
アイデアをかたちにする
 █仕事内容
 マイコン応用装置の開発
 █代表製品
 本気スプリンターのための短距離計測器「マジラン」
 █オープン時間
見学 10：00～16：00
電子工作教室 10：00～/13：00～/15：00～（小学生以上）

・モールス解読機、練習機のデモ
・マジランのデモ・電子工作

事前
申込

 █ 定　員 各回3名
 █ 材料費 500円
 █ 所要時間 40分

(株)アサップシステム 　0428-78-4095 申込電話受付時間
9:00～17:00(土日祝除く)

 █ 住所/青梅市東青梅2-18-5 セトル東青梅109  █ 駐車場/なし 東青梅駅徒歩3分。公共交通をご利用下さい。  █ http://www.asap-sys.co.jp/

見学・体験内容

ユーモアあるのに恥ずかしがりで
真面目な板金屋です

 █仕事内容
 板金加工が、金属板の折り紙だったなんて?！
 █代表製品

 加工機械・券売機等の金属外装カバーなど
 █オープン時間

 10：00～12：00　13：00～16：00

板金加工が体験理解できるチャンス。
簡単・アルミ製置時計のＤＩＹに挑戦してみよう！

事前
申込

 █ 定　員 20名～30名
 █ 材料費 3,000円
 █ 所要時間 60分～90分

(株)小沢製作所 申込受付:メール（all@kk-ozawa.co.jp）
又は、QRコードよりHPのお問い合わせページからお申込みください。

 █住所/青梅市今井３－４－３１  █駐車場/ありませんので、公共交通をご利用下さい。  █ http://www.kk-ozawa.co.jp/

見学・体験内容

段ボールはオーダーメイド！！
 █仕事内容
 製品を出荷する時に必要な梱包箱を作ります。
 █代表製品
 段ボール製の内箱、外箱、仕切、底板、当板、その他
 █オープン時間
 10：00～12：00

印刷機、製函機の見学。様々な箱の展示。サンプルカッ
ターの体験。

事前
申込

 █ 定　員 8名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 60分

大和製函(株) 　0428-31-5191
 █住所/青梅市末広町１－４－３  █駐車場/8台  █http://www.yamato-seikan.co.jp/

運動靴、汚れても良い様な服装で来て頂きます様にお願いします。

見学・体験内容

伝統の技術と最新設備と
 █仕事内容
 生あん・練あんの製造
 █代表製品
 和菓子、パン、洋菓子（モンブラン）、鯛焼きなどのあん
コンビニの和風スイーツ「白玉ぜんざい」などのあん
 █オープン時間
 10：00～12：00

あん製造の現場が見られます。
北海道粒あん500gプレゼント

事前
申込

 █ 定　員 3名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分

(株)立川あん工房 　0428-31-7588 申込電話受付時間
9：00～17：00

 █住所/青梅市新町9-2182-1  █http://www.an-koubou.jp/

見学・体験内容

手作りの天然酵母パン屋
 █仕事内容
 パンの製造、販売、カフェ
 █代表製品
 パンドミ、山型食パン
 █オープン時間
 14：00～15：00

青梅夜具地の工場だった跡地、
建物の歴史、酵母の見学

事前
申込

 █ 定　員 5名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 10分

noco BAKERY＆CAFE 　0428-27-5456 申込電話受付時間
11：00～16：00

 █住所/青梅市柚木町２－３３２－２  █駐車場/3台  █http://noco.wpblog.jp/

見学・体験内容

高速道路などの安全を守る機材を
作っている会社です。

 █仕事内容
 LED式の各種保安・安全機材の開発・製造・販売
 █代表製品
 高速道路での黄色い車に装備される「ブラインド式情報板」
 █オープン時間
 10：00～16：00

高速道路上で作業する人たちを守るLED情報板を間近で見る
ことができ実際に操作する事もできます。（表示内容の切替など）

 █ 定　員 制限なし
 █ 材料費 －
 █ 所要時間 15分

(株)市川精機、(株)アイテックス 　0428-30-0311
 █住所/青梅市藤橋３－９－１５  █駐車場/10台  █https://www.i-tex.co.jp/

見学・体験内容

48年モノづくりやってます。
 █仕事内容
 プレス機やロボット溶接機を使って自動車部品を作ってい
ます。
 █代表製品
 トラックや自動車の各部品
 █オープン時間
 13：00～15：00

・プレス加工、ロボットによる溶接加工が見られます。
・溶接加工が体験できます。

事前
申込

 █ 定　員 7名
 █ 材料費 －
 █ 所要時間 30～40分

(有)田中製作所 　0428-74-4226 申込電話受付時間
8：00～16：45

 █住所/青梅市黒沢3-1781  █駐車場/5台

見学・体験内容

マシニングセンターで機械部品の
切削加工と自社製品製造

 █仕事内容
 ロボット部品の加工、
通信基地の部品加工
 █代表製品
 ロボットの腕に使われる部品
 █オープン時間
 13：00～16：00

マシニングセンター、三次元測定器、NCフライス

事前
申込

 █ 定　員 4組8名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30～60分

(株)昭洋精機 　0428-31-9861 申込電話受付時間(土日祝除く)
9:00～12:00、13:00～17:00

 █住所/青梅市今井３－５－２３  █駐車場/6台  █http://www.shoyoseiki.co.jp/

見学・体験内容

将来の故障を未然に防ぐコロナ放電試
験機を研究開発しています

 █仕事内容
 コロナ放電試験機、音響機器の設計開発・製造販売
 █代表製品
 コロナ放電試験機、バイノーラルマイク、集音器(補聴器)
 █オープン時間
 10：00～12：00

コロナ放電試験機の目的や動作について説明します。耐圧の高い電
線に高電圧を加え、コロナ放電から火花放電に至る過程を体験します。

事前
申込

 █ 定　員 4名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分

アドフォクス(株) 　0428-24-6042 申込電話
受付時間

TEL：平日 10：00～17：00
メール：mail@adphox.co.jp

 █住所/青梅市河辺町10-6-1 トミタワー7F  █駐車場/無し  █https://adphox.co.jp/

見学・体験内容

パイプグラムで遊ぼう！！
 █仕事内容
 種々なパイプを作っている会社です。
当日は武州庵でパイプグラムで遊びます。
 █代表製品
 自動車のラジエーター、ヒーター、エアコンなどのパイプ
を作っています。
 █オープン時間
 10：00～12：00　13：00～15：00

工場説明ビデオ、工場見学（休日の為、停止中の見学）、
「パイプグラム」で色々なものを作って遊びます。

 █ 定　員 20名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分～60分

武州工業(株) 　0428-31-0167
 █住所/青梅市末広町1-2-3  █駐車場/30台  █https://www.busyu.co.jp/

見学・体験内容

江戸時代と同じ方法（天然藍灰汁発酵建）で
藍染製品を作っている工房

 █仕事内容
 藍染による洋服・小物の製造販売
 █代表製品
 ワンピース、スカート、シャツ等の藍染製品
 █オープン時間
10：00～18：00

職人と一緒にハンカチ、バンダナの藍染体験がで
きます。

 █ 定　員 午前10名　午後10名
 █ 材料費 ハンカチ体験1,600円
  バンダナ体験2,000円
 █ 所要時間 60～90分

藍染工房 壺草苑（村田染工(株)）　0428-24-8121
 █住所/青梅市長淵8-200  █駐車場/20台  █https://www.kosoen-tennenai.com/

染液がはねたりしますので、よごれても良い服装

見学・体験内容

未来の「あの時・あの場所」を創造する
総合建設会社

 █仕事内容
 工事の施工管理、鉄骨の加工
 █代表製品
 社屋や工場、駆体の鉄骨部
 █オープン時間
 10：00～12：00　13：00～16：00

鉄骨の加工状況が見られます。
 █ 定　員 10名
 █ 材料費 －
 █ 所要時間 30分

井戸鉄建(株) 　0428-31-0111
 █住所/青梅市今井3-6-17  █駐車場/5台  █http://www.idotekken.com/

見学・体験内容

巻きチョコ工場
 █仕事内容
 ケーキの飾りでおなじみの巻きチョコをつくっています
 █代表製品
 ロールショコラ
 █オープン時間
 10：00～12：00 入換えで2回実施

巻きチョコのつくり方、チョコレート講座、お好みの
フレーバーのプチプレゼント

事前
申込

 █ 定　員 1回につき10名前後
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分

(有)プラム 　0428-24-3262 申込電話受付時間
11/12、11/13、11/14　9：00～10：30、17：00～18：00

 █住所/青梅市千ヶ瀬町５－６７２－１２  █駐車場/4台  █https://plum-roll.com/

見学・体験内容

★★★ちょっと変わった自動車屋★★★
 █仕事内容
 自動車 車検整備。一般整備。新車、中古車販売
★自動車以外のワン・オフパーツ作成
 █代表製品
 ★自動車整備
 █オープン時間
 10：00～12：00

★自動車室内シート等水洗い★タイヤチェーンの装着

事前
申込

 █ 定　員 5名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 60分

山協自動車工業（資） 　090-2657-3868 申込電話受付時間
9：00～17：00

 █住所/青梅市日向和田１－８２  █駐車場/5台

自動車修理や加工に興味のある若い方大歓迎です！！

見学・体験内容

未来を拓く溶接屋さん！
愉学創誠でガッチリ！！

 █仕事内容
 ファイバーレーザー溶接機、水素カプセル製造、板金加工
 █代表製品
 ファイバーレーザー溶接機、水素カプセル
 █オープン時間
 10：00～12：00　13：00～16：00

ファイバーレーザー溶接体験水素カプセル体験

事前
申込

 █ 定　員 20名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 60分

(株)エイム 　0428-31-6881 申込電話受付時間
月～金 9：00～17：00 担当:渡辺伸也、深谷和貴

 █住所/青梅市今井３－５－１４  █駐車場/5台  █http://www.aimcorp.co.jp/

・半ズボン、スカート、サンダル、ぞうりでのご来所は厳禁でお願いします。
・溶接体験は小学3年生以下は不可、水素カプセルは中学生以上で耳貫が出来る方。

見学・体験内容

実装基板検査に関する
専門テストエンジニアリング

 █仕事内容
 電気機器に組込の基板（電子部品）の検査を行います
 █代表製品
 お客様工場での基板検査用検査治具や検査プログラム
 █オープン時間
 10：00～12：00　13：00～16：00

検査治具のいろいろな製品の紹介、テスターで検査プログ
ラムを実行してPASS/FAILを表示するテストの様子など

 █ 定　員 5名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分

サワダSTB(株) 　0428-78-8402
 █住所/青梅市二俣尾3-841-1  █駐車場/約10台  █ http://www.sawada-stb.co.jp/index.html

見学・体験内容

ポリ袋の小ロット規格外専門
 █仕事内容
 様々なサイズのポリ袋商品をご提供します。
 █代表製品
 各種製品の包装など。
 █オープン時間
 11：00～11：30

ポリ袋の製造現場をお見せします。規格外サイズの加
工方法は意外と手間がかかっています。

事前
申込

 █ 定　員 4名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 15分

モリヤ 　0428-24-3854 申込電話受付時間
9：30～12：00、14：00～16：30（土日祝除く）

 █住所/青梅市長淵６－５０２－２  █駐車場/1台  █http://mry-ome.jp/

短い時間かつ少人数の対応になります。11月21日までにお申し込みが無い場
合は中止となります。ご了承くださいませ。

見学・体験内容

「本をつくろう！！」本ができるまで、
印刷製本をみてみよう。

 █仕事内容
 デザイン、制作、印刷、製本
 █代表製品
PTA広報誌、ごみ分別ガイドブック、会社案内、名刺、など
 █オープン時間
 見学 10：00～12：00/13：00～16：00
名刺作成体験（1～3名） 10：30～/14：00～ の2回

印刷製本工場の見学
自分の名刺作成体験、出来上がった名刺をお持ち帰りできます。

 █ 定　員 5名
 █ 材料費 500円
 █ 所要時間 30分

(株)タマプリント 　0482-22-2911
 █住所/青梅市長淵８－１９８－６  █駐車場/2台  █http://www.tamaprint.co.jp/

名刺作成体験は、当日撮影をした顔写真を名刺に掲載します。画像データをご持参いただいてもOK。ご希望の方に弊社カレンダーをプレゼント。

見学・体験内容

「モレない・燃えない・腐らない」
 █仕事内容
 小さな穴に薬品を浸み込ませて固める含浸技術
 █代表製品
 金属部品、木材、食品など
 █オープン時間
 10:00～、11:00～、13:00～、14:00～

含浸技術についてのミニ講座。含浸ライン、木材含浸のサンプ
ル、リークテストの見学。プレゼントに含浸を応用したスイーツ！

事前申込
※飛込み参加も可能です。

 █ 定　員 5～6名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 45分

(株)プラセラム 　0428-31-9121 申込電話受付時間
月～金 8：00～17：00

 █住所/青梅市今井3-5-18  █駐車場/5台  █http://www.placeram.com/

作業しやすい服装でご参加ください。
ジーンズやスニーカーOK。パンプス等は事故防止上不可。

見学・体験内容

職人がこだわって作る家具屋
 █仕事内容
 オーダー家具製作工程、玩具制作工程など
 █代表製品
 オーダーで作るので、一つとして同じ仕様がない
 █オープン時間
 10：00～、11：00～、13：00～14：00～、15：00～、
各45分間 5名ずつ

NCルーター加工やレーザー加工機を間近で見られます。
レーザー加工機の加工でぬいた材をプレゼント。

事前
申込 フリー

フリー

 █ 定　員 各回5名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 45分

松永木工所 　080-4369-5031 申込電話受付時間
8：30～12：00、13：30～19：00

 █住所/青梅市成木3-342-1  █駐車場/3台  █http://mo-guz.com/

会社の入口が狭いので、気をつけて来て下さい。なるべく軽自動車でお願いします。

見学・体験内容

手のひらにのる様な小物から
大きな筐体までを短納期・一貫生産

 █仕事内容
 半導体・ビールサーバー・制御盤の部品加工。
 █代表製品
半導体製造装置
 █オープン時間
 10：00～12：00　13：00～15：00

板金加工の工程が見られます。

事前
申込

 █ 定　員 5名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 20分～30分

ナリキ工業（株） 　0428-74-9251 申込電話受付時間
8：30～17：30

 █住所/青梅市成木2-128-1  █駐車場/10台

見学・体験内容

色々な金属素材を使って
物づくりをする。

 █仕事内容
 工作機械や手づくりで図面通りの物を作る。
 █代表製品
 使い捨てコンタクトレンズ、タバコの機械部品等
 █オープン時間
 13：00～16：00

板金加工の工程が見られます。
 █ 定　員 5名
 █ 材料費 －
 █ 所要時間 30分

(株)小宮製作所 　0428-24-2915
 █住所/青梅市長淵８－３６－１  █駐車場/5～8台  █https://komiyaworks.com/

見学・体験内容

製造ひとすじ45年！
ものづくりの未来を考えています。

 █仕事内容
 ものつくりとして　機械を使わず　一つひとつを　手加
工し基板実装、開発 設計・製造・販売をしてます。
 █代表製品
 ◆精密電子防塵マスク、計測機械、電子機器等、無機EL関係の製造
◆自社製品海外旅行者向け変圧器製造
 █オープン時間
見学 10：00～12：00
ワークショップ 10：30～11：00（定員6名）

●半田加工、電子機器の組立・配線作業が見られます。
●簡単な加工体験ができるワークショップを実施します。

事前
申込

 █ 定　員 5～10名
 █ 材料費 －
 █ 所要時間 30分

(株)有明電装 　0428-33-4012 申込電話受付時間
9：00～12：00、13：00～16：00（土日祝除く）

 █住所/青梅市今井3-7-26  █駐車場/6台  █http://www.ariake-d.co.jp/

見学・体験内容

青梅新町のタイヤ屋さん！！
 █仕事内容
 自動車の重要保安部品でもある、タイヤ及びホイールの販
売交換作業
 █代表製品
 自動車用タイヤ・ホイール
 █オープン時間
 13：00～15：00まで

タイヤ交換全般→（見学説明）タイヤ空気圧（エアー抜
き＆充填）→（体験）

事前
申込

 █ 定　員 4名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分～40分

タイヤハウス・ベスト＜イーグルショップ青梅店＞ 　0428-32-3070 申込電話受付時間
12：00～20：00

 █住所/青梅市新町7-35-40  █駐車場/2台  █ https://www.facebook.com/0metirehouse.best/

１．担当者の指示事項を厳守する。２．服
装 ア）汚れてもよい服を着用。イ）靴は
スニーカー・スポーツシューズを履く事。　
ウ）軍手を持参。

見学・体験内容

最先端の電子機器に使用される「材料」で
暮らしを支えています

 █仕事内容
 非鉄金属を使用した電子部品材料の製造
 █代表製品
 コンデンサー等電子部品用の材料
 █オープン時間
 10：00、11：00、13：00、14：00

工場未稼働日のため、会議室での会社及び青梅事業所
の紹介。製品サンプルの展示。

事前
申込

 █ 定　員 各回20名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分～40分

住友金属鉱山（株）　0428-31-1181 申込電話受付時間（担当：大町 有路）
9：00～12：00 13：00～16：00

 █ 住所/青梅市末広町1-6-1  █駐車場/20台  █ http://www.smm.co.jp/corp_info/domestic/oume/kyoten.html

見学・体験内容

チャレンジ・子どもメカニック体験親子でメカ
ニック体験してみませんか 大人の参加も歓迎

 █仕事内容
 車検・点検・故障修理・板金修理新車・
中古車・リース販売
 █オープン時間
 10：00～12：00/13：00～15：00

ご自分の車をリフトに上げて実際に整備体験してみませんか。無
料でオイルも取替ます。コンピュータ診断からエンジン分解作業
実車で体験してもらいます。お子さんにはつなぎプレゼント

事前
申込

 █ 定　員 4組（8名）
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 120分

(株)四谷モータース 　0428-22-4181 申込電話受付時間
9：00～16：00

 █住所/青梅市東青梅３－２１－１１  █駐車場/4台

見学・体験内容

“伝えたい”を“わかりやすく”
企画から制作、印刷まで提案。

 █仕事内容
 各種印刷物の企画から印刷・製本、販売促進のサポート
 █代表製品
 折込みチラシ、パンフレット、カタログ、冊子等
 █オープン時間
①10：00～ ②11：00～ ③12：00～

・大きな印刷機が高速で動く様子を間近で見学いただきます。
・様々な印刷物のサンプルを紹介、印刷の基礎知識が学べます。
・当社発行の雑誌見本もプレゼント！

事前
申込

 █ 定　員 30名
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分

ジャパンプリント(株) 　0428-78-0710 申込電話受付時間
9：30～17：00

 █住所/青梅市新町6-15-20  █駐車場/20台  █http://www.japanprint.co.jp/

見学・体験内容

2Sの宝庫大公開!
整理整頓はものづくりの基本です。

 █仕事内容
 旋盤などの機械を使って金属を削るお仕事。
 █代表製品
落雷時に高圧電流を切る装置に使うアルミパイプほか。
 █オープン時間
Aコース： 10：00～12：00
Bコース： 1回目 10：00～10：30  2回目 11：00～11：30

Ａコース・ 2S(整理整頓)は弊社の一押し。
同業者歓迎。ご相談に乗ります。

Ｂコース・機械加工初体験～金属に穴を開けてみよう！

Aコース：フリー
Bコース：要予約

 █ 定　員 Bコース：各回6名程度
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 30分

(株)丸芝製作所 　0428-22-6834 メールにてお申込みください。
marusiba@t-net.ne.jp

 █住所/青梅市友田町2-746  █駐車場/8台  █http://marushiba-ss.com

・機械や２Ｓ活動については、特に指示が無ければ写真撮影可能ですが、製品の撮
影はご遠慮願います。

見学・体験内容

ワンストップ対応、
世界に1つのオリジナル品の作製

 █仕事内容
 鈑金加工製作、金属やアクリルに彫刻、印刷製作
 █代表製品
 装置物に組みつけられる部品の製造
 █オープン時間
 10：00～16：00

A：金属を切断、折り曲げした物に彫刻、印刷体験
B：オリジナルキーホルダーに彫刻、印刷体験
※全て持ち帰り出来ます

 █ 定　員 A：12名 B：約20名
 █ 材料費 －
 █ 所要時間 A：70分 B：20分

(有)三ツ原工芸社 　0428-31-1712 申込電話受付時間 9：00～17：00 
ホームページのお問合せからも申込可

 █住所/青梅市今井3-5-24  █駐車場/2台  █http://www.mitsuhara.co.jp/

受け付け後、事故防止のため作業員の指示に従ってください。

見学・体験内容

A：要予約
B：フリー

Aコース：要予約
Bコース：フリー何気ない日常に欠かせない一品を。

 █仕事内容
 プラスチックを用いた、精密な製品の製造。
 █代表製品
 補聴器の部品、化粧品のケース等。
 █オープン時間
 A・Bコースともに　10：00～12：00

Aコース： 竪型・横型成形機で作っている現場を間近で見て頂き
ます。また、2019年に完成したクリーンルームを備え
た工場全体の見学も可能です！

Bコース：生産ラインの見学

 █ 定　員 Aコース：20名 Bコース：制限なし
 █ 材料費 -
 █ 所要時間 Aコース：30分 Bコース：15分

(株)池田製作所 　0428-24-8816 申込電話受付時間
平日 10：00～12：00

 █住所/青梅市長淵8-178-2  █駐車場/3台  █https://ikedaseisakusho.jp/

当日のオープン時間は午前中のみなのでお気を付け下さい。
写真・動画の撮影、録画及び録音は禁止とさせて頂きます。

見学・体験内容

フリー

写真入りの名刺を
つくってみよう!!

フリー

フリー

フリー

フリー1 2 3 4 5 6
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