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パルシステム取扱商品/

企画頻度
工場所在地 見学可能日時 人数・年齢・その他制限
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601 水産
㈱井ゲタ竹
内

【ほんもの実感商品含む】
パルシステムPB 恩納もずく /
月2回
パルシステムPB 恩納村の早
採れ糸もずく / 月2回
パルシステムPB 恩納村の太も
ずく /月1回
お弁当用もずく /月1回
美ら海育ち海ぶどう / 不定期

鳥取県境港市昭和町12-10
・土・日・祝日を除く。午前 10：
00 ～　午後2：00まで。

特にありません

《全体の流れ》
「産直もずく」の収穫から、製品
化までの全体を、ご紹介いたし
ます。

・所要時間・工場見学・約20分。
前後・挨拶質疑応答・約1時間。
①産地、会社説明20分
②製造工程等説明30(※)分
※説明中に工場内での該当箇
所をライブでお届けします。
③質疑応答 10分
ZOOMにて対応

602 化粧品
㈱エムシー
サービス

パルシステムＰＢ商品
「薬用 アクアブリエ　スキンケア
シリーズ」
 「ハーブが香るホットクレンジン
グジェル」
素肌時間掲載　1～2回/月

㈱マーナーコスメチックス　くり
こま高原藤沢工場
〒029-3311
岩手県一関市藤沢町黄海字町
裏441

《可能日時》
2～4月、6月、9～11月の間　火
曜～金曜
13：30～15：00頃までの間

特にありません
・化粧品が出来上がるまでを、
ご覧いただけます。

《所要時間》
1時間程度
《モデルケース》
①ご挨拶（会社概要等）
②商品のご紹介
③ビデオ上映（工場紹介動画、
商品生産動画）
④ＷＥＢ工場見学
　・充填室、包装室等の見学
⑤質疑応答

有料版のzoomご対応にてお願
いいたします。
参加者の方の撮影・録音等は
ご遠慮願います。

603 食品
国分首都圏
㈱
(北舘製麵)

きなり・コトコト・／月1回／かん
ぶつ・新そば・年越し企画

《住所・電話》
岩手県八幡平市叺田176-1
0195-72-2748
《アクセス》
JR花輪線　荒屋新町駅下車
タクシー5分　　　　　　　　高速
道路　東北自動車道　安代IC
下車　1分

月～金曜日(土日、祝祭日を除
く営業日)

特にありません
・そばの収穫から、加工、製品
になるまでが、ご覧いただけま
す。

①《目的》パルシステムの二八
そばの特長、こだわりを知って
もらう。
②《モデルケース》
学習時間はA約30分コース、B
約60分コース
・主催者より開始挨拶・5分⇒
・A商品特長説明・20分・
(YouTube動画、PPT、そばにつ
いて説明)
 ・B商品特長説明・45分・
(YouTube動画、PPT、そばにつ
いて説明)
・質疑応答。5～10分。(ZOOM
ライブ中継・対応)

604 水産

千葉県漁業
協同組合連
合会
（株）ゆう屋

①さばの味噌煮（骨取り）：コト
コト・きなり隔週
②さばのみぞれ煮（骨取り）：コ
トコト・きなり隔週

《住所》
〒287-0105　　千葉県香取市
沢2152-14
　0478-75-1171
《アクセス》
・成田空港駅から車で30分

《可能日時》
１月～１１月の平日１０：００～１
４：００まで
（１２月については、繁忙期にな
るため不可）

特に制限なし

《全体の流れ》
原料のお魚を、煮魚、焼き魚に
加工・製品化までの全体の流
れを、ご紹介いたします。

《モデルケース；ZOOM使用》
学習時間は約90分
・主催者より開始挨拶5分
・商品特長説明60分(PPT、製
造動画)
・質疑応答10～25分(質問は
チャットにて対応可)

605 食品

㈱東京コー
ルドチェー
ン
(ナカシン冷
食・むさしの
青果・岩手
阿部製粉)

①7種野菜と16穀の肉団子(ナ
カシン冷食)
②チョコレートケーキビター(む
さしの製菓)
③岩手阿部製粉・芽吹屋(産直
小豆のよもぎ大福)

岩手阿部製粉、ナカシン冷食
(鹿児島)、むさしの製菓(埼玉)

通年可能: 月～金曜日(土日、
祝祭日を除く営業日)

・全国各地のメーカー様の工場
や商品をオンラインで紹介し
て、その後オンラインでの質疑
応答など。
・時間は1時間程度を想定。

目的:全国の加工食品工場の紹
介。
①7種野菜と16穀の肉団子(ナ
カシン冷食)
②チョコレートケーキビター(む
さしの製菓)
③岩手阿部製粉・芽吹屋(産直
小豆のよもぎ大福)

・時間は1時間程度を想定。

606 食品

（株）テロ
ワール・ア
ンド・トラ
ディション・
ジャパン

まるや八丁味噌
愛知県岡崎市八帖町字住環通
５２番地
0564-22-0222

通年可能（前もって日程調整お
願いいたします）

八丁味噌について知りましょう

味噌蔵から生配信可能。
①事務所内から、一般的な商
品説明（パワーポイントなどを
利用）
②味噌蔵のから、生配信にて
工場見学
③事務所内で質疑応答
所要時間　合計40分～1時間

個人情報保護の観点から、オ
ンライン配信ホストは、会員生
協窓口にてお願い

2022年度「オンライン工場見学(ヴアーチャル工場見学)」一覧
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607 肉

株式会社
パル・ミート
（習志野工
場）

産直豚切落しシリーズ
・産直豚バラ切落し
・産直豚カタ・モモ切落し
・産直豚カタロース切落し

（オンライン・習志野工場）
通年可能: 月～金曜日(土日、
祝祭日を除く営業日)

通年可能: 月～金曜日(土日、
祝祭日を除く営業日)

・個人情報保護の観点から、配
信ホストは、会員生協担当部署
にてお願いします。
・製造工程動画紹介は、動画配
信時の騒音、電波障害の問題
がある為、生(リアル)配信でな
く、録画動画にてのご紹介とな
ります。
・オンラインツールによっては、
参加人数制限がある場合があ
ります。

目的（例）：パルシステム自社工
場「パル・ミート習志野事業所」
の理解を深める。

モデルケース：
学習時間は約90分
①開会挨拶・事務連絡5分
②講義（事業所概要）20分
③動画紹介（切落しシリーズの
製造工程）20分
④講義（産地から商品が届くま
で）20分
⑤質疑応答20分
⑥閉会挨拶・事務連絡5分
パルシステムのお肉を知ろう

有料版Zoom
（上記以外希望の場合はご相
談ください)
①パワーポイント・動画配信・質
疑応答
《主催者準備》
配信のホストは、主催会員生協
窓口となります。
《取引先準備》
試食品の提供についてはご相
談ください。
※製造工程動画紹介は、動画
配信時の騒音、電波障害の問
題がある為、生(リアル)配信で
なく、録画動画にてのご紹介と
なります。

608 肉
株式会社
パル・ミート
（山形工場）

・ポークウインナー
・あらびきポークウインナー
・ボンレスハムスライス
・ロースハムスライス

（オンライン・山形工場）
通年可能: 月～金曜日(土日、
祝祭日を除く営業日)

通年可能: 月～金曜日(土日、
祝祭日を除く営業日)

・個人情報保護の観点から、配
信ホストは、会員生協担当部署
にてお願いします。
・製造工程動画紹介は、動画配
信時の騒音、電波障害の問題
がある為、生(リアル)配信でな
く、録画動画にてのご紹介とな
ります。
・オンラインツールによっては、
参加人数制限がある場合があ
ります。

目的（例）：パルシステム自社工
場「パル・ミート山形事業所」の
理解を深める。

モデルケース：
学習時間は約90分
①開会挨拶・事務連絡5分
②講義（事業所概要）20分
③動画紹介（商品の製造工程）
20分
④講義20分
（パルシステムのハムソーセー
ジの歴史）
⑤質疑応答20分
⑥閉会挨拶・事務連絡5分
パルシステムのハムソーセージ
を知ろう

有料版Zoom
（上記以外希望の場合はご相
談ください)
①パワーポイント・動画配信・質
疑応答
《主催者準備》
配信のホストは、主催会員生協
窓口となります。
《取引先準備》
試食品の提供についてはご相
談ください。
※製造工程動画紹介は、動画
配信時の騒音、電波障害の問
題がある為、生(リアル)配信で
なく、録画動画にてのご紹介と
なります。

609 肉

㈱パル・ミー
ト
(JA全農ミー
トフーズ)

日本のこめ豚　ロースうすぎり
など
きなり　1回/月程度

《住所・電話》
〒276-0047
千葉県八千代市吉橋字西内野
1839
047-459-1111

通年可能: 月～金曜日(土日、
祝祭日を除く営業日)

《参加人数》
制限ございません。
《対象年齢》
・中学生以上

《目的》
・日本のこめ豚の冷凍包装肉
工場「JA全農ミートフーズ八千
代PCの機能」の工程をビデオと
パワーポイントで見ていただき
理解を深める。

《所要時間》
・約1時間
《時間配分》
・支店長・工場長より工場設備
概略説明約10分⇒ビデオ放映
約10分⇒パワーポイント約10
分⇒質疑応答約30分

配信のホストは、主催会員生協
窓口となります。

610 パン

株式会社パ
ルブレッド
(八王子工
場)

国産小麦もっちり食パン1斤6枚
他。
コトコト・きなり　毎週企画　な
ど。

(オンライン)

・土・日・祝日を除く。
基本　午前 10：00 ～　午後16：
00まで
（16時以降の場合は、ご相談く
ださい。）

・個人情報保護の観点から、配
信ホストは、会員生協担当部署
にてお願いします。
・製造工程動画紹介は、動画配
信時の騒音、電波障害の問題
がある為、生(リアル)配信でな
く、録画動画にてのご紹介とな
ります。
・オンラインツールによっては、
参加人数制限がある場合があ
ります。

目的(例):パルシステムのパン
が、原料から、製品となるまで。

・所要時間・工場見学・約1～
1.5時間。(前後・挨拶質疑応答
含む)
①オンライン工場見学・30分
（20分～30分の動画）
②会社説明、商品説明等30分
（パワーポイントにて説明）
※順序が変更になる場合あり
ます。

有料版Zoom
（上記以外希望の場合はご相
談ください)
①パワーポイント・動画配信・質
疑応答
《主催者準備》
配信のホストは、主催会員生協
窓口となります。
《取引先準備》
試食品の提供についてはご相
談ください。
※製造工程動画紹介は、動画
配信時の騒音、電波障害の問
題がある為、生(リアル)配信で
なく、録画動画にてのご紹介と
なります。

611 水産
北海道漁業
協同組合連
合会

①コアフード野付の産直ほたて
1回/月
②野付の産直いくらしょうゆ漬
け　1回/月
③秋鮭切身各種　1回/週

ぎょれん鹿島食品センター
茨城県神栖市南浜3-185
0299-96-9131

土日祝日を除く、10：00～16：00
特にありません

漁獲から、製品化までの流れを
紹介します。

①あいさつ
②動画放映（産地工程13分、鹿
島食品センター8分）
③説明、質疑応答
計40～60分程度
北海道漁連による学習会のイ
メージです。

特にありません
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612 食品
三菱食品株
式会社（信
越明星）

①ソース焼そば（産直小麦使
用）・コトコト・きなり/隔週
②産直小麦の餃子の皮・大判
餃子の皮・コトコト・きなり/毎週
③生そば関連/コトコト・きなり
隔週

本社工場
〒386-0041　長野県上田市秋
和942
0268-22-5252
〒386-0043　長野県上田市下
塩尻1689-3
0268-71-5252

・土・日・祝日を除く。午前 ９:０
０ ～

特にありません

お子様にもわかりやすく行いた
いと思っております。
ご家族みんなで参加できるよう
な工場見学にしたいと思いま
す。

①会社案内・商品紹介30分、②
製造工程説明30分、③アレンジ
レシピ紹介、④質疑応答
(順序が変更になる場合ありま
す。)

特にありません


