@useng.
co.jp

深
谷
市

赤城乳業㈱
深谷工場

（上柴町東2-27-1）
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
（小前田字本田509-2） かりんとう及びグルメポップコーン 原材料に拘った菓子製

造メーカー
㈱アタゴ
深谷工場

（小前田501）

屈折計、塩分計、粘度計、pH計な
どの科学機器

社員こそブランドと言い
切る会社 団 小中高の学生、人数、日程については、要

相談とさせて頂きます。
048-579-1940
shimura@atago.net

㈱新井機械製作所
（沼尻655） 菓子・食品製造機械 菓子食品製造機械の

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。

048-571-2151
webrecruit@araikikai.co.jp

㈱エムケー
（上原272）

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

ケ月前まで。小中学生歓迎。同業者不可。 048-583-4647

㈱岡部新電元
（本郷342番地1） 自動車（HEV、EV）用電装品 世界に通用する電装品

メーカー 団 見学を希望される場合は事前にご相談くだ
さい。 ●●● 048-585-5846

㈱河村機械工業所
花園工場

（北根10）
自動車部品のプレス加エ 知識と経験に裏打ちさ

れた技術 個 団 製産状況や対応者の業務の都合による。 ●●●
048-584-0388
kadobeya@kawamura-kikai.
co.jp

㈱コルテック
（北根120-1） シンセサイザー組立、基板実装 多くのミュージシャンに

評価される
サン電子工業㈱
深谷工場

（本田3077-1）
アミューズメント機器 開発から製造販売まで

対応可 団 一か月以上前に相談要、同業社は不可 048-578-2200
mikami@sundenshi.co.jp

㈱シタラ興産サンライズ
FUKAYA工場

（折之口1788-1）
産業廃棄物 産業廃棄物の処理と運

搬 個 団 受け入れ人数の上限30名以内でお願いし
ます。

048-574-0310
yatsuda@shitara-group.
co.jp

ダイニック㈱
埼玉工場

（内ケ島500）

インクリボン・ニードルパンチカー
ペット・クロス・不織布

各種素材のトップメー
カー 048-572-3311

たつみ印刷㈱
（上敷免28-2）

広報・ポスター・パンフレット・webの
デザイン制作

女性も多い、明るい雰
囲気 団 商品撮影の制限があります。 ●●● 048-573-2711

info@tatsumi-insatsu.co.jp
永田紙業㈱
深谷岡部事業所

（櫛引98）
古紙プレス品 あらゆる資源の総合リサ

イクル企業 個 団 ●●● 048‐583‐2141

永田紙業㈱
深谷事業所

（幡羅町1-15-3）
古紙プレス品 あらゆる資源の総合リサ

イクル企業 個 団 ●●● 048‐583‐2141

永田紙業㈱
本社

（長在家198）
古紙プレス品 あらゆる資源の総合リサ

イクル企業 個 団 ●●● 048‐583‐2141

日東電工㈱
関東事業所

（幡羅町1-8-5）

フッ素樹脂各種成形品、耐熱粘
着テープ

新しい価値創造に貢献
します 団 平日見学可（申し込み1ケ月前） 日程は要打

ち合わせ ●● 048-571-3127
kenji.nagai@nitto.com

日本高圧コンクリート㈱ 
埼玉工場

（田中1440番地）
コンクリート二次製品製造 社会のインフラ構築の

お手伝い 団 10名まで ●●
048-583-2511
m-mukaida@nihonkoatsu.
co.jp

㈱フォレスト
（小前田417） 焼菓子 菓子製造、販売 ●●●

048-579-0101
0120-41-2771

「花園フォレスト」

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

北
部
地
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深
谷
市

丸山酒造㈱
（横瀬1323） 清酒  甘酒  酒粕 伝統を守りつつ進化さ

せていく酒蔵
毎年4月に開催される蔵開き祭に見学可能
です。 ●

三菱電機ホーム機器㈱
（小前田1728-1）

掃除機、ジャー炊飯器、IHクッキン
グヒーター、除湿機など

くらしを豊かにする製品
づくり ● 048-584-1231

saiyo@hon.mhk.co.jp

三矢精工㈱
（上野台1400-10） 各種軸受の製造及び販売 すべり軸受のパイオニ

ア企業 個 会社休業日不可 同業者不可 ●●● 048-573-3281
kanri@mitsuya-seiko.co.jp

美
里
町

㈱日本製衡所
（小茂田560-1）

計量器（トラックスケール、フロアー
スケール）はかりのメーカー

私達は常に本物を追求
し続けます。 個 団 ●● 0495-76-1231

nitta@nikko-scale.com

神
川
町

㈱コスモフーズ
埼玉神川工場

（大字二ノ宮105）

炭酸飲料、機能性飲料、特保飲
料等清涼飲料

ニッチな分野で唯一無
二を目指す

ヤマキ醸造㈱
（大字下阿久原955）

味噌・醤油・豆腐・漬物・ミネラル
ウォーター・スイーツ等

伝統の醸造法で、味噌・
醤油を製造 個 団 要事前予約。上限20名程度。同業者不

可。
0274-52-7000
info@yamaki-co.com

上
里
町

㈱磯屋
本社工場

（勅使河原1139-4）
海苔及び乾物ギフト 全国の上質な海苔を埼

玉から 個 上限5名様まで ●●● 0495-33-1011
k.gomi@isoya-net.co.jp

㈱ウラノ
（埼玉本社工場）
（七本木3563）

金属部品の切削加工（半導体製
造装置部品）

数多くのマシニングセン
ターを保有 個 団 同業他社様についてはご遠慮いただいてお

ります。 ●●● t-hosoi@saitama-urano.
co.jp

㈱味輝
（大御堂740-1） パン粉、パン 米麹から自家製。無添

加で美味しい 団 15人まで ●●● 0495-33-4626
k-araki@e-panyasan.com

寄
居
町

㈱アイル・クリーンテック
寄居工場

（三ケ山328）
堆肥 パレット式有機資源リサイ

クル 個 団 30名まで ●● 048-577-0605
kojima@i-ll-group.co.jp

㈱アサノ
（赤浜920-6）

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
（三ケ山330-1） ガラスカレット 蛍光管・太陽光パネル

のリサイクル 団 048-577-1153

㈱エコ計画
寄居エコスペース

（三ケ山262）

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。
048-862-5011
infosys@eco.co.jp

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

届けします。

㈱荻野製作所
（寄居1718）

トラック・バス用部品の金属切削
加工品

丸棒以外の異型品も
多数実績あり

㈱きぬのいえ
（寄居1224-5）

オーロラ染めという染色技術を
使ってスカーフ、ポーチ等の制作 後染めサービスを開始

共和ダイカスト㈱
本社工場

（大字桜沢1560-17）
アルミダイカスト製品 アルミダイカスト製品の

生産販売 ●

㈱サイモクホーム
（三ケ山389-5） 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ケ月前まで。 048-581-7803

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

㈱サーモエンジニアリング
（富田3755）

工業用電気炉（焼結炉、乾燥炉、
焼成炉等連続炉）

装置の製造からメンテま
で対応 個 5人未満の平日見学要事前連絡 ●● 048-582-3000

suzukik@thermo-eng.co.jp

㈱シバサキ製作所
（大字桜沢1560-30） 自動車部品 自動車と安全と環境を

支える技術 団 同業者不可。学生のみ受入可。 ● 048-581-3001

㈱SHIMADA
（富田1986） 金属精密部品 MCやCNC旋盤での部

品加工 個 一回につき5名まで ●●● 048-582-0259
t-simada@fancy.ocn.ne.jp

㈱太洋社印刷所
（寄居1069） 商業印刷（折り込みチラシ） チラシの企画を提案しま

す 個 団 平日限定。申込は1ケ月前まで。 048-581-5564

㈱高橋製作所
寄居工場

（赤浜795）
天体望遠鏡 宇宙を相手に技術の融

合で挑む挑戦企業

㈱タクモス精機
（赤浜1174-3） 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。 ●● 048-582-2271

東栄化学工業㈱
（末野127-1）

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。 a-fukushima@touei-kaga

ku.co.jp
㈱ナチュラファーム
GPセンター

（赤浜2832）
殻付鶏卵 新鮮な鶏卵をお届けし

ています 団 国内にて鳥インフルエンザ発生していないこ
と ●●● 048-582-1135

tamago@maru1.com

日東精密工業㈱
（桜沢1560-16）

精密切削工具ブローチ/精密ゴム
金型/鋳抜ピン

金属加工のリーディング
カンパニー 団 同業種見学不可/申込みは3週間前連絡 ●● 048-581-8818

㈱ノアエンジニアリング 
桜沢工場

（寄居199-9）
生産用機械器具製造業 オーダーメイドのFA機

械装置製作 ●●

㈲野辺製作所
（桜沢633） 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138-2）

自動車開発、レース向け等の、砂
型アルミニウム鋳造品

最先端の鋳造技術と匠
の融合 個 高校生及び大学生に限定。申し込みは1ケ 

月前迄。見学5名程度 ●
048-582-2880
t-sasaki@
hokurikukeikinzoku.co.jp

本田技研工業㈱
埼玉製作所
完成車工場

（富田2354）

自動車 先進性環境調和型工
場の創造を推進 団 一般：10名～50名迄、小学生：50名迄、バ

スでの来場必須
saitama@spirit .honda.
co.jp

㈱萬松
埼玉事業所

（今市103）

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ケ月前まで。撮影・録音は禁止。

048-582-1221

㈱山口製作所
（露梨子560-1） アルミダイカスト製品の切削加工 鋳造から加工までの一

貫した生産

市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

北
部
地
域
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秩
父
市

㈱新井精密
（小柱670番地）

自動車及び産業機器、医療機器
などの金属精密切削部品

切削加工のリーディング
カンパニー 個 団 事前相談による。 ●●● 0494-26-7786

info@araiseimitsu.com

アルバック成膜㈱
（寺尾2804）

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。申し込みは1ケ月前

まで。 ●● 0494-24-6511

㈱ウッディーコイケ
プレカット工場

（久那1860）

柱、梁、羽柄材等木造建築用材の
プレカット加工品

木造建築用部材のプレ
カット加工 個 団 ●●●

0494-23-1234
okumura@woody-koike.
co.jp

㈱オプナス
秩父工場

（大宮4633-11）

各種錠前およびセキュリティ商品
の企画・開発・製造・販売

安定性抜群・将来性豊
か 個 30名まで、同業者不可。事前審査あり。 ●●● 0494-88-2070

キヤノン電子㈱
秩父事業所

（下影森1248）
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

03-6910-4111㈹

㈱グラファイトデザイン
（太田2474-1）

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 団 原則として10名まで。状況によって、お断りす

る場合があります ●● 0494-62-2800
kanri@gd-inc.co.jp

児玉工業㈱
（桜木町11-24）

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。 0494-22-4441

埼玉機器㈱
秩父製造所 吉田工場

（下吉田501）

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 事前に日程調整の上、見学可 ●● 0494-77-0311

㈱埼玉富士
（山田783）

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 F A 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ケ月前までに要申込。見学受入上限40名。

●● 0494-24-1111

㈱三球電機製作所
秩父工場

（みどりが丘21）
遊技機用各種実装基板 遊技機用各種基板の

実装工場です

㈱シバサキ
（堀切507番地）

アルミ加工製品、LED照明機器、 
バクテリア迅速検出装置

挑戦するモノづくりで社
会に機能 個 団 平日見学可。要事前相談。受入上限10名ま 

で。 ●● 0494-62-4226
saiyou@alfacto.com

島崎㈱
（道生町15-20） 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。

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

な企業
秩父電子㈱

（山田2178） 半導体素材研磨加工 半導体素材の平面研磨
「匠集団」 団 一般、同業者は不可。2週間前までに要予

約。 ●● 0494-22-5955

㈱日新テクノ
環境事業部 資源化工場

（荒川上田野987-1）

古紙プレス品、アルミ・スチール缶
プレス品等

循環型社会の為に地
域と共に再資源 団 原則営業日（９：００～１５：００）早めにご連絡下

さい。予約制 0494-25-0231

㈱二ノ宮製作所
秩父みどりが丘工場

（みどりが丘29-1）

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。 ●●● 0494-62-0898

武甲酒造㈱
（宮側町21-27）

秩父路の銘酒『武甲正宗』の醸
造元

創業宝暦三年の日本
酒の醸造元 10名以上で事前に予約のこと。 0494-22-0046

㈱ベンチャーウイスキー
（みどりが丘49） イチローズモルト 高品質で多彩なウイス

キーを製造
㈱武蔵野香料化学研究所
秩父工場

（みどりが丘37）

食品香料製造(フルーツ、ミルク
等)、乳製品製造 安心・安全な香りを追究 団 見学は応相談。休業日(土日祝他)不可。業

種制限あり。
0494-62-6011
t-shimada@maclnet.com

㈱矢尾本店
秩父錦 酒づくりの森

（別所久保ノ入1432）

自清酒、焼酎、リキュール、クラフト
ビール

令和3酒造年度3冠達
成酒蔵 団 要予約・申込みは3日前まで。 0494-22-8787

mori@yao.co.jp

㈱レゾナック
秩父事業所

（下影森1505）

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。

●●● 0494-23-6111

横
瀬
町

UBE三菱セメント㈱
横瀬工場

（大字横瀬2270）
セメント製品 ずっと支える、地域の未

来を。 ● 0494-23-1111

㈱吉田工業所
（横瀬6256） 製缶品製作設置・機械設置施工 少人数で持続継続

皆
野
町

ジュウゼン製造㈱
（大字大渕97-1） 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 ●● 0494-62-5001
info@juzen-mfg.co.jp

㈱東洋精工
（大字三沢522）

制御機器部品、油・空圧部品、自
動車関連部品、光通信関連部品

小径精密部品切削加
工 個 団 同業者不可 ●●● 0494-65-0380

info@toyo-seiko.com

長
瀞
町

㈱秩父イワサキ
（岩田770）

加熱用ハロゲンランプ、照明用ハ
ロゲンランプ、樹脂部品 光・環境カンパニー ● 0494-66-1566

東洋パーツ㈱
（岩田877） 自動車用部品 自然と共生する工場

日本イスエード㈱
（岩田780）

プーリー、バルブプレート、斜板ボ
ス、インバーターケース、その他

自動車、建機用部品製
造 団 コロナ禍が完全に収束するまでは団体5人ま

での受け入れが可能。
0494-66-2112
office@isued.co.jp

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

蔵」を使用。 個 団 定休日:火・水曜日。
営業時間:10時～17時。 0494-69-0001

小
鹿
野
町

㈱アグリカルチャーセンター
（下小鹿野601-1） えのき、まいたけ、しいたけ 関東最大級のきのこ工

場となります 個 団 ご相談下さい。 0494-75-0111
hiroshi@agri.saitama.jp

㈱タナカ技研
秩父工場

（下小鹿野1658）
電子デバイス製造 電子部品ガラス製品加

工

秩父エレクトロン㈱
本社工場

（下小鹿野1111）

IC用フォトマスク基板、SiC基板、
エピタキシャルウエハー

電子材料の超平坦化
研磨技術 団 一般、同業者は不可。見学受入上限20名ま

で ●● cec-shizai@cec-kk.co.jp

㈲秩父ワイン
（両神薄41） ワイン 秩父自畑を持つ歴史あ

るワイナリー 個 団 2週間前までに電話予約。見学受入上限30
名

0494-79-0629
chichibuwine@apost.plala.
or.jp

㈱ふるさと両神
（両神薄1036-3） こんにゃく、ゼリー 特産品を原料に幅広い

製品をつくる ●●
0494-79-1130
info@furusatoryokami.
co.jp

秩父地域
市町
村名

企業名
（所在地） 主要製品 企業の特徴 見学受入条件

インターン
シップの受入 連絡先
中 高 大

秩
父
地
域
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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。

■ 問合せ先

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
この彩の国工場一覧は、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。

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。

令和 4 年 12 月 31日現在の情報です。

彩の国工 場 検 索

　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

　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）として指定しています。
　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。

彩の国工場とは？




