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オープンファクトリー岩槻
彩の国 公 式 ガ イド

2019年11月8日（金）

お問合せ・参加申込方法

岩槻工業団地事業協同組合
TEL：048-797-9800　FAX：048-797-9801 mail：info@iicca.jp

工場見学・モノづくり体験は定員制のため事前申込が必要です。

■ 上記の電話はお問合せのみとなります。 QRコードはこちら

■ 工場見学ツアー
■ モノづくり体験　…の参加申し込み

お 問 合 せ 申 込 方 法

WEBにて申込▶https://tipcos.jp

申込受付期間  10/7（月）10：00 ～10/23（水）17：00

岩槻駅
大宮方面 春日部方面

旧 16号

岩槻区役所

岩槻温水プール

消防署

元
荒
川

久伊豆神社

岩槻城址
公民館

岩槻城址公園

東武アーバンパークライン

16 BP

市民会館いわつき
〒339-0052
さいたま市岩槻区太田 3-1-1
TEL.048-756-5151

電車でお越しの方　東武アーバンパークライン岩槻駅より徒歩 25分
駐車場について　26台
※駐車場に限りがございますので、公共の交通機関をご利用ください。

■ 受　付　 10：15　
■ 開　演 　10：30 ～ （終了予定11：30）

（会場：市民会館いわつき）

主催：岩槻工業団地事業協同組合　後援：彩の国工業団地連携協議会／さいたま市／埼玉県中小企業団体中央会／公益財団法人さいたま市産業創造財団　協賛：さいたま商工会議所　

❶理事長挨拶
❷来賓挨拶
❸参加企業紹介
❹基調講演

オープンセレモニー 会　　場

コース・タイムスケジュール

参加無料

Aコース
<受付9:10～9:25> アグリフーズ（株）（60分） 藤工業（株）（60分）

  9：35【市民会館いわつき／出発】

12：30【市民会館いわつき／解散】

Bコース
<受付9:10～9:25> ケー・エム・エス（株）（60分） （株）ニイガタ精密（60分）

  9：35【市民会館いわつき／出発】

12：35【市民会館いわつき／解散】

Cコース
<受付9:10～9:25>

（株）ワイヱス工業所
（30分）

（株）プラナエンジニアリング
（30分）

  9：35【市民会館いわつき／出発】

12：10【市民会館いわつき／解散】

Dコース
＜受付12:00～12:25> コカ・コーラボトラーズジャパン（株）（90分） （株）新井製作所（60分）

12：35【市民会館いわつき／出発】

16：00【市民会館いわつき／解散】

Eコース
＜受付12:00～12:25>

12：35【市民会館いわつき／出発】

15：35【市民会館いわつき／解散】

Fコース
＜受付12:00～12:25> 藤倉コンポジット（株）（90分） （有）昭和メタル（60分）

12：35【市民会館いわつき／出発】

16：00【市民会館いわつき／解散】

体験コース
<現地集合・現地解散 >

（株）イシクラ（60分）

体験コース
<現地集合・現地解散 >

（株）プラナエンジニアリング（45分）

（株）小木　小木人形
（30分）

（株）東京チタニウム
（45分）

（株）北伸
（30分）

武蔵野精機（株）
（45分）

〒339-0072　さいたま市岩槻区古ケ場 1-6-11

❶ 10：00～　❷ 13：30～　❸ 15：00～

集合場所

〒339-0073　さいたま市岩槻区上野 5-2-8

❶ 13：30～　❷ 15：00～　

集合場所

講　師：泉 貴嗣氏
「オープンファクトリーから始まる自社の活性化」

・CSR エバンジェリスト
・第一カッター興業㈱監査役
・さいたま市CSR 推進コーディネーター

※各コースの参加には事前申込が必要です。下記の参加申込方法をご覧ください。



参 加 企 業 紹 介
アグリフーズは、創業 2002 年以来、米飯加工業として、おにぎり、
いなり、巻き寿司、弁当を加工製造しており、多くのお客様に安全・
安心で、美味しさと健康を追求した商品をお届けして参りました。
また、さらなる「食の安全」を追求するため、食品の国際規格とし
て ISO22000 を 2013 年に認証取得いたしました。今後もリーズナブ
ルで、安全・安心な商品をお届けいたします。

アグリフーズ株式会社

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区上野 6-1-5
電話：048-794-0301

見学コース： Aコース
鉄筋加工メーカーの藤工業は、切る・曲げる・溶接する事で、様々
な構造物に使われる土台を支えています。工事現場使われる為、日々
の天気に予定を左右される事が有ります。今回の見学コースでは、
現在取組んでいる作業優先度のリアルタイム変更を見学出来ます。
オーダー生産での進捗・納期管理を作業者が分かり易く使える仕組
み作りに取組んで来ましたので、一部を紹介したいと思います。

藤工業株式会社

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ケ場 2-7-1
電話：048-795-0075
URL： https://www.fuji-kougyou.jp/

見学コース： Aコース
プラスチック製品に使われる金型用モールドベースを製造販売して
います！ 金型の土台となる「モールドベース」の製作において受注
～納品までを一貫して手掛けています！ また、当社では「ものづく
り日本の元気を取り戻すため」「金型業界と密接に関わる車への恩返
しとして」モータースポーツである「GR86/BRZ レース」へ積極的に
参戦して、自動車業界を大いに盛り上げております！

ケー・エム・エス株式会社

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区上野 3-9-1
電話：048-793-0800
URL： http://e-kms.co.jp/

見学コース： Bコース

産業用のシステム制御盤の設計から製作・立ち上げさらにメンテナンス
まで一貫した対応が可能です。少人数ながら技術陣は大手システム電気
品メーカの出身者や関連企業の経験者が在籍、またメンテナンス技術員
は関連先のメーカーでサービス部員として活躍しており、常に最新のシ
ステム技術を学べる環境にあり高品質かつ短納期に挑戦しています。
体験コースは電線への端子圧着作業を予定しています。

株式会社プラナエンジニアリング

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区上野 5-2-8
電話：048-812-5991
URL： http://www.prana-eng.com

見学コース： Cコース・体験コース
大正時代、初代が岩槻駅前にて人形頭（かしら）師として始まり、2
代目が日本全国に岩槻の人形頭の啓蒙に力を尽くした。昭和 43 年に
人形小売店を岩槻駅前に開業し製造・卸業は岩槻工業団地内で行っ
ていたが平成 5 年岩槻駅前再開発事業により、岩槻工業団地内で全
部門を集約して営業しております。先代から引き継げがれている技
と心を今でも大切にしています。

株式会社小木　小木人形

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ヶ場 2-1-3
電話：048-794-2964
URL： https://www.koboku.co.jp/

見学コース： Cコース

当社は、設立以来「満足いただける製品造り」を基本理念としている
会社 で、創業以来蓄積された加工技術を生かし、近代的な精密機械設
備により 多種多様な板金製品造りに挑戦しております。
外注ではなく、発注先に協力するパートナーという考えで当社の技術、
ノウハウを提供しております。 特徴と致しましては、切断～曲げ、溶接
組み立てまで「ワンストップ」でお客様のご要望にお応えしております。

株式会社北伸

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ケ場 2-3-11
電話：048-794-2000
URL：http://www.hokushin.co.jp/

見学コース： Eコース

精密機械加工を中心に、蓄積した技術は、石定盤、直角測定器を開発、石
加工技術は各種ベース、基準マスターにも展開。部品加工分野は、光学機器、
ＯＡ機器、半導体関連を中心に幅広く貢献しお客様の信頼を築いておりま
す。生産拠点は福島県須賀川市の福島工場ですが、ここ岩槻では直角測定
器の精密組立をメインに営業と技術が一丸となり、お客様のご要望を形に
する測定治具・専用機・試作治具等、様々な業界で幅広く対応していきます。

武蔵野精機株式会社

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区上野 6-12-3
電話：048-794-1890
URL： http://www.musashinoseiki.jp

見学コース： Eコース
関東一円で自動車リサイクルを幅広く行っている昭和メタルです。自
動車の廃車から再生部品販売・タイヤショップやガソリンスタンド
等自動車自動車関連の事業を手がけております。見学では実際に自動
車から部品生産や移動ラック見学、ニブラを用いて素材分別や 300 ト
ンプレス機で実際に車両をプレスする様子をご覧いただけます。中々
見る事の無い迫力ある工場をご覧下さい。

有限会社昭和メタル

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ケ場 1-7-20
電話：048-793-3477
URL： https://showa-metal.jp/

見学コース： Fコース

当社は創業以来 50 年にわたり金属挽物加工に特化し、幅広い分野に
製品を提供しています。特に小物部品加工・難削材加工を得意とし
ています。厳格な生産管理・品質管理により、製品に “安心” と “信頼”
という付加価値をお付けしてお客様にお届けしています。スタッフ
一人ひとりが常に効率化を考え、アイデアを出し合い、そのアイデ
アを形にできるのも当社の強みです。

株式会社ワイヱス工業所

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区上野 3-1-12
電話：048-794-7788
URL： http://www.ys-kougyousho.com

見学コース： Cコース

チタンのノベルティグッズ作りを体験しながら『ものづくり工場見
学』をしてみませんか ?!  もちろん !!  作って頂いたグッズは差し上げ
ます♪  ものづくりの楽しさ・大変さを是非体験して下さい。弊社社
員がサポート致します。東京チタニウムはチタン一筋 36 年、材料販
売＆製品加工＆設計開発を一貫体制でものづくりが出来る企業です。
更に提案が出来るエンジニアリング企業です。

株式会社東京チタニウム

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ヶ場 2-3-10
電話：048-795-0470
URL： http://www.tokyo-titanium.co.jp/

見学コース： Eコース

当社は明治 34 年にゴム引布の製造事業を立ち上げて以来、118 年と
いう長い月日を主にゴム製品を通して豊かな暮らしと安心を支える
製品を生み続けきました。そして、今年４月より「藤倉ゴム工業株
式会社」から「藤倉コンポジット株式会社」と社名を変更し、既存
のゴム製品にとらわれず、新市場に製品を送り込んでいます。

藤倉コンポジット株式会社

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区上野 6-12-8
電話：048-794-2211
URL： https://www.fujikuracomposites.jp/

見学コース： Fコース

弊社は長年培ってきた超硬合金や高硬度材を素材とした粉末冶金の
金型をメインに製造しております。金型に必要な形状精度、真直度、
同軸度などを高精度に加工しております。各種工作機械を駆使し加
工をおこない、高精度測定機で各種寸法を測定確認しております。
この加工技術を部品加工や治工具加工に展開しております。

株式会社ニイガタ精密

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区裏慈恩寺 854-5
電話：048-794-1911
URL： http://www.nsmold.co.jp/

見学コース： Bコース

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社は、岩槻工場を含めた 17
の工場で厳格な品質管理のもとに製品を製造し、お得意さまの店舗
や自動販売機を通して、お客さまへコカ・コーラ社製品をお届けし
ています。
地域に密着した製造・物流・営業活動を行い、地域とともに成長し
ていくことを目指しています。

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ケ場 2-8-6
電話：048-794-5551
URL： http://www.ccbji.co.jp

見学コース： Dコース
新井製作所はモーターコア・小型モーター・モーターローラーの製
造販売を行っております。モーター完成まで一貫製造を行い、自社
製モーターを内蔵したモーターローラーは、第 8 回渋沢栄一ビジネ
ス大賞（テクノロジー部門）の大賞を受賞致しました。
見学内容：モーターコア高速プレス加工→モーター組立→モーター
ローラー組立の流れに沿った工場見学および IoT 取り組みのご紹介

株式会社新井製作所

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ヶ場 600-1
電話：048-794-2136
URL： http://www.araipres.co.jp

見学コース： Dコース

一人ひとりの思い出が詰まった卒業アルバム。一生大切にされる本
であり、かけがえのないものです。その卒業アルバムの制作を 80 年
の長きにわたり、任せていただいている会社です。創業以来数千万冊、
年間 40 万冊を超える制作実績を誇り、高品質の商品と数多くの喜び、
感動をお客様にお届けしています。
体験コースでは、アルバム型ノートの制作体験をして頂きます。

株式会社イシクラ

企業紹介

住所：さいたま市岩槻区古ケ場 1-6-11
電話：048-794-8988
URL： http://www.ishikura.co.jp

見学コース： 体験コース




