愛知・名古屋
テクニカルビジットメニュー開発業務

「テクニカルビジット受入先一覧」
愛知県内に本社または事業所のあるテクニカルビジット（産業視察・工場見学・企業訪問等）の
受入が可能な企業の一覧です。
申込方法が「名古屋商工会議所 事務局経由」となっている場合は、名古屋商工会議所の事務局
（ryutu@nagoya-cci.or.jp）へお問い合わせください。
※視察をコーディネートさせていただく場合、手配料をお見積します。

〈注意事項・凡例〉
公式WEBサイトへのリンク

受入時間 特に記載がない場合、月曜～金曜日の受入

WEBサイト お問い合わせフォーム等へのリンク
ナンバーワン

生産量、販売量などの国内外でのシェアがナンバーワンである
企業

オンリーワン

取り扱う製品または保有する技術が他社にない
企業。またはカスタムメイドの製品や技術を扱う企業

対応言語 通訳帯同であれば対応言語以外も受入可能
工作機械
ロボット

工作機械関連の製品、技術を扱う企業

ロボット関連の製品、技術を扱う企業

日本初
（業界初）

取り扱う製品または保有する技術が国内（または業界で）初め
ての企業

老舗・伝統

老舗または伝統的製法に基づく製品、技術がある企業

健康長寿

健康・美容・長寿関連の製品、技術を扱う企業

環境対応

環境に配慮した製品、技術を有する企業。または二酸化炭素の
総排出量の削減など、環境負荷低減活動に取り組んでいる
企業

海外展開

海外に関連工場または営業所がある企業。
または日本国外に販路を拡大している企業

環境・
エネルギー

再生可能エネルギー関連の製品、技術を扱う企業

連携希望

新しい技術や製品開発のための連携を希望している企業。
または新たなビジネス連携を希望している企業

資源関連の製品、技術を扱う企業

ファミリー
フレンドリー

男女ともに仕事と家庭の両立ができる社内制度と職場環境を持
つ企業

自動車関連の製品、技術を扱う企業

留学生可

留学生の受け入れをしている企業

資源
自動車

IoT（モノのインターネット）を活用した製品、技術を扱う企業。
またはIoTをビジネスの現場に導入している企業

IoT

EV・PHV・
FCV

EV・PHV・FCV関連の製品、技術を扱う企業

ダイバーシティ

ダイバーシティを推進している企業

航空宇宙

航空宇宙関連の製品、技術を扱う企業

多角化経営

B to BからB to Cへ転換した企業。または異業種へ進出した
企業

株式会社岩田三宝製作所

株式会社志水製作所

尾張（一宮市）/ 金属製品製造業

名古屋市熱田区/ 木材・木製品製造業
老舗・伝統

連携希望
神道の神事において使われる神饌を載
せるための台（三宝）を製作。
職人による伝統的な尾張仏具のものづ
くりの技を間近で見られる。

メニュー：商品開発・タイアップの相談、工場見学（製造・仕上
げ・加工）
所要時間：30~40分 料金：要相談
受入人数：2~10人
受入時間：10:00~12:00（10月～2月は受入不可）
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：成人以上。携帯は事務所預かり。飲食禁止。写真撮影不可。
●P/なし

本社工場

自動車

オンリーワン

ファミリー
フレンドリー

自動車用の精密金属プレス部品を製造。
材料板厚0.04～5.0ミリまでの鉄およ
び非鉄（銅・アルミなど）の加工が可
能。

メニュー：ビジネス視察、工場見学（製造ライン・検査）、経営
者との面談 オプション：真鍮・アルミ・銅などを用いたサイコ
ロ折り曲げ成形の体験
所要時間：2時間 料金：無料 受入人数：5~20人
受入時間：8:00~17:00（1～3月は要相談）
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（6～1カ月前までに申
込） 対応言語：日本語のみ
備考：同業者（金属プレス加工等）受入不可。スマホ持ち込み禁
止。工場内は階段の昇降箇所あり。写真撮影不可。
●P/バス2台、車10台
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株式会社伊藤精密工具製作所

アルプススチール株式会社

名古屋市中川区 / 金属製品製造業

名古屋市中川区 / 金属製品製造業
老舗・伝統

環境対応

ダイバー
シティ

老舗・伝統

ダイバー
シティ

自動車

量産とは異なる汎用機械が多い。職人
の腕によって高精度の製品ができあが
る工程や三次元測定機を用いた精度の
高い組付けなどを見ることができる。
企業主導型保育所（認可保育基準）を
2019年に立ち上げ、運営している。

原材料の加工から製品の完成まで、自
社一貫体制で製造している。
工場は、名古屋市の登録地域建造物資
産に登録されており、昔ながらの木造
ののこぎり屋根が特徴的な工場。

メニュー：ビジネス視察、工場見学（原材料加工から製品完成ま
での全工程）、経営者・開発者との面談
所要時間：1.5時間～2.5時間 料金：無料 受入人数：5～40人
※複数社同時の来訪希望（1社単独も応相談）
受入時間：10:00～17:00（2月、3月は要相談）
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：ハイヒール・サンダル不可。参加人数に応じて帽子持参。
写真撮影可。 ●P/大型バス1台、車10台

メニュー：ビジネス視察、工場見学（設計・一次加工・仕上げ・
組付け・検査）、経営者・開発者との面談、その他（企業主導型
保育所の立ち上げ＆運営相談） オプション：レーザー刻印機で
の名入れ体験（有料、2カ月前までに要申込）
所要時間：1時間 料金：無料 受入人数：1~30人
受入時間：9:00~16:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（4~2カ月前までに申
込） 対応言語：中国語（普通話）、ベトナム語
備考：汚れてもよい服装（スーツ可）、10人以上の場合は帽子持
参。写真撮影一部可。●P/中型バス1台、車4台

グリーンサイクル株式会社

太陽電化工業株式会社

名古屋市港区 / サービス業（他に分類されないもの）
環境対応

環境・
エネルギー

資源

名古屋市瑞穂区 / 金属製品製造業
自動車

家電リサイクル法（特定家庭用機器再
商品化法）に基づき、テレビ・エアコ
ン・冷蔵庫・洗濯機などをリサイクル
している。日本独自の法律の取り組み
（リサイクル料の後払い制）について
学ぶことができる。

ダイバー
シティ

オンリーワン

自動車部品、暖房機部品などの装飾、
機能めっきを中心とした多種少量から
多種多量生産に対応。小物製品から大
物製品（1,600×1,000×250mm）ま
での銅、ニッケル、クロムめっき処理
が可能。

メニュー：ビジネス視察、工場見学（解体現場。リサイクルされ
た材料見学など）
所要時間：90分 料金：無料 受入人数：1～50人
受入時間：火～木曜10:00～15:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（10日前までに申込）
対応言語：英語
備考：写真撮影可（写真・動画）。 ●P/大型バス2台、車10台
●食事/施設あり（350円/人、最大30人、要事前申込）

メニュー：工場見学（自動車部品等へのめっき加工ライン）、
経営者・開発者との面談
所要時間：30~45分 料金：無料 受入人数：1~24人
受入時間：9:00~16:00
申込方法：WEBサイト、メール（taiyo@plating.co.jp）、
電話052-821-1161、FAX052-824-9676 （半月前までに申
込）
対応言語：日本語のみ
備考：工場全般写真撮影可（写真・動画）※一部撮影できないも
のもある。 ●P/バス2台、車8台

株式会社テクノプラスト

ホリベマシナリー株式会社

名古屋本社・工場

名古屋市南区 / プラスチック製品製造業
オンリーワン

海外展開

ダイバー
シティ

プラスチック加工工場の24時間365日
の温度管理や充実した機械設備を見る
ことができる。また、外国人実習生で
はなく正社員としての採用や育休・産
休制度の整備をはじめ、ダイバーシ
ティにも積極的に取り組む。
メニュー：工場見学（プラスチック部品の切削工程・検査工程※
来訪日の製造計画によって見学できない場合は製品説明に変更）、
経営者・開発者との面談、その他（ダイバーシティや女性の活躍
などのテーマ）
所要時間：45～60分 料金：無料 受入人数：3～10人
受入時間：月・火曜、木・金曜14:00～16:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：ベトナム語
備考：写真撮影不可。 ●P/車2台 ●会議室での飲食可

名古屋市西区 / 生産用機械器具製造業
自動車

オンリーワン

工作機械

NC工作機（旋盤）の開発・製造・販売。
工場では、展示会では見ることのでき
ない工場内の旋盤インライン機械の専
用機を見学できる。

メニュー：工場見学（製造工程）・経営者・開発者との面談
所要時間：1時間
料金：無料
受入人数：1~20人
受入時間：9:00~16:00
申込方法：電話052-521-2346 （1カ月前までに申込）
対応言語：英語
備考：製造業のみ受入可能。写真撮影一部可（撮影可能な場所は
都度確認）
●P/中型バス1台、車5台
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湯浅糸道工業株式会社

本社・第3工場

葛利毛織工業株式会社

名古屋市天白区 / 生産用機械器具製造業
連携希望

オンリーワン

海外展開

尾張（一宮市）/ 繊維工業
老舗・伝統

オンリーワン

金型設計、樹脂成形、金属加工、セラ
ミックスの鏡面加工などの製造ライン
や検査・設計・組付け。また、希少な
糸の製造ラインもある。

海外展開

伝統的な低速ションヘル織機による
スーツ向け生地の生産。手織りに近い
スピードで丁寧に織るため、天然素材
の良さを活かした高品質の生地ができ
あがる。
現地購入も可能。

メニュー：ビジネス視察、工場見学（開発・樹脂成形・金型加
工・金属加工・セラミックス加工）、経営者・開発者との面談、
研修要相談
所要時間：1～2時間 料金：無料
受入人数：5~40人
受入時間：火～金曜9:00~17:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（ 2~1カ月前までに申
込）
対応言語：英語、中国語（普通話）、ベトナム語、ミャンマー語
備考：写真撮影要相談。●P/バス1台、車2台

メニュー：ビジネス視察、工場見学（ションヘルのライン）、経
営者・開発者との面談
所要時間：30~60分 料金：無料 受入人数：5～40人
受入時間：8:00~12:00、13:00~17:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（ 2~1カ月前までに申
込）
対応言語：日本語のみ
備考：汚れてもOKな服装、スカート・ヒール不可。写真撮影可。
●P/中型バス2台、車3台

株式会社鳥越樹脂工業

株式会社ラカム

千秋工場

尾張（一宮市）/プラスチック製品製造業
自動車

健康長寿

連携希望

尾張（一宮市） / 繊維工業
ナンバーワン

自動車部品や自社開発の健康美容雑貨
などの設計・開発。
OEM製品も多数開発しており、試作力
にも自信あり。

オンリーワン

日本初
（業界初）

刺繍加工や刺繍小物の企画・製造・販
売。一見、貼ってあることがわからな
いほどの刺繍貼り付け技術（熱で接着
するムカラ刺繍）を見ることができる。
現地購入も可能。

メニュー：ビジネス視察、工場見学（成形・表面処理・検査・組
立）、経営者・開発者との面談
オプション：爆発的ヒット商品「awa hour」の泡立て体験
所要時間：1時間
料金：無料
受入人数：5~20人
受入時間：10:00~15:00（12月～3月は受入不可）
申込方法：WEBサイト（3～1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：高校生以上。写真撮影一部可（成形工程、組立工程）。
●P/バス1台、車5台

メニュー：ビジネス視察（ショールーム）、工場見学（プログラ
ミング・ミシン・レーザーカットなど）、経営者・開発者との面
談
所要時間：90分 料金：無料
受入人数：3~20人 受入時間：9:00~16:00（1月、6月、7月、
11月、12月は要相談）
申込方法：メール（info@rakam.co.jp）、電話0586-69-0600
（1カ月前までに申込） 対応言語：中国語（普通話）
備考：繊維・流通業界のみ受入（但し刺繍加工業は受入不可）。
スリッパ持参。写真撮影一部可（写真のみ）。●P/中型バス1台

株式会社松本義肢製作所

株式会社オプトン

尾張（小牧市）/ その他の製造業
老舗・伝統

オンリーワン
「義肢」や身体の機能障害を軽減する
ための「装具」をはじめ、「リハビリ
テーション機器」など医療・社会福祉
に関わるものづくり企業。
工場では一つひとつ石膏を削り出し、
手作業で製造する様子を見学できる。

メニュー：工場見学（本社工場の全工程）
オプション：義足体験、電動車椅子の試乗など（無料、 1カ月前
までに要申込）
所要時間：1時間半～2時間 料金：無料 受入人数：2~40人
受入時間：10:00~12:00、13:00~15:00（曜日は要相談）
申込方法：WEBサイト（１カ月以上前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：小学生高学年以上。ハイヒール不可。障害者の使用する製
品のため、おもちゃ扱いをしないようお願いします。写真撮影一
部可（写真のみ） ●P/バス1台、車15台

尾張（瀬戸市） / 生産用機械器具製造業
自動車

航空宇宙

工作機械

本社工場のCNCパイプベンダー、非接
触式3D測定機、DDVサーボポンプ、ハ
イドロフォーミングなど、パイプ加工
に関わる設備が見どころ。

メニュー：ビジネス視察
所要時間：1~2時間
料金：無料
受入人数：1~20人
受入時間：9:00~16:00
申込方法：WEBサイト、メール（info@opton.co.jp）、電話
0561-48-3389、FAX0561-48-4141（2週間前までに申込）
対応言語：英語、中国語（普通話）、ベトナム語
備考：写真撮影一部可（写真・動画）。
●P/バス10台 ●食事/施設あり
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堀田新五郎商店

日本街路灯製造株式会社

尾張（津島市） / 木材・木製品製造業

尾張（豊明市） / 電気機械器具製造業
多角化経営

老舗・伝統

豊明工場

津島市の伝統工芸品である太鼓づくり
を930年以上前(11世紀以前)から製造。
当代で27代目。全国でも数少ない原
木・原皮からの一貫生産を続けており、
歴史と伝統に裏打ちされた職人の技を
見ることができる。

ダイバー
シティ

オンリーワン

街路灯の企画・デザイン・設計、製造、
施工、維持管理までを手掛ける。
2019年からはベーカリー（名古屋市熱
田区）の経営も開始。

メニュー：工場見学
所要時間：30～60分
料金：無料
受入人数：1~20人
受入時間：8:00~16:00 ※休憩時間3回あり
申込方法：電話0567-26-2412、 FAX0567-24-7663
（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：同業（和太鼓製造）不可。写真撮影一部可（店舗、倉庫）。
●P/大型バス2台、車10台

メニュー：ビジネス視察、工場見学（製造工程・あかり実験室）、
経営者・開発者との面談、その他（異業種交流、ベーカリー見
学）
所要時間：2時間 料金：無料
受入人数：1~50人 受入時間：10:00~16:00
申込方法：WEBサイト（1カ月前までに申込）
対応言語：英語、中国語（普通話）、韓国語、ベトナム語
備考：9歳以上。参加者名簿（所属・氏名・年齢・性別）提出、
サンダル・ハイヒール・スカート・半ズボン等不可。写真撮影一
部可。●P/バス1台、車10台 ●食事/施設あり

株式会社半谷製作所

株式会社メタルヒート

大府工場/衣浦工場

知多（大府市）/ 輸送用機械器具製造業
自動車

海外展開

留学生可

本社工場

西三河（安城市）/ 金属製品製造業
連携希望

オンリーワン

厚板のプレス加工から溶接、塗装、組
立まで一貫生産体制で自動車足回り部
品を中心に製造。衣浦工場は中小企業
としては希少な大型プレス機が稼働。
大府工場では高品質の塗装技術を見る
ことができる。

多角化経営

「世界一綺麗な熱処理工場を目指す」
を基本方針とした工場を見学できる。
日本最大級の真空熱処理炉
（W1300×H1300×D1650㎜）は超大
物や長尺物にも対応可。金属熱処理ス
クールも開校（有料）。

メニュー：ビジネス視察（プレス・溶接工程などの工場見学を含
む）、経営者・開発者との面談
所要時間：60分 料金：有料 受入人数：3~10人
受入時間：9:00~17:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：英語
備考：ハイヒール不可。写真撮影一部可。
●P/小型バス1台、車5台 ●ヘルメット・メガネ貸与

メニュー：ビジネス視察、工場見学（真空炉・自動搬送装置）、
経営者・開発者との面談、研修（有料、同業者の研修は要相談）
オプション：あり（有料、要問合）
所要時間：60~90分 料金：無料 受入人数：1~40人
受入時間：13:00~17:00
申込方法：WEBサイト、電話0566-98-2501（1カ月前までに申
込） 対応言語：英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、
ロシア語
備考：金属熱処理業は受入不可。写真撮影不可。●P/バス1台、
車10台

カクキュー八丁味噌（八丁味噌の郷）

株式会社まるや八丁味噌

西三河（岡崎市） / 食料品製造業
老舗・伝統

西三河（岡崎市） / 食料品製造業
老舗・伝統

健康長寿

海外展開

徳川家康公生誕の岡崎城から西へ八丁
（約870m）の距離に位置する八帖町
(旧八丁村)で370年以上八丁味噌を造
り続ける味噌蔵を見学できる。
本社屋と蔵（史料館）の2棟は、国の登
録有形文化財（建造物）。

岡崎城から八丁（約870m）に位置す
る八帖町で680年以上続く伝統製法の
味噌蔵。
八丁味噌は直径・高さが約1.8mの木桶
に、職人が手作業で3トンもの重石を積
み上げてつくられる。

メニュー：工場見学（味噌蔵・味噌充填ライン・史料館）
所要時間：30~40分 料金：無料 受入人数：1~180人
受入時間：10:00～16:00
申込方法：電話0564-21-1355、FAX0564-21-1382
（2日～1週間前までに申込）
対応言語：英語
備考：食品工場のため体調不良（下痢・嘔吐・発熱等）の際はご
遠慮ください。写真撮影一部可（写真・動画※営利目的不可）。
●P/バス10台、車40台 ●食事/施設あり

メニュー：工場見学（製造工程の説明・味噌蔵）、経営者・開発
者との面談
所要時間：30分 料金：無料 受入人数：1~50人
受入時間：9:00~16:20
申込方法：メール（maruya02@8miso.co.jp）、
電話0564-22-0678、FAX0564-23-0172 （1週間前までに申
込）
対応言語：英語
備考：写真撮影可（写真・動画）。
●P/バス4台、車15台
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株式会社山田製作所

株式会社FUJI

西三河（刈谷市）/ プラスチック製品製造業
環境対応

オンリーワン

EV・PHV・
FCV

ショールーム

西三河（知立市） / 生産用機械器具製造業
オンリーワン

樹脂プレス部品・絶縁体部品加工の
リーディングカンパニー。
フィルムのような薄いものから積層板
などの厚いもの、小ロット～大量ロッ
トまで幅広く対応。珍しい樹脂プレス
の抜き打ち加工も対応可能。

工作機械

ロボット

プリント基板に電子部品を搭載する電
子部品実装ロボットや高精度加工部品
をつくるために金属素材を切削・加工
する工作機械、移乗サポート・多関節
ロボットなどを動態展示。

メニュー：工場見学（プレスライン）・経営者・開発者との面談
所要時間：1時間 料金：無料
受入人数：3~10人
受入時間：10:00~17:00（1月、3月～5月、8月は受入不可）
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考： 15歳以上（相談可）。同業者（樹脂プレス製造業）不可 。
写真撮影一部可（写真のみ※製造ラインと製品以外は可）。
●P/車5～10台程度

メニュー：ビジネス視察（ショールーム）、経営者・開発者との
面談
所要時間：2時間 料金：無料 受入人数：1~20人
受入時間：9:00~17:00
（1月、4月、6月上旬、8月上旬は受入不可）
申込方法： 電話0566-81-8263（1カ月前までに申込）
対応言語：英語、中国語（普通話）
備考：写真撮影不可。
●P/大型バス1台、自家用車20台 ※台数が増える場合、要相談

加茂精工株式会社

横山興業株式会社

西三河（豊田市）/ はん用機械器具製造業
オンリーワン

工作機械

海外展開

大見工場

西三河（豊田市）/ 金属製品製造業
多角化経営

バックラッシュのないボール減速機、
TCG（トロコイドカムギア）シリーズ
などの他に類のない新規有用な機械エ
レメントの開発・製造販売を行う”開発
型ものづくり企業”。TCG専用減速機
SFPシリーズはグッドデザイン賞受賞。

オンリーワン

海外展開

自動車部品製造の技術を活かしてBtoC
の製品を生み出した新規事業が好調。
世界に認められたメーカーの事例紹介
とものづくり企業の新規事業開発につ
いての相談ができる。
現地購入も可能（カードOK）。

メニュー：工場見学
所要時間：60分
料金：無料
受入人数：5~10人
受入時間：10:00~15:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：写真撮影不可。 ●P/バス1台、車5台

メニュー：その他（新規事業開発塾）
所要時間：約2～4時間（内容に応じて対応）
料金：有料
受入人数：2~5人
受入時間：9:00~17:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語のみ
備考：帽子持参、ヒール不可。写真撮影一部可。
●P/車2台

スギ製菓株式会社

株式会社メイドー

西三河（碧南市）/ 食料品製造業
連携希望

オンリーワン

三好工場

西三河（みよし市）/ 金属製品製造業
海外展開

OEM7割のえびせんべい製造。
オリジナル商品の相談も可能。
製造直売店でえびせんべいを購入でき
る。

メニュー：工場見学（本社・生産ライン・えびせん家族本店での
買い物）、経営者・開発者との面談
所要時間：80分（見学20分・説明40分・買物20分）
料金：無料 受入人数：10~30人
受入時間：10:00~15:00
※中元・歳暮シーズン（7・8月、11・12月は受入不可）
申込方法：メール（info@sugiseika.com）、
電話0566-45-2020（1カ月前までに申込）
対応言語：ベトナム語 備考：えびせんべい製造業受入不可。
写撮影不可。●P/大型バス2台、車10台

自動車

オンリーワン

海外展開

高強度ボルト・冷間鍛造品などの製造。
従業員のやる気を引き出す「あっぱれ
活動」や、トップから現場まで共有す
る「方針管理の仕組み」、常に改善を
意識する「創意工夫提案制度」など独
自の制度がある。デミング賞大賞受賞。
メニュー：ビジネス視察、工場見学（製造工程・TPS・品質管
理）
所要時間：140分 料金：有料 受入人数：5~20人
受入時間：9:30~12:00、13:00~16:00（7月、8月は要相談）
申込方法：WEBサイト（1カ月前までに申込）
対応言語：英語
備考：高校生以上、ボルト・ナット・ファスナー部品製造加工業、
冷間鍛造事業者受入不可。裾が広がる着衣・ヒール不可、帽子・
保護用メガネ持参（可能であればイヤホン・レシーバー持参） 。
写真撮影不可。●P/バス2台、車12台
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中日本氷糖株式会社

奥三河蒸留所（株式会社ランド）
東三河（新城市） / その他の製造業・卸売業、小売業・農業、林業
環境対応

健康長寿

オンリーワン

南濃工場

岐阜県海津市/ 食料品製造業
老舗・伝統

自然豊かな奥三河ならではの「モノ」
を使った自然由来のものづくり。
体験工房では奥三河産のヒノキやスギ
を蒸留し、製造したエッセンシャルオ
イルを用いたクラフト体験（有料）が
できる。カフェ・ショップ併設。

ナンバーワン

多角化経営

昔ながらの氷砂糖を製造する国内唯一
のオートメーション工場と敷地内併設
の「氷砂糖資料館」を見学できる。

メニュー：経営者・開発者との面談、その他（ものづくり体験）
オプション：クラフト体験（有料）、蒸留体験（有料、要事前申
込）
所要時間：90~120分 料金：有料（メニューによる）
受入人数：10~40人 受入時間：月・火・土・日曜の
10:00~16:00 申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由
対応言語：英語
備考：写真撮影一部可。 ●P/大型バス2台、車300台
●食事/施設あり（TEA Café：季節のカレーセット、デザートな
ど）

メニュー：工場見学（氷砂糖の製造ライン）、資料館見学（氷砂
糖、砂糖について）
所要時間：60~90分
料金：見学:300円/人
受入人数：1～30人
受入時間：10:00~、14:00~の2部制
申込方法： 10人未満：WEBサイトから申込、
10人以上：FAX052-661-0114 （1カ月前までにFAX申込）
対応言語：日本語のみ
備考：写真撮影不可 ●P/大型バス2台、車15台

株式会社八幡ねじ

ダイドー株式会社

テクノセンター・各務原DC

岐阜県各務原市 / 卸売業、小売業
老舗・伝統

海外展開

名古屋市中村区 / 卸売業、小売業
IoT

オンリーワン

先進的なピッキングシステムや画像技
術を活用した自動選別機・袋詰機のほ
か、AIを活用した在庫管理システムが
稼働。製造から物流まで、自働化・脱
重筋作業・省人化をテーマとした物流
が見どころ。
メニュー：ビジネス視察、工場見学（テクノセンター）、経営
者・開発者との面談
所要時間：1時間～ 料金：無料 受入人数：～30人
受入時間：水・木・金曜の10:00~16:00（2月～4月、6月は受
入不可）
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（2カ月前までに申込）
対応言語：英語
備考：同業者受入不可。写真撮影不可。
●P/あり

株式会社バイナス 本社第1工場、第2工場
ロボットR&Dセンター、教育センター
尾張（稲沢市） / 生産用機械器具製造業
ロボット

連携希望

ダイバーシティ

ロボット産業、自動化、ロボット人材育成
といった当社のビジネステーマにマッチン
グする方の見学を歓迎します。力覚センサ、
触覚センサといった最新のセンシング技術
を使ったロボットセルを展示しています。
また教育センターでロボットやシーケンス
制御などFA教育を行っています。

メニュー：工場見学
所要時間：90分程度（見学30分、説明60分） 料金：無料
受入人数：5～20人
受入時間：平日、祝日不定期 10:00~15:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（2カ月前までに申込）
対応言語：日本語、英語
備
考：写真撮影一部可：工場内、お客様製品はNG。
ロボットR&Dセンターは撮影可能
●P/大型バス1台 乗用車20台

日本初

ロボット

様々な用途に合わせた産業用ロボット
各社約40台とチャック・パットなどロ
ボット周辺装置も同時に見学・体感で
きます。

メニュー：ビジネス視察、研修
所要時間：90分（見学60分・説明30分） 料金：無料
受入人数：1～60人
受入時間：平日 09:30~12:00、13:00~17:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（1カ月前までに申込）
対応言語：日本語、英語、中国語
備考：写真撮影は不可
●P/大型バス1台

大垣精工株式会社

本社

西工場、セイコーハイテック 輪之内第一、第二工場など
岐阜県（大垣市） / 金属製品製造業

連携希望

ダイバーシティ

環境対応

世界で３社しか製造できない超精密技
術や次世代製品を産む金型工場および
プレス加工工場の現場視察と経営理念
をオープンに紹介します。

メニュー：経営者・開発者との交流・面談、工場見学
所要時間：150分程度（見学90分、説明60分） 料金：無料
受入人数：1～25人程度（最大100人）
受入時間：09:00~、13:00~
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由（約1カ月前までに申込)
対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語
備
考：写真撮影可（フラッシュ撮影不可）
●P/大型バス3～4台
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丹羽ふとん店
名古屋市熱田区 / その他の製造業
オンリーワン

老舗・伝統

海外展開

伝統的な木綿布団を製造。
職人の手仕事で仕立てられる寝具の製
作工程を見たり、座布団作りの体験が
出来ます。

メニュー：ふとん、座布団作りの工程見学
オプション：座布団づくり体験（有料、要事前申込）
所要時間：120分～180分 料金：有料（体験メニュー）
受入人数：5~10人 受入時間：月～金曜10:00~16:00
申込方法：名古屋商工会議所 事務局経由
対応言語：日本語のみ
備考：スカート不可。 ●P/マイクロバス1台、車4台

愛知・名古屋MICE 推進協議会
（事務局：公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー）

https://aichi-nagoya-mice.jp/
愛知・名古屋 MICE
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