
申込
№

分類 取引先名
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 見学内容 所要時間　/　配分 その他希望事項

701 水産 株式会社 井ゲタ竹内

パルシステムPB 恩納もずく /
月2回(2018年度は休止中)
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

《工場名称》
・株式会社 井ゲタ竹内
《住所》
〒684-0034 鳥取県境港市昭和町12-
10
《アクセス》
・鳥取県 米子鬼太郎空港より車で10
分

《可能日時》
・土日、祭日を除く

《人数》
・20名様くらいまで
《対象年齢》
・中学生以上
《要望》
・車いすは不可

《全体の流れ》
《見学詳細》
《所要時間》
・座学を含め約2時間
《配分》
　・座学60分+工場見学40分+質疑応
答

《所要時間》
・座学を含め約2時間
《配分》
・座学60分+工場見学40分+質
疑応答

２～３か月前までにご連絡下さ
い。

702 食品 株式会社 井上食品
生いもこんにゃく、生いもしらた
き、

《工場名称》
・㈱井上食品
《住所》
〒190-0222+東京都西多摩郡檜原村
1800
《アクセス》
・武蔵五日市駅駅よりバス約45分檜
原村人里下車徒歩2分

《可能日時》
・火、水の午前中

《人数》
・25人位」まで
《対象年齢》
・小学生から

《全体の流れ》
・見学室から工場見学、ビデオ説明、
試食
《見学詳細》
・見学室から工場の製造風景を見学、
ビデオ説明、試食、季節によりこん
にゃく芋洗い場所見学

《所要時間》
・約40分～60分
《配分》
・工場製造風景見学（10分）、ビ
デオ説明、（15分）、試食15分、
芋洗い見学（15分）

703 食品 茨城乳業 株式会社 カスタードプリン、豆乳グルト

《工場名称》
・茨城乳業本社工場
《住所》
茨城県石岡市東田中字新田1187‐1
《アクセス》
・JR常磐線・石岡駅よりタクシー　約２
０　分。
・関東鉄道バス(小川行き)石岡駅　よ
り乗車　東田中下車、約20～30分。

《可能日時》
平日のみ（午前１０：００
～　午後１３：３０～）
※カスタードプリンは毎
週金～火に製造しており
ます

《人数》
・10～30人
《対象年齢》
《要望》
・見学通路は２階の為、車いすの方はご遠慮願い
ます。（エレベーター・エスカレーターはありません）

《全体の流れ》
・工場紹介ビデオの鑑賞。商品の試
食。工場見学通路からの工場案内。
質疑応答
《見学詳細》

《所要時間》
・３０分から１時間程度
《配分》
・ビデオ２５分・見学通路見学１
０分から１５分・質疑応答・５分
から１０分

小さなお子様をお連れの際は、
子供用の上履きなどをご持参
下さい。青空市に関しては、都
度ご確認をお願いいたします。

704 石けん ヱスケー 石鹸株式会社

やっぱり石けん洗濯用粉石け
ん、粉石けん水ばしょう、やっ
ぱり石けん食器用液体石けん,
めぐる浴用石けん、炭酸ソー
ダ、すっきりクリームクレンザー

《工場名称》
・ヱスケー石鹸株式会社　川口工場
《住所》
〒332-0004埼玉県川口市領家5-9-9
《アクセス》
・バスをご利用の方JR京浜東北線・宇
都宮線・高崎線・埼京線　赤羽駅北改
札東口・ 赤23 赤23-2 荒川大橋経由
西新井駅ゆき　榎木橋（えのきばし）
下車　乗車時間約13分　徒歩3分タク
シーをご利用の方JR京浜東北線　川
口駅東口　タクシーで約10分

《可能日時》
・10時～12時、13時～15
時

《人数》
・20名程度
《対象年齢》
・7歳以上
《要望》
・未就学児は安全上お断りしております。また、小
学校低学年の場合、一部見学範囲を制限してお受
けいたします。※ 気温30度を超える日は、場外の
見学を一部制限し見学室での対応となる場合がご
ざいます。

《全体の流れ》
・見学室にて石けんと合成洗剤違いミ
ニ学習会後、工場見学ご案内
《見学詳細》
・場内案内（釜場、固形工場、液体石
鹸工場、ハミガキ工場）、ビデオ上映
講義、質疑応答

《所要時間》
・120分
《配分》
・講義（60分）、場内案内（60
分）

階段上り降りありますのでご了
承ください。

705 食品 奥本製粉 株式会社 スパゲッティ/ほぼ毎回

《工場名称》
・奥本製粉㈱　パスタ工場
《住所》
〒597-8515　大阪府貝塚市港15番地
《アクセス》
・南海電鉄　貝塚駅より徒歩約15分

《可能日時》
・1月～5月、10月～１１
月（夏季6～9月は、工場
内高温多湿のため、お奨
めしておりません。　年
末12月は、繁忙期のた
め受入不可です。）

《人数》
・15名
《対象年齢》
・大人のみ
《要望》
・見学専用ルートがなく、機械設備近くを歩くため、
お子様は危険なため不可です。

《全体の流れ》
・パスタ工場見学（スパゲッティ・マカ
ロニの製造工程）
《見学詳細》
・工場の全体概要をスクリーンにて説
明後、工場内を見学。

《所要時間》
・約90～１２０分
《配分》
・挨拶、工場概要説明　約30分
・工場入場準備　約15分（ﾍﾙﾒｯ
ﾄ・入場用着衣準備等）
・場内見学　約30～40分
・質疑応答等約２０～30分

706 納豆 株式会社 カジノヤ

産直大豆の小粒納豆/毎週企
画
ひきわり納豆/毎週企画
せいきょう納豆/隔週企画
国産極小粒納豆/隔週企画
国産大豆しそのり納豆/月1回
黒まめ納豆/月2回程

《工場名称》
・カジノヤ本社工場
《住所》
〒215-0027
神奈川県川崎市麻生区岡上488-1
《アクセス》
小田急線鶴川駅より徒歩15分

《可能日時》
・月曜日～土曜日および
AM１０：００～PM１３：００
にて

《人数》
・最大20名まで
《対象年齢》
・10歳以上

《全体の流れ》
・約2時間の中で [会社紹介→工場見
学→座学→試食→質疑応答] を予定
しております。
《見学詳細》
・原料大豆から、蒸煮したての煮豆の
試食や実際の充填ライン間近まで近
づき、製造現場を体感していただきま
す。
また、座学では納豆の豆知識や栄養
価等をメインにカジノヤ納豆の特徴・こ
だわりにも触れ、もっと納豆を身近に
感じていただけるようプログラムを組
んでおります。

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・会社紹介：5分
・工場見学：40分
・座学      ：40分
・試食      ：20分
・質疑応答：15分

ご来社の際はアクセサリーや
香水等のご利用はお控えくださ
い。
また、女性の方はスカートでの
場内見学は出来かねますので
ご容赦ください。

2022年度「リアル(集合開催)工場見学」一覧
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707 食品 株式会社 金庄
江戸前石焼のり各種・やちまた
産落花生・深蒸し茶・銘茶そば
等

《工場名称》
・金庄　石焼のり工場
《住所》
〒273-0002　千葉県船橋市東船橋4
－27－5
《アクセス》
・JR東船橋駅南口徒歩3分

《可能日時》
・毎週水曜日・金曜日
（10:00～12:00、13:00～
15:00）

《人数》
・5人から20人位（但し、お子様がいらっしゃる場合
は、事前にご相談くださいませ）
《対象年齢》
・お子様がいらっしゃる場合は、事前にご相談くだ
さいませ
《要望》
・交流場所が3階となりますので足の不自由な方、
ご遠慮下さいませ

《全体の流れ》
・江戸前石焼のりの工場見学会
《見学詳細》
①会社概要・こだわり等の説明②海
苔の養殖ビデオ上映③石焼のり工場
見学④質疑応答⑤意見交換会等をさ
せて頂きます。

《所要時間》
・90分～120分
《配分》
・

ご希望があれば近隣のイタリア
ンレストランで石焼のりを使った
パスタまたはピザ＋サラダ飲み
物セット（約1,000）を召し上がる
ことが出来ます.。またイクメン
パパも参加、親子おにぎらず教
室や美味しお茶の入れ方／お
抹茶の点て方体験教室など教
室的な事も可能です。

708 食品
株式会社　河村屋
(すが野)

甘らっきょう(産直）110ｇ
国産塩らっきょう110ｇ
たまりらっきょう110ｇ
手造り用塩らっきょう500ｇ

株式会社すが野
本社工場栃木県下都賀郡壬生町大
字壬生甲3127　　0282-82-0074
ＪＲ石橋駅（車15分）
・東武宇都宮線　壬生駅（車10分）

　・土・日・祝日を除く。午
前 10：00 ～　午後3：00
まで。
　※見学の時期は、6月
上旬が望ましい。

・10名前後・服装は、軽装　・ズボン着用。
・異物混入防止のため、服飾品はご遠慮ください。

【全体の流れ】
甘らっきょう（産直）の工場見学
【見学詳細】
圃場見学、らっきょう皮むき見学、製
造見学、

・所要時間・工場見学・約1～
1.5時間。
前後・挨拶質疑応答・約1時間。
①会社説明、商品説明等1時間
②工場見学　50分　③圃場視
察　20分
(順序が変更になる場合ありま
す。)

709 食品 私市醸造 株式会社

ＰＢ純米酢/きなり・コトコト/3回
/毎月
ＰＢ食酢/きなり・コトコト/1回/
毎月
ＰＢ味付ぽん酢/きなり・コトコト
/1回/毎月
すし酢/きなり・コトコト/1回/毎
月
飲む酢（玄米黒酢&りんご酢）/
きなり・コトコト/1回/毎月

《工場名称》
・私市醸造株式会社
《住所》
〒273-0115
千葉県鎌ヶ谷市東道野辺6-7-45
《アクセス》
・ＪＲ船橋駅からバス「鎌ケ谷大仏」行
二和道下車　徒歩５分
・東武アーバンパークライン　馬込沢
駅下車　徒歩１６分

《可能日時》
・5,8,12月は除く。土、
日、祝日も除く

《人数》
・１５名位まで
《対象年齢》
・子供は不可
《要望》
・10：00～12：00　か　13：00～15：00
バリアフリーではございません。
お客様用の洋式トイレが事務所に1つしかございま
せんので事前に済ませて頂けると時間が短縮する
ことができます。

《全体の流れ》
・お酢の製造工程を座学、工場内を見
学（見学が先になる場合もございま
す）
《見学詳細》
・木桶の見学、アセテーター（タンク製
造）の見学（見学しながら説明致しま
す）

《所要時間》
・２時間程度（１２０分）
《配分》
・９０分は見学、３０分で座学

木桶を見学して頂く際にハシゴ
に昇るのでヒールの低い靴でお
願い致します。

710 食品
国分首都圏㈱
(北舘製麵)

二八そば/企画頻度不定期。

《工場名称》
・株式会社　北舘製麺
《住所》
〒028-7533　岩手県八幡平市叺田
176-1
《アクセス》
・　東北新幹線、盛岡駅、二戸駅より、
車にて約1～2時間。

《可能日時》
・6月～10月

《人数》
・30人程度
《対象年齢》
・制限なし

《全体の流れ》
・そば畑から、製品になるまでの流れ
を見学できます。
《見学詳細》
・そば農場視察・乾燥調整施設・製粉
施設・製造施設

《所要時間》
・2時間程度
《配分》
・ご相談に応じます。

特になし

711 豆腐 共生食品 株式会社

1）豆腐類：もめん豆腐（毎週）、
きぬ豆腐（毎週）、厚あげ（毎
週）、絹生あげ（隔週）、青大豆
寄せとうふ（夏季のみ）、油あげ
（毎週）、手揚げ風油あげ（隔
週）、水切りもめん豆腐（隔週）
2）冷凍品：産直小麦の冷凍うど
ん(毎週）、大きいお揚げのきつ
ねうどん（月1回）、カットうすあ
げ（隔週）

《工場名称》
・共生食品株式会社　本社工場
《住所》
〒252-0132
神奈川県相模原市緑区橋本台3-18-
22
《アクセス》
・橋本駅南口よりタクシーで10分程度
・橋本駅南口から、最寄りバス停（日
本板硝子前）まで15分。バス停から徒
歩10分程度。

《可能日時》
・月～水曜日の9：00～
製造時間の都合上、10：
00までにはご来社いただ
きますようお願いいたし
ます。

《人数》
・14名くらいまで
《対象年齢》
・小学生以上
《要望》
・来客用駐車場に限りがございますので、公共交
通機関、タクシーなどでご来社ください。
・工場見学専用のつなぎ服（ズボンタイプ）を着用
いただきます。ご来社の際には、軽装でスカートで
はなくパンツスタイルでご来社いただきますようお
願いいたします。

《全体の流れ》
注意事項説明⇒専用つなぎ服着用⇒
工場見学
要望により試食可能
《見学詳細》
・製造工程見学

《所要時間》
・2時間程度
《配分》
工場見学自体が1時間位。その
後の試食や補足説明、質疑応
答が1時間程度。

（参考ＨＰ）
http://www.kyousei-f.com/
※申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。

712 食品 窪田味噌醤油 株式会社

国産丸大豆しょうゆ900ml・コト
コト・きなり/毎週。
国産丸大豆しょうゆ500ml・きな
り/月1回。
国産丸大豆しょうゆ200ml・きな
り/月1回。
特選丸大豆しょうゆ900ml・コト
コト・法人パル/月1回。
減塩丸大豆しょうゆ500ml・きな
り・乾物屋さん/月1回。

《工場名称》
窪田味噌醤油株式会社
《住所》
〒278-0022　　千葉県野田市山崎
691
《アクセス》
東武アーバンパークライン（東武野田
線）　運河駅　徒歩15分

《可能日時》
・土・日・祝日を除く。午
後1:30～４：００まで。
・5～9月及び12月の時期
は、繁忙期のため、見学
できません。
・見学可能なのは、醤油
の製造工程です。

《人数》
・１０名以内
《対象年齢》
・小学生以上とします。
《要望》
・場内通路が狭く、安全面より、一般（組合員）の方
の見学は、お断りさせていただいております。
　（パルシステム様の職員の方は、受け入れ可で
す）

《全体の流れ》
・パワーポイントで説明後（食堂）、工
場内をご案内致します。
　見学通路からのライン見学
　要望により試食可能
《見学詳細》
①会社説明、商品説明
②製造工程見学

《所要時間》
・１時間30分～２時間前後
《配分》
・工場見学自体が１時間、説明
及び質疑応答が30分から1時
間。

専用の見学通路が出来ていな
いため、１０名以上の見学はお
断りしております。また全ての
製造工程をご覧にいれることは
できません。
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713 食品 グリンリーフ 株式会社
お漬物（糖しぼり大根・白菜漬
け）、お料理セット、コアフード
蒟蒻、冷凍ブロッコリー

《工場名称》
・グリンリーフ蒟蒻工場
・グリンリーフ野菜加工場
・野菜くらぶ青果出荷施設
《住所》
〒379-1207群馬県利根郡昭和村赤
城原844-12
《アクセス》
・関越道昭和インターより車で3分

《可能日時》
・2月～10月

《人数》
・40名程度
《対象年齢》
・小学生以上

《全体の流れ》
・野菜くらぶ青果出荷施設見学
・野菜収穫体験
・グループの会社と商品案内スライド
・お料理セット調理体験
・蒟蒻工場・野菜加工場見学
《見学詳細》
・野菜収穫体験はキャベツ・大根・白
菜・小松菜・ほうれん草などが可能で
す。

《所要時間》
・3時間程度
《配分》
・収穫体験1時間、会社案内と
昼食1時間、工場見学1時間

・蒟蒻手作り体験が可能です。
総所要時間4時程度
・農業生産法人の6次化取り組
み(野菜の生産～加工～販売ま
で)が見学可能です。

714 食品
コーミ 株式会社 東京営
業所

①ドライトマトのイタリアンベー
ス(コトコト・きなり 1回/毎月)・
②国産トマト100%ケチャップ
300g(コトコト・きなり 1回/毎月)

《工場名称》
・犬山工場、豊橋工場
《住所》
(犬山工場) 〒484-0888 愛知県犬山
市大字羽黒新田上平塚1-5
(豊橋工場) 〒441-3121 愛知県豊橋
市西山町字西山345番地
《アクセス》
・(犬山工場) 名鉄線江南駅　(豊橋工
場) JR豊橋駅

《可能日時》
・月～金曜日(土、日、祝
祭日を除く営業日)

《人数》
・10名位
《対象年齢》
・専用の見学ルートが御座いませんので、小学生
以下は原則不可です。
《要望》
・弊社都合により、ご対応出来ない時期も御座いま
すので、予めご了承下さい。

《全体の流れ》
・工場にて取り扱い商品のソース、ト
マト加工品の原料、製造工程見学、試
食勉強会。
《見学詳細》
・工場概要の説明より、各製造工程の
見学、試食勉強会等。

《所要時間》
・11時～15時
《配分》
・工場概要等の説明(約20分)、
食事休憩(約40分)、工場内見
学(約30分)、試食勉強会約(30
～40分)、

最寄駅：犬山工場名鉄線　江南
駅　豊橋工場　JR　豊橋駅
※往復の交通費及び、昼食代
につきましては、ご参加の皆様
のご負担とさせて頂きますの
で、予めご了承下さい。

715 食品 ゴールドパック株式会社

COOP　北アルプスあずみ野の
水１L
コトコト・きなり/隔週
飲む国産野菜・果実！ジュース
(ＡＢ)　２００ｍｌ×１２　　　コトコ
ト・きなり月2回サイクル

ゴールドパック㈱あずみ野工場
《住所・電話》
長野県安曇野市堀金烏川1984-1
0263-73-5558
人事総務部・北林明美
《アクセス》
中央道　安曇野　車約15分
大糸線豊科駅　タクシー約8分

通年可能：月～金曜日入
場時間：ＡＭ10：00～
PM1：00
（土日祝を除く営業日、
繁忙期：5～8月は要相
談）

・20名程度
・小学生以上
・バリアフリー設備ではないため階段の上り下りが
ございます。
・写真撮影禁止場所があるため、撮影の際は確認
をお願いいたします。

《全体の流れ》
・簡単な会社と工場の説明
・見学通路からのライン見学
・質疑応答
《見学詳細》
①会社説明
②製造工程見学
③商品説明
④質疑応答
※順序が変更になる場合あります。

全体所要時間：約1時間～1時
間30分
①会社説明・20分、②製造工程
見学（見学者専用通路より）・30
分、③商品説明、質疑応答等・
30分
※順序が変更になる場合があ
ります。

716 化粧品 株式会社 彩生舎

ナチュールアクアクリーム水の
彩ＰＬ　50・120ｇ/「素肌時間」2
週1回ペース

《工場名称》(水の彩）
・ノーベル化学宏業株式会社
《住所》
〒581-0834 大阪府八尾市萱振町1丁
目58
《アクセス》
・近鉄八尾駅徒歩15分

《可能日時》
・要相談
※ナチュールアクアク
リーム水の彩ＰＬ製造時
のみ
午後1時から4時（平日の
み）

《人数》
・4～5名
《対象年齢》
・小学校高学年以上
《要望》
・階段の上り下りがあります（エレベーターなし）

《全体の流れ》
・会社説明⇒見学通路からの見学⇒
質疑応答
《見学詳細》
①製造工程見学
③充填見学
②包装工程見学
④会社説明、商品説明等。
(順序が変更になる場合あります。)
※製造状況により、見学出来ない箇
所もございます。
※製造室への立ち入りは衛生管理の
都合上、ご遠慮申し上げております。
（見学通路からになります。）

全体所要時間：約1時間～1時
間30分

※申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。

717
生活
用品

酒井産業 株式会社
木、竹、藤など天然素材製品を
中心とした雑貨

《工場名称》
・＜本社工場＞
《住所》
〒399-6301
長野県塩尻市木曽長瀬2307-2
《アクセス》
・中央西線贄川駅より車で5分

《可能日時》
応相談。
※時期によってお受けで
きない場合があります。

《人数》
・10名
《対象年齢》
・小学校高学年以上

《全体の流れ》
①漆の絵付け体験。作品見学も可
能。※材料費は事前にお打合せ　（約
半日）
②森林の間伐体験。
※危険を伴う場合があります。要事前
打合せ。　（約半日）
《見学詳細》
・①漆の絵付け体験→漆で箸に絵を
自由に書きます。漆アレルギーの方な
どは事前に要相談。
・②森林の間伐体験→ノコギリで少し
ずつ1本の木を切る体験をします。※
危険を伴う場合があります。要事前打
合せ。

①会社説明・20分
②製造工程見学（見学者専用
通路より）・30分
③商品説明、質疑応答等・30分
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718 食品 さとの雪食品 株式会社

・国産大豆なめらかとうふ / 隔
週
・プラスもう一品 五目豆 / 月に
1回
・COOPこんにゃく白和え / 月
に２～３回
・COOP味付けうの花 / 月に２
～３回

《工場名称》
・四国化工機㈱ 御殿場食品工場
《住所》
〒412-0038
静岡県御殿場市駒門1-65-1
《アクセス》
・御殿場ICから車 約20分
・JR御殿場駅からタクシー 約20分

《可能日時》
・土日祝祭日を除く、
10:00～12:00、13:00～
15:00
・スケジュールの都合上
お受けできない場合があ
りますので事前にご相談
ください。

《人数》
・40名まで
《対象年齢》
・年齢制限無し
《要望》
・小学生以下の方は保護者同伴でお願いいたしま
す。
・お豆腐作り体験をされる場合は、温めた豆乳を使
用いたします。小学生未満の方は保護者の方と一
緒に作業をお願いいたします。
・子供向けの上履き（スリッパ）はありませんので、
必要な場合はご持参お願いいたします。

《全体の流れ》
・当社のご紹介、ビデオ上映後、工場
内をご案内いたします。
・見学後に、お豆腐作り体験、商品の
試食もご用意しております。
《見学詳細》
①当社ご紹介(パワーポイント)、DVD
上映
②見学通路からのライン見学（品質管
理室→豆乳製造室→豆腐製造各ライ
ン→検品・出荷工程）
③お豆腐作り体験（温かい豆乳にに
がりを混ぜて出来立てのお豆腐を作
ります。レクチャー後、皆様にお豆腐
を作っていただき試食いただきます。）
④商品試食、質疑応答

※順序が変更になる場合があ
ります。

※申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。

719
生活
用品

ＪＰホームサプライ株式
会社

り・さいくりんぐトイレットペー
パー等ＰＢ商品

《工場名称》
・マスコー製紙
《住所》
〒418-0032　静岡県富士宮市浅間町
14-12
《アクセス》
・新富士駅からタクシー

《可能日時》
・月～土曜日

《人数》
・２０-３０名
《対象年齢》
・小学生中学年以上

《全体の流れ》
ビデオ上映後、工場内をご案内いたし
ます。
・見学通路からのライン見学
《見学詳細》
①製造工程見学
②包装工程見学
③セットライン見学
④会社説明、商品説明等。
(順序が変更になる場合あります。)

《所要時間》
・２時間

720 食品 協同組合JASMEQ

①国産果汁のスティックゼリー
（コトコト月１回）
②鳴門海峡カットわかめ　（コト
コト、きなり月１回）
③淡路島明石海峡産カットわか
め（乾物屋さん月１回）
④うずらの玉子（水煮）（コトコ
ト、きなり月１回）
⑤レンジで簡単里芋れんこんコ
ロッケ（きなり月１回）

《工場名称》
・②、③：㈱阿波市場
・⑤：㈲まきば
《住所》
②、③〒772-0060 鳴門市瀬戸町明
神字弐軒家3-8
⑤〒949-7226　南魚沼市山崎新田
1000-7
《アクセス》
・②、③徳島空港～バス　：４０分
・⑤　浦佐駅～タクシー：１０分

《可能日時》
・平日（詳しくは工場と確
認、１，２か月前）

《人数》
・１０名～１５名
《対象年齢》
・小学生以上～成人

《全体の流れ》
・原料産地、保管状態、製造各工程の
見学
《見学詳細》
・試食を含めて、商品化までのいきさ
つなどの説明

《所要時間》
・１時間３０分～２時間
《配分》
・

721
休止中

化粧品
株式会社 ジャパンビュー
ティプロダクツ
(22年度・休止)

・パルシステムPBベースメイク「ア
クアブリエ」
・産直豚のプラセンタエキスを配
合したPBプラセンタオールインワ
ンゲル
・簡単キレイを目指すメイクシリー
ズ「レクティ」：BBクリーム、アイブ
ロウ、アイシャドウ、チーク、マス
カラ、リップ等
・日やけ止めブランド「ルソル」：
UVミルク、UVパウダー、UVスプ
レー
・和漢植物のスキンケア「爽活健
美」：とろみ化粧水
・植物性スクワラン100％のスクワ
ランエッセンスオイル
・スペシャルスキンケア「オリナ
ス」：美容液マスク、等

《工場名称》
・株式会社ジャパンビューティプロダク
ツ福島工場
《住所》
〒963-3603
福島県田村市滝根町広瀬字舟ヶ作3-
22
《アクセス》
・ＪＲ磐越東線　神俣駅より車で20分

《可能日時》
・月～金
（土日祝祭日除く）
応相談

《人数》
・10名以上
《対象年齢》
・年齢・性別不問

《全体の流れ》
・化粧品知識の学習
・生産ラインの見学
《見学詳細》
・工場の生産現場の間近で充填・包装
作業、衛生管理体制をご覧いただけ
ます。

《所要時間》
・120分程度
《配分》
・学習30分
・見学60分

工場見学終了後にメーク講習
会（90分程度）を実施可能で
す。
応相談

722 食品 株式会社水宗園本舗

⓵鹿児島知覧有機栽培の産直
緑茶/コトコト・きなり/月1回
②鹿児島知覧有機栽培粉末緑
茶/コトコト・きなり/月1回
③鹿児島有機栽培の産直ほう
じ茶/コトコト・きなり/月1回
④有機栽培産直抹茶/コトコト・
きなり/月1回

《住所・電話》
長野県安曇野市豊科高家2287-30
ＴＥＬ：0263-72-2730
《アクセス》ＪＲ松本駅下車　タクシー
20～30分

・土・日・祝日を除く。
午前 10：00 ～　12：00
午後1：00～3：00
※新茶時期、12月の時
期は、繁忙期のため見
学できません。

・15名位まで。小学生以上

①荒茶冷蔵庫
②荒茶→仕上げ加工→品質チェック
→包装
➂ほうじ茶工場

・所要時間・工場見学・約1時間
半。前後・挨拶質疑応答。
①製造工程見学・30分、②紹介
ビデオ・お茶の話30分、③お茶
の試飲・質疑応答30分
(順序が変更になる場合ありま
す。)

・異物混入防止のため、服飾品
はご遠慮ください。
・交通費はご負担ください。・2ヶ
月位前までに予約をお願い致し
ます。



申込
№

分類 取引先名
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 見学内容 所要時間　/　配分 その他希望事項

2022年度「リアル(集合開催)工場見学」一覧

723
家庭
用品

株式会社 スクロール

女性向けを中心とした衣料品
全般
(毎週配布カタログ「未知案内」
を展開)

《工場名称》
・スクロールロジスティクス
《住所》
〒433-8118
静岡県浜松市中区高丘西四丁目8番
1号
《アクセス》
・JR浜松駅より 車で約30分

《可能日時》
・月～土 　10:00～15:00
　※夏季・年末年始は別
途お休みを頂戴します

《人数》
・約15名
《対象年齢》
・お子様連れのご対応は不可となります
《要望》
・JR浜松駅までの交通費はご負担願います

《全体の流れ》
・約90分～120分の見学コース
　①入荷　②保管　③ピッキング　④
仕分け　⑤梱包　⑥出荷
《見学詳細》
・組合員様へお届けするすべてのスク
ロール商品の入荷から出荷までを管
理する「スクロールロジスティクスセン
ター。弊社独自のシステムとノウハウ
を結集させた総合物流基地として、安
全、安心、信頼のスクロール品質を送
り出しています。
ご見学いただくことにより、弊社商品
がお手元に届くまでの仕組みや、どの
ように効率化を図っているか、検品体
制や品質管理の状況をお伝えできれ
ばと考えています。

《所要時間》
・約90～120分
《配分》
・施設の概要説明…15分
　①入荷＋②保管(品管)…15
分
　③ピッキング…15分
　④仕分け…30分
　⑤梱包…10分
　⑥出荷…10分
※ご覧いただく③～④の工程
が多いと所要時間は長くなりま
す

（参考ＨＰ）
http://www.scroll.jp/corporate
/office/logistics/office1.html

724 食品
全農パールライス 株式
会社

お米（無洗米・普通精米・玄米）
-コトコト・きなり/毎週
食品（雑穀米・切もち・パック赤
飯等）-コトコト・キナリ/毎月

《工場名称》
・全農パールライス㈱　埼玉精米工場
《住所》
〒346-0025　埼玉県久喜市樋の口15
番1号
《アクセス》
・JR宇都宮線　白岡駅　タクシー約10
分（徒歩約60分）
・JR宇都宮線　久喜駅　タクシー約10
分（徒歩約60分）

《可能日時》
★月・土・日・祝日除く。
午前10:00　～　午後
15:00まで。

《人数》
・上限30名程度
《対象年齢》
・小学生以上
《要望》
・特に無し

《全体の流れ》
DVD上映（工場概要説明）の後、工場
内案内
・見学通路からのライン見学
・要望により試食可能
《見学詳細》
①会社・工場説明
②製造ライン見学
③品質検査現場見学　等

《所要時間》
・60分～90分
《配分》
・概要説明20分位、その後工場
見学20分～30分。
　最後質疑応答が10分程度。
　（試食実施の場合は、上記の
他に20～30分程度）

開催は2か月に1回程度のご対
応でお願い致します。

725
休止中

食品 太子食品工業 株式会社

①なめらか絹とうふ小分けパッ
ク/コトコト・きなり　毎週
②国産大豆もめんとうふ小分け
パック/コトコト・きなり　毎週
③国産小粒納豆/コトコト・きな
り　隔週
④国産中粒納豆/コトコト・きな
り　隔週
③味付いなりあげ/コトコト・きな
り　隔週

《住所》
　・栃木県日光市町谷739－1　0288－
31－1221
《アクセス》
　・東武 下今市駅　タクシー約15分
太子食品工業株式会社　日光工場

《可能日時》
　・毎週月曜日および繁
忙期（年末年始、お盆）
以外。

《人数》
　・40人以下
《対象年齢》
　・特になし

《見学詳細》
　　①工場見学
　　　→充填豆腐の原料仕込みから充
填工程まで見学。
　　②豆腐作り体験
　　　→豆乳からレンジで簡単に作れ
る、お豆腐作り。
　　③質疑応答

《全体の流れ》
　・約2時間の中で［オリエン
テーション→工場見学→電子レ
ンジを使った豆腐作り体験→質
疑応答］を予定しております。

コロナのため、現在受け入れ休
止中です。
（現時点において、再開メドは
立っておりません）
詳細は相談させてください。

726 石けん 太陽油脂 株式会社

パックスナチュロンシリーズ（石
けん）・コトコトきなり/隔週
パックスオリーシリーズ（石け
ん）・コトコトきなり/隔週
パックスナチュロンシリーズ（化
粧品）・素肌時間/最低月１回
パックスベビーシリーズ・
yumyum/不定期
地球の未来にまじめなボディ
ソープ／毎週

《工場名称》
・太陽油脂株式会社　ES工場
《住所》
〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋町２－
７
《アクセス》
・京急線　子安駅　徒歩約５～10分
・JR京浜東北線　新子安駅　徒歩約
15分

《可能日時》
・通年可能: 月～金曜日
(土日、祝祭日を除く営業
日)
　※平日でも工場休業日
の可能性がございます。
希望日をご教授頂いて
から、適宜確認致しま
す。
・できる限り午前中をオ
ススメ致します。午後は
製造終了していることが
ございます（特に午後3時
以降は製造終了している
可能性が高いです。）

《人数》
・上限40人まで
《対象年齢》
・工場の現場見学を行える方は、小学生以上としま
す。小学生未満の方がいる場合は、見学中に面倒
をみれる方の同行をお願いします。
《要望》
・バスでご来社の場合、駐車場がございません。別
途有料の駐車場をご案内致します。
・可能でしたら、工場見学用の上履き・スリッパをご
持参ください。
・工場は3階建てですが、基本は階段での移動とな
ります。階段での移動が難しい場合は、業務用エ
レベーターを確保致しますので、事前にご連絡願
います。
・天災時の安全確認のため、事前に参加者名簿を
ご提出願います。

《全体の流れ》
・最初に簡単に座学にて工場や石け
ん、会社紹介をさせて頂いてから、工
場をご覧頂き、残り時間で実験を交え
た石けんの講演をさせて頂きます。
・見学通路からのライン見学
《見学詳細》
①製造工程見学
②包装工程見学
③原料タンク外観見学
④会社説明、商品説明等。
(順序が変更になる場合あります。)

《所要時間》
・約２時間
《配分》
・冒頭のご案内・・・20～30分
・工場見学・・・40～50分
・石けん講演・・・40～60分

・弊社敷地内は、フォークリフト
やトラック等が走っております。
敷地内移動時には、係員の案
内に従って下さい。
・ES工場内での写真撮影はご
遠慮ください。工場外（建物外
観）の撮影は問題ございませ
ん。
・申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。
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727 食品 株式会社 タケイ 熊本県産有機大麦若葉青汁

《工場名称》
東洋新薬㈱　鳥栖工場　熊本工場、
圃場
《住所》
佐賀県鳥栖市弥生が丘7-28
熊本県菊池郡大津町大字高尾野字
平成272-5
《アクセス》
●東洋新薬㈱　鳥栖工場
JR鳥栖駅からタクシーで約10分
JR基山駅からタクシーで約10分
 鳥栖ICから車で約15分
●東洋新薬㈱　熊本工場、圃場
 熊本ICより約30分
 熊本空港より約30分
JR肥後大津駅よりタクシーで約15分
JR熊本駅よりタクシーで約40分

《可能日時》
★土・日・祝日を除く。
11月～3月

《人数》
・上限で10名位を希望します。

《全体の流れ》
・工場内をご案内いたします。
《見学詳細》
・①製造工程見学

《所要時間》
鳥栖工場：3時間
熊本工場、圃場：3時間
《配分》
・鳥栖工場：3時間
熊本工場、圃場：3時間

728 食品 株式会社 タケイ ビタミンゼリー

《工場名称》
大木製薬株式会社
《住所》
〒362-0011
埼玉県上尾市平塚2098

《可能日時》
★土・日・祝日を除く。

《人数》
・上限で10名位を希望します。

《全体の流れ》
・工場内をご案内いたします。
《見学詳細》
・①製造工程見学

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・工場見学自体が1～1時間30
分位、その後の質疑応答が30
分～1時間位です。

729 水産
千葉県漁業協同組合連
合会

江戸前あさり、愛知県産あさ
り、静岡県産あさり、熊本県産
あさり、冷凍はまぐり
/月1回

《工場名称》
・千葉県漁業協同組合連合会　あさり
事業所
《住所》
〒292-0004
　　　千葉県木更津市久津間2225-15
《アクセス》
・ＪＲ木更津駅から車で10分

《可能日時》
３月～５月、１０月～翌年
１月の平日８：００～１２：
００迄
（入荷風景を確認したい
場合は朝の８時からの作
業になります。）
夏場は冷凍原料の製造
がピークに達する為、出
来れば御遠慮願います。

《人数》《対象年齢》《要望》
会議室の収容人数の都合上、出来れば１０名以内
の人数でお越し願います。また、託児施設等はご
ざいませんのでお子様連れ、またはペット同伴での
お越しは御遠慮願います。

《全体の流れ》《見学詳細》
①冷凍あさり原料である活あさりの入
荷および選別作業。（当日の天候状
況や汐模様によっては入荷が無い場
合もございます。）
②冷凍あさり原料の製造風景。（例年
４月～９月にかけて）
③冷凍あさり製品の製造風景（通年）

《所要時間》あさり事業所およ
び冷凍あさり製品についての説
明と工場内の確認および説明
でおよそ１２０～１５０分程度の
所要時間になります。交通機関
については東京駅からＪＲ総武
線快速で木更津駅までおよそ８
０分、高速バスで木更津金田バ
スターミナルまでおよそ６０分の
所要時間になります。（交通状
況によって遅延が発生する場
合がございますので予めご了
承願います。）

夏場の受け入れについては、
冷凍あさり原料の製造がピーク
に達する為、対応が難しいこと
から出来れば御遠慮いただけ
ればと思います。

730 水産
千葉県漁業協同組合連
合会

千葉県産はねだしのり、青とび
の味のり卓上タイプ
/月1回

《工場名称》
・千葉県漁業協同組合連合会　のり加
工事業所
《住所》
〒293-0021
　　　千葉県富津市富津2307-74
《アクセス》
・ＪＲ青堀駅から車で20分

《可能日時》
２月～１０月の平日９：０
０～１５：００まで
（１１月～１月について
は、製造の最盛期になる
ため不可）

《人数》《対象年齢》《要望》
工場・会議室の収容人数の都合上、１０名以内の
人数でお願いします。また、託児施設等はございま
せんのでお子様連れ、またはペット同伴でのお越し
は御遠慮願います。

《全体の流れ》《見学詳細》
のり製品の製造工程（工場）見学との
りについての学習会

《所要時間》
工場見学と学習会で１２０分程
度

731 水産
千葉県漁業協同組合連
合会

さばの味噌煮（骨取り）、さばの
みぞれ煮（骨取り）
/隔週

《工場名称》
・株式会社　ゆう屋
《住所》
〒287-0105
　　千葉県香取市沢2152-14
《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：
００～１４：００まで
（１２月については、繁忙
期になるため不可 ）

《人数》《対象年齢》《要望》
工場・会議室の収容人数の都合上、２０名以内の
人数でお願いします。また、託児施設等はございま
せんのでお子様連れ、またはペット同伴でのお越し
は御遠慮願います。

《全体の流れ》《見学詳細》
ＰＢさばの味噌煮（骨取り）、さばのみ
ぞれ煮（骨取り）製造工程（工場）見学
と学習・試食会

《所要時間》
１８０分程度

732 水産 株式会社 兆星
灰干・文化干商品/コトコト・きな
り

《工場名称》
・兆星
《住所》
〒288-0801
千葉県銚子市明神町2-292
《アクセス》
・JR東日本　銚子駅　バス約１5分

《可能日時》
日曜・祝日を除く。
午前10：00 ～ 午後16：
00

《人数》
・20人まで
《対象年齢》
・年齢問いません。

《全体の流れ》
・工場見学・試食及び講習
《見学詳細》
①製造工程見学
②包装工程見学
③会社説明、商品説明及び試食

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・会社説明約30分、工場見学約
30分、試食・質疑応答約1時間
程になります。
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733 食品
デイリーフーズ東京販売
株式会社

いちごジャム、ブルーベリー
ジャム、りんごジャム、甘夏マー
マレード、フルーツソース白桃、
とまとまと、くろごまペースト、プ
ルーンエキス
規格頻度　月／１回（いちご
ジャムは２回）

《工場名称》
・デイリーフーズ（株）長野工場
《住所》
〒389-0696
長野県埴科郡坂城町上平1434
《アクセス》
・北陸新幹線　上田駅にて降車し乗り
換え、しなの鉄道にて坂城駅まで移
動、坂城駅よりタクシー移動
・上信越道の坂城ICより公道を10分程
度移動

《可能日時》
10:30～15:00頃まで
3ヶ月くらい前に候補日を
3日間程度連絡をいただ
ければ工場稼働日であ
れば、お受けできると思
います。
ただし、内容により月曜
日と金曜日を避けていた
だくことになります。

《人数》
・制限はございませんが参加者様人数が多い場合
には工場のお受け入れ規模を検討いたします。
《対象年齢》
・制限はございませんが、場内はフォークリフトなど
を使用しておりますのでお子様が多い場合には工
場内の見学をお断りする場合がございます。

《全体の流れ》
・挨拶・会社案内ビデオ、製造工場見
学、PB商品のこだわりの説明、試食
《見学詳細》
・パルシステム様商品製造ライン（瓶
製造ライン）には見学コースがありま
すので順を巡りご案内いたします。

《所要時間》
・2時間程度
《配分》
・挨拶、会社案内ビデオ　30分
工場内見学通路より製造工程
見学　30分から60分
PB商品のこだわりの説明、試
食　60分

（参考ＨＰ）
http://www.dfc-net.co.jp/

※申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。

734 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）

約２０名
目的：八丁味噌製造のこだわりと使い
方を知ってもらう

・所要時間・　味噌蔵見学・約1
時間。前後・挨拶質疑応答・約
30分。

735 食品 トーエー食品 株式会社 ノンカップ麺各種/年間５０週位

《工場名称》
・トーエー食品㈱　本社工場
《住所》
〒501-3217
　　岐阜県関市下有知21-3
《アクセス》
・ＪＲ岐阜駅より車、バスにて４０分

《可能日時》
・平日のみ

《人数》
・１０人以内
《対象年齢》
・大人限定
《要望》
・理事、職員限定

《全体の流れ》
・説明→見学→試食
《見学詳細》
・ノンカップ麺の製造・包装工程

《所要時間》
・６０分
《配分》
・１０分→２０分→３０分

見学通路がありませんので、制
限しています。

736 食品
長野森林組合 鬼無里事
業所

味付けえのき茸

《工場名称》
・長野森林組合　鬼無里事業所　食品
加工センター
《住所》
〒３８１－４３０１　長野市鬼無里２５５
２
《アクセス》
・信州大学教育学部交差点よりR４０６
号西に２０km

《可能日時》
・積雪の冬期間を避けた
４月～１１月　月曜日～
金曜日のAM9:00～
PM3:00まで

《人数》
・１名～２０名
《対象年齢》
・年齢制限なし（幼児は保護者同伴）

《全体の流れ》
・講義(座学)30分
・栽培場見学1時間
・質疑応答・30分

《所要時間》
・約2時間。
《配分》
・主催者挨拶・講義30分。
・栽培場見学1時間
・質疑応答・30分。

・山間部ですので、軽装、冬場
は、防寒の服装にてお出でくだ
さい。

737 食品
２１世紀コーヒー 株式会
社

いつもの珈琲・楽園の休日・カ
フェインレス・オーガニックココ
ア

《工場名称》
・２１世紀コーヒー株式会社
《住所》
〒334-0063埼玉県川口市東本郷１－
８－１
《アクセス》
・ＪＲ川口駅から路線バス３０分

《可能日時》
・応相談（１１月～３月は
繁忙期のため、６～８月
の夏季にしていただける
と幸いです）

《人数》
・５名
《対象年齢》
・大人のみ
《要望》
・工場が手狭なため５名以下でお願いいたします。

《全体の流れ》
・コーヒー製造に関する作業や機械の
説明（生豆～焙煎～粉砕のプロセスを
機械ごとに説明いたします。）　その後
試飲会を実施します。
《見学詳細》
・①焙煎機見学　②包装機械見学　③
生豆基礎知識　④商品説明・試飲会

《所要時間》
・１時間半
《配分》
・コーヒーに関する基礎知識（３
０分）→工場内見学（３０分）→
商品説明及び試飲会（３０分）

738
休止中

食品 日本水産 株式会社

おさかなソーセージ（ＰＢ）
おやつソーセージ（ＰＢ）
サラダフレーク（留型）
生ちくわ（PB）
焼きちくわ（10～2月頃限定・留
型）

《工場名称》
・日本水産㈱八王子総合工場
《住所》
〒192-0906
東京都八王子市北野町559-6
《アクセス》
・京王線北野駅から徒歩5分

《可能日時》
・随時
土曜・日曜・祝日工場お
休み

《人数》
・最大20～30名位（応相談）
《対象年齢》
・小学生３年生以上
《要望》
・廊下からガラスを通じての見学。エレベーターが
なく階段のみのためベビーカーを運ぶ必要がある。
昼食の準備は衛生上の問題で不可。

《全体の流れ》
・工場概要説明後、見学通路より製造
ラインの見学を行います。
・要望により試食可能
《見学詳細》
①工場概要説明　②見学通路より製
造ライン見学　③質疑応答　④試食

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・工場概要説明30分、製造ライ
ン視察1時間、質疑応答と試食
で30分くらいです。

ソーセージとピラフの工場は、
同一敷地内にございますが、建
屋が別になっております。
徒歩で移動可能です。

739
休止中

食品 日本水産 株式会社
徳用えびピラフ（NB）/隔週
焼きおにぎり10個（留型）/隔週

《工場名称》
・日本水産㈱八王子総合工場
《住所》
〒192-0906
東京都八王子市北野町559-6
《アクセス》
・京王線北野駅から徒歩5分

《可能日時》
・・随時
土曜・日曜・祝日工場お
休み

《人数》
・10名位（応相談）
《対象年齢》
・ライン内立ち入り見学のためお子様不可。
《要望》
・昼食の準備は衛生上の問題で不可。

《全体の流れ》
・工場概要説明後、見学通路より製造
ラインの見学を行います。
・要望により試食可能
《見学詳細》
①工場概要説明　②見学通路より製
造ライン見学　③質疑応答　④試食

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・工場概要説明30分、製造ライ
ン視察1時間、質疑応答と試食
で30分くらいです。

ソーセージとピラフの工場は、
同一敷地内にございますが、建
屋が別になっております。
徒歩で移動可能です。
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740
休止中

食品 日本水産 株式会社

国産真あじフライ270g
国産あじの開きフライ250g
北海道秋鮭フライ210g
いかフライ（夕食用タイプ）260g
こだわりの白身魚フライ280g
（19年1月発売）

《工場名称》
・有限会社エムコ食品
《住所》
〒299-0263
千葉県袖ケ浦市奈良輪４５０−１
《アクセス》
・袖ケ浦駅　徒歩15分

《可能日時》
・随時
日曜・祝日工場お休み

《人数》
・1回の工場内立ち入りは6名以内。
7名以上の場合は数回に分けて立ち入りいただき
ます。
《対象年齢》
・年齢制限無し。
《要望》
・工場内段差多し。バリアフリー構造ではないの
で、お足の悪い方は介添えが必要です。

《全体の流れ》
・工場概要説明後、見学通路より製造
ラインの見学を行います。
・要望により試食可能
《見学詳細》
①工場概要説明　②見学通路より製
造ライン見学　③質疑応答　④試食

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・工場概要説明30分、製造ライ
ン視察1時間、質疑応答と試食
で30分くらいです。

・申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。
・工場内では階段等があり昇降
が発生します。

741
加工品
調味料

株式会社 にんべんフー
ズ

便利つゆ・白だし・だしパック・
かつお本節厚削り・五目炊き込
みご飯の素・産直たけのこ炊き
込みご飯の素/便利つゆ（隔
週）・白だし（月1回）・かつお本
節厚削り（乾物屋さん）・五目炊
き込みご飯の素・産直たけのこ
炊き込みご飯の素（月１回）

《工場名称》
①ちば醤油
②にんべんフーズ
《住所》
①〒289-0337　千葉県香取市木内
1208（便利つゆ・白だし）
②〒425-0066 　静岡県焼津市大島
1699（五目炊き込みご飯の素・産直た
けのこ炊き込みご飯の素）
《アクセス》
・車

《可能日時》
・土日祝日除く　要相談

《人数》
・ちば醤油　５～25名　要相談　・にんべんフーズ
5名程度
《対象年齢》
・成人にかぎる　小人については、要相談

《全体の流れ》
・製造工程等、事前相談し内容を確認
させて頂きます。

《所要時間》
・2～3時間程度

工場見学については、事前に
打ち合わせをさせて頂きたいと
思います。

742 青果
株式会社 パシフィック・ト
レード・ジャパン

エコ・バナナ（ホムトン）/毎週

《工場名称》
・株式会社ファーマインド
《住所》
〒135-0064
東京都江東区青海4-7-12
《アクセス》
・最寄駅はテレコムセンター、または
東京テレポート

《可能日時》
・未定（委託先のため、
要調整）

《人数》
・未定
《対象年齢》
・未定
《要望》
・自社の工場ではないため、状況により日程や人
数には制約が出る場合があります。

《全体の流れ》
・事業の説明、施設の説明、ムロの見
学、作業の見学、試食
《見学詳細》
・バナナの色付け施設（ムロ）の見学
と小分け（袋詰め）作業

《所要時間》
・1時間30分
《配分》
・事業の説明、施設の説明、　３
０分
ムロの見学、作業の見学、4０
分
試食、１５分
質疑応答　５分

自社の工場ではないため、状
況により日程や人数には制約
が出る場合があります。

743 青果
パルシステム・板倉食品
加工センター

お料理セット製造

＜住所＞
〒374-0113　群馬県邑楽郡板倉町泉
野2-41-8
TEL：0276-55-2090
＜アクセス＞
東武日光線　板倉東洋大前
タクシー約5分（徒歩25分）

【日時】　木・金以外　午
前10時～

【参加人数】　最大10名（場合により制限あり）
【対象年齢】　小学生以上
【服装】　　　　自由

施設案内・製造説明、製造工程見学、
商品説明（試食あり）

【所要時間】　約2時間
①施設案内・製造説明40分
②製造工程見学20分
③商品説明（試食あり）・質疑応
答60分

場内見学は実施しない

744 パン 株式会社 パルブレッド

パルブレッド製造のパン
こだわり酵母食パン
白パン
こだわり酵母パニーニ
マフィン
スコーン
クリームパン
その他多数

《工場名称》
・㈱パルブレッド　八王子工場（本社）
《住所》
〒192-0045　東京都八王子市大和田
町4-6-3
《アクセス》
・ＪＲ八王子駅よりバス「大和田坂下」
下車
・パルブレッドＨＰを参考にしてくださ
い。

《可能日時》
①月・火（水・木の曜日は
応相談）
②１０時までにお出でくだ
さい（清掃時間に切り替
わる可能性があります）

《人数》
・10名まで受け入れ可能です。(厳守)
《対象年齢》
・原則小学生以上
《要望》
・スカートでの場内見学はできません（見学服の関
係です）
・また香水等はつけてこないようにお願いします。
・アクセサリー等（指輪を含む）は全て外していただ
きます。
・髪の毛の長い方は、結んでいただきます。ヘアゴ
ムなどご用意ください。
・工場内へ私物の持ち込みは禁止ですが、活動報
告用に写真を撮りたいなどの要望があればお持ち
いただいて構いません。撮った写真については、個
人のＳＮＳにアップするなどを行為は禁止させてい
ただきます。

《全体の流れ》
・到着ー着替えー場内見学ー商品説
明　等
※基本、パンの試食はございません。
《見学詳細》
・製造工程、包装工程、セットライン

《所要時間》
・約２時間
《配分》
・場内見学約1時間分、商品説
明他約30分、試食他約30分。
・内容についてご要望があれば
事前相談

①工場見学の際に、ツナギ服
に着替えますので、ズボンでお
越し下さい。
②衛生管理上、風邪や下痢の
方は見学できない場合がありま
す。
③企画回の受注状況により、
10時前に当日の製造が終了す
る場合がございます。
④製品の販売、定例会の場所
使用は原則お受けしておりませ
んのでご了承ください。
【学習会】試食品を持参してお
伺いする「試食学習会」の実績
もあります。
※緊急事態宣言が解除されて
いれば受け入れ可能。

745 肉
株式会社 パル・ミート
(習志野工場)

■習志野事業所
パルシステムの直営工場で、
冷蔵の産直肉（牛肉・豚肉）の
加工工程を見学

《工場名称》
㈱パル・ミート習志野事業所
《住所》
〒275-0002
千葉県習志野市実籾2-36-10
《アクセス》
京成電鉄「実籾駅」下車、徒歩12分

《可能日時》
・火・（水）
１０：００～
※（）内の曜日は応相談

《人数》
・10～20名まで
《対象年齢》
・中学生以上

《全体の流れ》《見学詳細》
製造現場全体（入荷～出荷）の見学で
す。
実際に製造現場に入っての見学にな
ります。

《所要時間》
・2.0時間～3.0時間

工場の繁忙期や、申し込み多
数の場合など、学習会のお申
込みを制限またはお断りさせて
いただく場合があります。



申込
№

分類 取引先名
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 見学内容 所要時間　/　配分 その他希望事項

2022年度「リアル(集合開催)工場見学」一覧

746 肉
株式会社 パル・ミート
(山形工場)

■山形事業所
「私が選ぶシリーズ」のハム、
ソーセージの製造工程の見学

《工場名称》
㈱パル・ミート山形事業所
《住所》
〒995-0033
山形県村山市楯岡新町3-26-29
《アクセス》
東京から新幹線で3時間半。「JR村山
駅」下車徒歩15分
※日帰りでも可能ですが、東京駅を午
前6時頃の出発になるため、前泊での
ご案内が現実的です。

《可能日時》
(月)・火・金・(土)
１０：００～
※（）内の曜日は応相談

《人数》
・10～20名まで
《対象年齢》
・小学生以上

《全体の流れ》《見学詳細》
見学用窓から製造・包装ラインを見学
になります。

《所要時間》
1.5時間～2.5時間

工場の繁忙期や、申し込み多
数の場合など、学習会のお申
込みを制限またはお断りさせて
いただく場合があります。

747 食品
㈱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

《見学可能日時》
・火・水・木
10:00～14:00

《参加人数》
・10名まで
《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2時間
《時間配分》
・支店長・工場長より工場設備
概略説明約30分⇒各製造工程
見学約30分⇒試食約30分⇒質
疑応答約30分

・工場内におけるカメラによる撮
影は禁止しております。

748 食品 平田産業有限会社
①圧搾一番しぼり菜種油
②圧搾一番しぼりごま油

平田産業有限会社　本社工場
《アクセス》
甘木鉄道　甘木駅　徒歩3分
JR博多駅　基山駅乗り継ぎ⇒甘木駅
鉄道約1時間半
福岡空港より　車で約1時間

・月、土、日、祝日を除
く。午前10:00～午後4：
00まで
※原料入荷のタイミング
で工場が止まる週もある
ため、要相談

・少数～約20名
・キャップの着用をお願い致します。(キャップは弊
社で支給致します)

《全体の流れ》
・工場見学(キャップ着用必須)
・別棟に移動し、座学・質疑応答

・所要時間
　工場見学　約40分　座学30分
～1時間

749 魚介 松岡水産 株式会社

■紅鮭ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ40g×2
■野付秋鮭ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ40g×2
■ﾚﾝｼﾞで焼魚シリーズ
■サラダツナプレーン（120g）3
袋
他パルシステム様お取り扱い
商品

《工場名称》
・松岡水産株式会社
《住所》
〒288-0001千葉県銚子市川口町2－
6343
《アクセス》
・東関東自動車道「佐原香取IC」下車
車で40分

《可能日時》
・平日のみ
10：30～12：30
13:30～15：30

《人数》
・希望30名以下
《対象年齢》
・小学校高学年以上
《要望》
・足腰が丈夫な方（加工場内は滑りやすく、転倒す
る危険もあるため）
・鮭にアレルギーを持っていない方

・工場見学(キャップ着用必須)

《所要時間》
・90分～120分
《配分》
・工場見学：60分　座学講習、
試食：30分～60分

当社HP
URL：http://www.matkk.co.jp/
例年試食を兼ねスモークサー
モンす使用したちらし寿司をご
用意しております

750
休止中

石けん 松山油脂 株式会社

<ＰＢ製品>
○やさしいうるおいシリーズ
（13SKU：素肌時間/4回/毎月）
○ハーバルシリーズ（スキンケア
系3SKU：素肌時間/2回/毎月，
洗浄系4SKU：コトコト・きなり/4回
/毎月）
○me･gu・ru［めぐる］シャンプー･
リンス（4SKU：コトコト・きなり/2回
/毎月）
○UVミルク for family（素肌時間
/1回/毎月）
○溶けくずれしにくい固形石けん
（コトコト・きなり/2回/毎月）
<ＮＢ製品>
○Ｍマークアミノ酸ヘアウォー
ター（素肌時間/1回/隔月）

《工場名称》
①松山油脂 墨田工場 　②松山油脂
富士河口湖工場
《住所》
①墨田工場：〒131-0042 東京都墨田
区東墨田2-17-8
②富士河口湖工場：〒401-0301山梨
県南都留群富士河口湖町船津6662-
13
《アクセス》
①墨田工場：京成八広駅下車 徒歩10
分
②富士河口湖工場：高速バス+タク
シー 新宿から約1時間30分

《可能日時》
通年可能：火～金曜日
（13：30～）
※月曜日不可，土日・祝
祭日を除く営業日可

《人数》
30名まで
《対象年齢》
お身体の不自由な方、小学生未満のお子様の見
学は不可（工場の構造上、急な階段などがあり、バ
リアフリー化されていないため）
《要望》
・華美でなく、露出が少ない服装（けが等のリスク
軽減のため）
・脱ぎ履きしやすい靴、靴下の着用（工場内はス
リッパへの履き替えがあるため）
・頭髪はまとめること（見学の際、キャップ着用のた
め）

・別棟に移動し、座学・質疑応答

《所要時間》
90分
《配分》
説明（15分）：挨拶，会社概要説
明，見学の際の注意事項説
明，白衣・キャップ等着用
見学（50分）
休憩・質疑応答・終了の挨拶
（25分）
※要望にあわせ所要時間調整
可

・いずれの工場も現地集合、時
間厳守でお願いします
・いずれの工場も昼食は事前に
済ませてください（休憩・食事施
設はありません）
・墨田工場は公共交通機関を
ご利用ください（駐車スペース
なし）
・富士河口湖工場は駐車ス
ペースあり。ただし、事前に駐
車台数を申出ください

751 食品 丸和油脂 株式会社

【ＰＢ商品】素材で選ぶマヨネー
ズ、ＰＡＬカロリーハーフマヨ
ネーズタイプ、毎日のマーガリ
ン
【ＮＢ商品】九条ねぎドレッシン
グ、コールスロードレッシング、
国産ピーナッツクリーム、国産
黒豆きなこクリーム

《工場名称》
・丸和油脂　㈱　那須工場
《住所》
〒325-0016 栃木県那須塩原市東栄
1-35-3
《アクセス》
・JR東北本線・黒磯駅下車、徒歩10
分。
(黒磯駅、東北新幹線・那須高原駅下
車、在来線次の駅。)
・東北自動車・那須ICより、車で約20
分。

《可能日時》
・平日、午前 10：00 ～
午後2：00まで。

《見学可能製品》
・「那須工場」は、スプ
レッド専用(国産ピーナッ
ツクリーム、国産黒豆き
なこクリーム等)の工場で
す。

《人数》
・制限ありません。
《対象年齢》
・制限ありません。
《要望》
・大人数の場合、数班に分けて見学お願いする場
合があります。

《全体の流れ》
・会社説明。
・工場見学。(見学ラインより)
・質疑応答。
《見学詳細》

《所要時間》
・会社説明。30分。
・工場見学。(見学ラインより)1
時間。
・質疑応答。30分。
《配分》
・試食、レシピー提案も可能。

（参考ＨＰ）
http://www.maruwayushi.com/
index.html

※申し訳ございませんが、工場
までの交通費はご負担願いま
す。
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752
休止

水産 水野食品㈱

PB銀だら西京漬・コトコト・きな
り/月1回
やわらかさんまみりん干し・コト
コト・きなり/隔月
メロほほ肉の西京漬・コトコト・
きなり/月1回
銀だら木の芽西京漬・きなり/
隔週（少量企画）
メロ西京漬・コトコト・きなり/月1
回

《工場名称》
・水野食品㈱ 本社石巻工場
　《住所》
〒986-0022　宮城県石巻市魚町3-1-
37
　《アクセス》
・JR仙石線　石巻駅からタクシー約15
分

《可能日時》
・土、日、祝日を除く9:00
～15:00間
・日時についてはご相談
ください。

《人数》
・上限30名位までを希望いたします。
《対象年齢》
・工場の現場見学は危険を伴いますので中学生以
上といたしますがご相談ください。

《全体の流れ》
・会社紹介→パルシステム様お取り扱
い製品の説明→工場見学→試食をし
ていただきながら質疑応答
《見学詳細》
・原料下処理工程見学→切身加工工
程見学→漬け込み工程見学→包装工
程見学

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・工場見学約1時間、試食・質疑
応答約1時間

753 食品 株式会社 みそ半

①島原手延べそうめん／４月
～８月まで、４週に１回くらいの
ペースで企画
②海はいのち（長崎県産海水
塩）／通年、２週に１回くらいの
ペース企画

《工場名称》
①麺工場：長崎県環境保全型農場
（有）
②塩工場：ダイヤソルト㈱　崎戸工場
《住所》
①〒859-2123
　長崎県南島原市有家町原尾2905-1
②〒857-3101
　長崎県西海市崎戸町蛎浦郷1517-3
《アクセス》
①島原鉄道　島原駅より車で約２０分
②JR大村線　ハウステンボス駅より、
車で約５０分

《可能日時》
①月曜日～金曜日（土日
祝祭日および５月～８月
が見学不可）
②月曜日～金曜日の１０
時～１５時まで（土日祝
祭日および定期修理期
間は見学不可）

《人数》
①１度に１０名程度
②１度に最大２０名程度
《対象年齢》
・工場の現場見学を行える方は、小学生以上としま
す。小学生未満の方がいる場合は、見学中に面倒
をみれる方の同行をお願いします。
《要望》
・工場内の駐車スペースは限りがございますので、
事前に見学者人数の他、車の台数もご教示くださ
い。

《全体の流れ》
①見学通路より、製造の流れに沿っ
て見学。
②ビデオ上映後、実際の製造工程を
見学。
《見学詳細》
①製造工程見学→会社、商品の説明
→質疑応答
②ビデオにて塩づくりの概要確認→製
造工程見学→会社、商品説明→質疑
応答

《所要時間》
①６０分程度
②６０分程度
《配分》
①製造工程見学（３０分）、会
社・商品説明（１５分）、質疑応
答（１５分）
②ビデオ上映（１０分）、製造工
程見学（３０分）、商品説明（１０
分）、質疑応答（１０分）

（参考ＨＰ）
㈱みそ半　http://misohan.jp/
㈱菱塩　　http://ryouen.co.jp/

754 食品 有限会社 宮醤油店

天然醸造醤油900ml
うす塩しょうゆ360ml
産直丸大豆天然醸造醤油
500ml

＜工場名称＞
・有限会社宮醤油店
《住所》
〒293-0058　千葉県富津市佐貫247
番地
《アクセス》
・ＪＲ東日本　内房線　佐貫町駅下車
徒歩15分
・館山自動車道　富津中央インターよ
り5分（約３ｋｍ）

《可能日時》
・火曜日および、月・水・
金の
　　午後のみ可
　　・・・その他の日はご
相談ください

《人数》
・最大50名様ですが、できましたら30名様程度まで
でお願いします
《対象年齢》
・全年齢
《要望》
・工場内はバリアフリーではありません

《全体の流れ》
・事前説明⇒工場内を工程順に案内
⇒質疑応答⇒希望者は売店にてお買
い物
《見学詳細》
・醤油工場の全工程をご覧いただきま
す。
（その時期や、曜日によって、ご覧い
ただける作業内容に違いがございま
すので、あらかじめご了承ください）

《所要時間》
・１５～６０分（通常30分程度）
《配分》
・見学自体は通常30分程度を
見込みます。質疑応答を10分
程度見込みます。
なお、見学者様のご都合に合
わせ説明を簡略化し時間を短
縮したり、逆に時間をかけて詳
細にご案内することも可能で
す。

施設内はバリアフリーではあり
ません
駐車場は、大型バスも停められ
ますが、あらかじめご予約くださ
い

755 食品 株式会社 ヤマキ ヤマキ醸造工場

《住所》
〒367-0311　埼玉県児玉郡神川町大
字下阿久原955
《アクセス》
・電車：JR高崎線本庄駅から朝日バス
（約40分）「神泉総合支所」下車徒歩3
分、上越新幹線本庄早稲田駅からタ
クシー30分　車：関越自動車道本庄児
玉インターから約30分

《可能時間》
月曜日～金曜日（祝日を
除く）午前10時～午後3
時
㈱ヤマキ

《人数》２０名まで

《対象年齢》小学生以上《要望》・施設内各所に段
差、階段があります。足の不自由な方や健康に不
安のある方のご見学は、予めご了承をいただいて
からのご参加をお勧めしております。

《全体の流れ》
見学通路沿いに醤油のもろみ蔵の内
部をガラス越しにご覧いただけます。
醤油のもろみ蔵は、ヤマキ醸造で
代々受け継がれた秋田杉の大きな木
桶が70基並んでいます。ご覧いただき
ながら、醤油や味噌の作り方、原料に
ついてなどお話しさせていただきま
す。
（オプション：醤油搾り体験６０分
1,650円／1名様・豆腐作り体験３０分
1,320円／1名様）

・一部撮影禁止の場所がござい
ます。

756 食品 有限会社 山田養蜂場 はちみつ・はちみつ加工品

《工場名称》
・有限会社山田養蜂場本社工場
《住所》
〒300-2665　茨城県つくば市高須賀
145
《アクセス》
・つくばエクスプレス線「万博記念公園
駅」で下車、タクシーで10分

《可能日時》
・4月～10月の月曜日か
ら木曜日の10時から12
時の間

《人数》
・15名まで
《対象年齢》
・年齢制限はありません
《要望》
・16名以上のご対応は出来かねます。

《全体の流れ》
・ミツバチの巣箱見学・工場見学（外
からになります）試飲・試食・質疑応
答・ききはちみつ・ミツバチクイズな
ど。

《所要時間》
・約60分

ミツバチに刺される可能性があ
ります。小学生未満のお子様は
保護者の方がご注意ください。
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757 食品 山屋食品 株式会社
パルシステムトマトケチャップ
パルシステム中濃ソース、ウス
ターソース

《工場名称》
・山屋食品㈱鎌ヶ谷工場
《住所》
千葉県鎌ケ谷市南初富３-１７-１６
《アクセス》
・東武アーバンパークライン　鎌ヶ谷
駅　タクシー約８分　徒歩20分

《可能日時》
・平日　午前中（年末年
始など繁忙期はご容赦
下さい）

《人数》
・１０名まで
《対象年齢》
・成人
《要望》
・場内入室ご希望の方はスカート不可
・体調不良の方はご遠慮下さい
・場内は階段、滑りやすい箇所、等がございます、
ご配慮下さい。

《全体の流れ》
・工場案内映像→工場内部案内（外
部見学通路も可）→商品比較と調理
試食
《見学詳細》
・工場責任者による引率
●モデルケース
・工場案内映像→工場内部案内（外
部見学通路も可）→商品比較と調理
試食
●所要時間　90分～120分

《所要時間》
・９０分～１１０分

場内入室ご希望の方はスカー
ト不可　　体調不良の方はご遠
慮下さい　場内は階段、滑りや
すい箇所、等がございます、ご
配慮下さい。
・工場内部見学ご希望の場合、
歩行に支障がない方のみ対応
いたします。

758 食品
株式会社 ユニマットキャ
ラバン

①レギュラーコーヒー(珈匠ソフ
トブレンド400g粉、・モカブレンド
400ｇ粉）コトコト､きなりで各種
月1回
②レギュラーコーヒー（ゴールデ
ンキャメル200ｇ豆・ゴールデン
キャメル200ｇ粉・マイルドブレン
ド200ｇ粉・インスタントコーヒー
100ｇ）コーヒー屋さん企画で月
１回

《工場名称》
・(株)ユニマットキャラバン横浜工場
《住所》
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区
幸浦2-17-4
《アクセス》
・金沢シーサイドライン幸浦駅下車徒
歩約5分

《可能日時》
・毎週火曜日､木曜日を
除く平日10:00～12:00､
13:30～15:30(5月ＧＷ期
間･8月お盆期間･12月を
除く)｡

《人数》
・上限で10名迄でお願いします｡
《対象年齢》
・小学生以上でお願いします｡
《要望》
・車輌での来社はご遠慮お願いします｡

《全体の流れ》
・工場長より工場設備概略説明⇒各
製造工程見学⇒質疑応答
《見学詳細》
・1F原料仕込､入出荷フロア⇒4F焙煎
フロア(焙煎値検査室)⇒3F加工フロア
(品質管理室)⇒2F包装フロアの各工
程の見学｡

《所要時間》
・約2時間
《配分》
・工場長より工場設備概略説明
約10～15分⇒各製造工程見学
約1時間30分⇒質疑応答約10
～15分

(参考ＨＰ)
http://www.caravan-
coffee.jp/about.html
３ヶ月前までにご連絡下さい。
工場迄の交通費はご負担お願
いします｡

759 食品 株式会社 リアス
松前漬たれ付他、本紙、乾物
屋さん取扱商品

《工場名称》
・株式会社リアス
《住所》
〒274-0802　千葉県船橋市八木が谷
1-40-1
《アクセス》
・新京成線　二和向台駅より徒歩２０
分

《可能日時》
・平日　10：00～13：00
（土日祝日、月末営業
日、夏期冬期休暇、１１
～１２月の繁忙期を除く）

《人数》
・１０～３０名様まで
《対象年齢》
・大人のみ（保護者の方がいらっしゃればお子様
可）

《全体の流れ》
・工場見学　⇒　会社紹介、生産者と
の取り組み、取扱商品のプレゼン　⇒
試食
《見学詳細》
・工場見学と講習会、試食がセットに
なっています

《所要時間》
・約３時間
《配分》
・工場見学：約20分
・講習会：約１時間半
・試食、買い物：約１時間

大型バス：不可
マイクロバス、自家用車：駐車
可（要予約）

760
休止中

食品
生活
用品

≪パルシステム連合会各
施設見学≫
１.岩槻センター
２.相模センター
３.新治センター
４.南大沢センター
５-１.杉戸センター
５-２.リサイクルセンター
５-３.カタログセンター
６.稲城センター
７.八王子センター
８.大和田センター
９.商品検査センター
（複数選択も可）
注）上記施設の見学お申
込みは直接パルシステム
連合会事業部事業支援課
までお願いいたします。

・2021年度、パルシステム連合
会各施設見学は、新型コロナウ
イルス感染症対策の為、中止と
なっております。
・新年度につきましては、感染
症の状況を見極めながら、検討
します。

761 食品 （有）菊水堂
・「ポテトチップス」(しお、のり、
コンソメ)

埼玉県八潮市垳58

《可能日時》　・土・日・祝
日を除く、午前10:00～
12:00まで。　　（ただし、
水曜日は製造がない可
能性あり要相談。金曜日
尚可。）
　※12月～翌１月上旬と
3月は、繁忙期のため不
可。また、夏季～9/15頃
までは冷房設備不備の
ため不可。
・所要時間：工場見学及
び質疑応答で、１～２時
間程度。
・見学内容：原料じゃが
いもからポテトチップスが
できるまで。

《人数》
・10名程度。
《対象年齢》
・未就学児童は不可。
・車椅子等は、工場内狭小のため不可。
・異物混入のため、不要な物は持込禁止。
《要望》
・当社指定の白衣帽子着用。
・工場内は滑りやすいため、ヒールのあるものは避
け、運動靴のような履物でお願いします。

　・見学内容：原料じゃがいもからポテ
トチップスができるまで。

・所要時間：工場見学及び質疑
応答で、１～２時間程度。

・写真及び動画撮影は基本的
に禁止。
・駐車場なし。公共交通機関を
ご利用ください。


