
【関東版】団体向け工場見学一覧【山梨県】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

勝沼 ワイン 年末年始 約30分 制限無し

勝沼 ワイン 年中無休 約40分 制限無し

勝沼 ワイン 年中無休 約40分 制限無し

勝沼 ワイン 年中無休 約40分 制限無し

石和 ワイン 年中無休 約30分 制限無し

笛吹市 和菓子 年中無休 約40分 最大バス2台

北杜市 日本酒 3月～11月 約30分 最大20名

北杜市 ウィスキー 工場休業日 約60分 最大50名

甲斐市 ワイン 土・日・祝日 約40分 制限無し

河口湖 ワイン 年中無休 約40分 最大バス3台

笛吹市 和菓子 年中無休 約40分 最大バス2台

施設ホームページ

http://www.mannswine-shop.com/winery/katsunuma/event.htm

http://www.mondewine.co.jp/factory.html

http://www.hombo.co.jp/factory/yamanashi.html

http://www.belle-foret.co.jp/belleforet/winery/group-2/

http://www.akafujiwine.com/

http://www.kikyouya.co.jp/enjoy/more4/

http://www.shirayuriwine.com/winery/factorytour

シャトー勝沼

※定休日、可能人数は都度変更します。

施設名

マンズワイン勝沼ワイナリー

本坊酒造マルスワイナリー

モンデ酒造

シャトレーゼベルフォーレ

桔梗屋

赤富士ワイナリー

白百合醸造

http://www.chateauk.co.jp/

七賢　山梨銘醸 http://www.sake-shichiken.co.jp/company.html

サントリー白洲蒸留所 http://www.suntory.co.jp/factory/hakushu/calender/index.html

桔梗屋 http://www.kikyouya.co.jp/enjoy/more4/

【東京都】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

武蔵野 ビール 年末年始 約60分 最大40名

東久留米 ｺｶｺｰﾗ商品 土・日・祝日 約60分 2～100名

羽田 機体収納庫 土・日・祝日 約90分 最大80名

羽田 機体収納庫 年末年始 90～120分 50～100名

多摩市 乳製品？ 土・日・祝日 約90分 5～60名

築地 印刷工場 土・日・祝日 約100分 最大20名

永田町 参議院会館 土・日・祝日 約60分 制限無し

池袋 貨幣 土・日・祝日 約90分 最大100名

恵比寿 ビール 年中無休 約40分 最大16名

ＪＡＬ整備工場 https://www.jal.co.jp/kengaku/

森永乳業　東京多摩工場 https://www.morinagamilk.co.jp/learn_enjoy/factory_tour/factory/tama/

朝日新聞社 http://www.asahi.com/shimbun/company/tour/tokyo.html

造幣局 http://www.mint.go.jp/enjoy/plant-tokyo/plant_visit_tokyo.html

施設名

国会議事堂 http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/bochou/kengaku.html

エビスビール記念館 http://www.sapporobeer.jp/brewery/y_museum/

施設ホームページ

http://www.suntory.co.jp/factory/musashino/

ANA機体工場 http://www.ana.co.jp/cp/kengaku/

サントリー武蔵野ビール工場

コカ・コーライーストジャパン多摩工場 http://www.ccej.co.jp/plant/list/tama/



【群馬県】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

高崎市 ラスク 土・日・祝日 約30分 最大20名

太田市 コーヒー 土・日・祝日 約90分 最大60名まで

前橋 ワイン 年中無休 約30分 最大60～80名

沼田 日本酒 年中無休 約40分 30～40名

前橋 ｶﾘｶﾘ梅 年中無休 約40分 最大バス3台

太田市 自動車 土・日・祝日 約120分 10～200名

富岡市 こんにゃく 年中無休 約40分 最大100名

利根郡 ワイン 木曜日 約60分 最大20名

渋川市 日本酒 年末年始 40～60分 最大100名

こんにゃくパーク http://konnyaku-park.com/factory.html

奥利根ワイナリー http://www.oze.co.jp/

聖酒造 http://www.hijiri-sake.co.jp/

誉国光 http://www.homare.biz/

赤城フーズ http://akagi-foods.co.jp/modules/visitor/index.php?content_id=1

富士重工　矢島工場 https://www.fhi.co.jp/ir/share_info/tour03.html

ガトーフェスタ　ハラダ http://www.gateaufesta-harada.com/tour/headoffice

ＡＧＦ関東株式会社 http://www.agf.co.jp/kanren/kanto/factory.html

しんとうワイナリー http://www.sinto-sho.com/winery/index.html

施設名 施設ホームページ

【埼玉県】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

狭山 ロッテ商品 土・日・祝日 約90分 5～60名

浦和 ロッテ商品 土・日・祝日 約90分 5～60名

坂戸 お米 日・祝日 30～120分 最大35名

坂戸 明治商品 月・土・日・祝日 90～120分 最大120名

草加市 草加煎餅 日・祝日 60～90分 最大60名

狭山 ﾊﾞｲｸ・車 土・日・祝日 約90分 最大100名

児玉郡 醤油等 日・祝日 約30分 5～40名

日高市 醤油等 年末年始 約60分 最大40名

本庄市 アイス 年末年始 約90分 最大20名

比企郡 日本酒 年末年始 30～40分 最大80名晴雲酒造 http://www.kumagaya.or.jp/~seiun/

弓削多醤油 http://yugeta.com/oukoku/contents/kengaku.html

赤城乳業　本庄工場 http://www.akagi.com/factory/index.html

丸草　一福 http://www.sokasenbei.co.jp/inspection/

本田技研　狭山工場 http://www.honda.co.jp/kengaku/index.html

ヤマキ　御用蔵 http://yamaki-co.com/?page_id=507

東洋ライス　さいたま工場 http://toyo-rc.jp/

明治　坂戸工場 https://www.meiji.co.jp/learned/factory/sakado/

施設名 施設ホームページ

ロッテ　狭山工場 http://www.lotte.co.jp/entertainment/kengaku/sayama.html

ロッテ　浦和工場 http://www.lotte.co.jp/entertainment/kengaku/urawa.html



【神奈川県】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

横浜市 ビール 月曜日 約70分 最大100名

足柄市 ビール 年末年始 約90分 最大50名

川崎 味の素商品 日・祝日 約90分 最大25名

横浜 自動車 土・日・祝日 約120分 8～60名

追浜 自動車 土・日・祝日 約90分 2～40名

藤沢 化粧品製造 土・日・祝日 約90分 最大40名

鶴見 菓子類 土・日・祝日 約90分 2～80名

横浜市 シュウマイ等 月・火・日・祝日 約90分 2～40名

磯子 食用油 土・日・祝日 約90分 最大40名

崎陽軒　横浜工場 http://www.kiyoken.com/factory/

日清オイリオ　礒子工場 http://www.nisshin-oillio.com/company/kojo/request.shtml

日産自動車　追浜工場 http://www.nissan-global.com/JP/PLANT/OPPAMA/

ヤクルト湘南工場 http://www.yakult.co.jp/knowledge/factory/c04.html

森永製菓　鶴見工場 https://www.morinaga.co.jp/factory/visit/tsurumi/index.html

アサヒビール神奈川工場 https://www.asahibeer.co.jp/brewery/kanagawa/tour/

味の素　神奈川工場 http://www.ajinomoto.co.jp/kfb/kengaku/kawasaki/program.html

日産自動車　横浜工場 http://www.nissan-global.com/JP/PLANT/YOKOHAMA/

施設名 施設ホームページ

キリンビール横浜工場 http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/yokohama/

【茨城県】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

取手市 ビール 月曜日 約70分 2～30名

守谷市 ビール 火曜日（第2、4） 約90分 最大120名

猿島郡 ヤクルト 日・祝日 約60分 最大100名

山武市 酒 年中無休 30～40分 最大120名

大洗 明太子 指定休日有 約40分 最大バス8台

守谷市 年中無休 約60分 最大40名

猿島郡 ﾏﾖﾈｰｽﾞ等？ 不定期 約90分 最大30名

小美玉市 納豆 年末年始 約90分 最大バス3台

土浦市 ｺｶｺｰﾗ商品 月・土・日・祝日 約90分 2～80名

竜ケ崎市 ガラス 土・日・祝日 約50分～ 5～60名

コカ・コーライーストジャパン茨城工場 http://www.ccej.co.jp/plant/list/ibaraki/

カガミクリスタル http://www.kagami.jp/about/factory.html

明治みるく館 https://www.meiji.co.jp/learned/factory/moriya/

キューピー五霞工場 http://www.kewpie.co.jp/know/openkitchen/popup_access_goka.html

タカノフーズ http://www.takanofoods.co.jp/fun/factory/

守谷酒造 http://maizakura.com/guide.html

かねふくめんたいパーク http://mentai-park.com/

キリンビール　取手工場 http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/toride/

アサヒビール　守谷工場　 https://www.asahibeer.co.jp/brewery/ibaraki/tour/

ヤクルト　茨城工場 http://www.yakult.co.jp/knowledge/factory/c02.html

施設名 施設ホームページ



【千葉県】

地名 内容 定休日 所要時間 可能人数

船橋 ビール 月・日・祝日 約50分 最大40名

銚子 醤油等 年末年始 約50分 30～40名

野田市 醤油等 月曜日（第4） 約60分 2～40名

香取市 酒 年末年始 30～40分 制限なし

君津 酒 年中無休 30～60分 最大30名

東薫酒造 http://www.tokun.co.jp/kengaku/

小泉酒造

サッポロビール千葉工場 http://www.sapporobeer.jp/brewery/chiba/kengaku/

ヤマサ醤油 http://www.yamasa.com/enjoy/factory-visit/

キッコーマン　 http://www.kikkoman.co.jp/enjoys/factory/noda.html

http://www.sommelier.co.jp/?mode=f4

施設名 施設ホームページ

【栃木県】

地名 内容 定休日 所要時間 人数

河内郡 自動車 土・日・祝日 90分＆120分 約60名

日光 豆腐等 月曜日 約45分 最大50名

小山市 菓子類 土・日・祝日 約90分 最大80名

那須 お菓子 年中無休 約15分 制限なし

宇都宮 シリアル等 金～日・祝日 約120分 最大40名

鬼怒川 おかき 年末年始 約20分 制限なし

那須 酒 年末年始 30～60分 制限なし

日光　おかき工房 http://www.okaki.ne.jp/info.php

東力士 http://www.azumarikishi.co.jp/

森永製菓　小山工場 https://www.morinaga.co.jp/factory/visit/oyama/

那須ハートランド http://www.okashinoshiro.co.jp/factory/

カルビーオイシア清原工場 https://www.calbee.co.jp/factory/kiyohara/

施設名 施設ホームページ

日産自動車　栃木工場 http://www.nissan-global.com/JP/PLANT/TOCHIGI/

太子食品工業　日光工場 http://www.taishi-food.co.jp/?pg=14345258898695
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