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事業所名 職種 地区 ﾍﾟｰｼﾞ 

ＰＦＵテクノワイズ株式会社 電子機器製造 かほく市 1 

株式会社竹山紙器 紙器(金澤貼函)製造 金沢市 2 

中村留精密工業株式会社 工作機械製造 白山市 3 

西日本旅客鉄道株式会社金沢総合車両所 鉄道会社（鉄道車両整備） 白山市 4 

株式会社別川製作所 電気機械器具製造 白山市 5 

株式会社ＪＯＬＥＤ（ジェイオーレッド） 有機 EL ディスプレイ研究開発・製造業 川北町 6 

株式会社小松製作所 粟津工場 建設機械製造 小松市  7 

コマニー株式会社 パーティション製造 小松市  8 

ジェイ・バス株式会社 バス製造（観光バス） 小松市  9 

長津工業株式会社 加賀工場 建設機械部品製造 加賀市 10 
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ＰＦＵテクノワイズ株式会社 ＰｒｏＤｅＳ（プロデス）工場 

かほく市 電子機器製造 

 

 

 

 

 ＰＦＵグループ唯一の国内製造拠点として、イメージスキャナ

やコンピュータ応用製品の製造をおこなっています。 

社内には、機械工場、プリント基板工場、および組立工場が揃い、

お客様の望む製品をタイムリーに提供できる一貫した生産体制

を整えています。 

 工場では身近な場面で接する情報ＫＩＯＳＫ、高い信頼性を求

められる産業機器組込み用コンピュータ、トップシェアを誇るイ

メージスキャナなど様々な製品を製造しています。 

 また、デジタル化された作業手順どおりに、部品の組立がおこ

なわれているかを監視する『組立支援システム』を自社開発し、

製造ミスをゼロにするポカヨケの仕組みを働かせています。 

 

ポカヨケ；工場などの製造ラインに設置される｢作業ミスを防止

する｣仕組み 

施設情報 住所     石川県かほく市高松シ１番地１ 

交通アクセス のと里山海道 高松 IC より 5 分 

駐車場    あり(大型バス駐車可) 

見学可能日  7月～ 11月 の期間 

平日 9時～12時、13時～17時まで 

見学時間   120分 

見学可能人数 40人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   3校／年間まで 

特記事項   内履き持参 

工場内は、写真撮影、及び筆記具の持ち込を禁止 

見学者名簿の事前提出必要 
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株式会社竹山紙器  

金沢市 紙器(金澤貼函)製造 

 

 

貼函は藩政期に広まった茶の湯で菓子を半紙に包んで出し

たことが原点とされており、徐々に強度と美を追求して紙函

に千代紙や、和紙・漆紙を張り付けるようになって現在に至

っています。 

華やかさの中に包むという奥ゆかしさ、大切な方への贈り

物に心を込めて様々な想いを託された函は和菓子、伝統工芸

品をより一層引き立たせるという重要な意味と役割を果たし

ています。 

この様な文化・伝統に裏付けされた金沢の地から生まれた

石川ブランド＂金沢貼函＂の継承者として若年技能者への人

材育成と紙器業界の士気高揚につとめております。 

施設情報 住所     金沢市旭町 3－1－10 

交通アクセス 金沢西インターより車で 30分 

       北鉄バス 旭町口バス停より徒歩 5分 

駐車場    あり(大型バス不可) 

見学可能日  7月～9月の期間 

       平日 10時～12時、13時～15時まで 

見学時間   30分 

見学可能人数 10人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   2校／年間まで 

特記事項   内履き(ズック靴等)を持参のこと 

  



- 3 - 

 

 

中村留精密工業株式会社 本社・工場 

白山市 工作機械製造 

 

 

日本が世界一を誇る「工作機械」。当社は、自動車、航空機、建

設機械をはじめ、テレビやスマートフォンの部品を生産するために

必要な工作機械を、開発・製造・販売しているメーカーです。輸出

比率は 70％で、出荷された機械は世界中で活躍しています。 

当社の工場見学では、機械の加工から組み立てまで、工作機械が

作られる過程をご覧いただけます。また、中村留の工作機械を用い

て、実際に部品を加工している様子もご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

施設情報 住所     石川県白山市熱野町ロ 15番地 

交通アクセス 白山 ICより 20分 

駐車場    あり（なるべく大型バスでご来社ください） 

見学可能日  7月～ 2月 の期間 

平日 9時～16時(昼休み 12時～13時を除く) 

見学時間   120分 

見学可能人数 30～40人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数      １校／年間まで 

特記事項   工場内、写真撮影禁止 

歩きやすい運動靴等でお越しください 

       (スリッパ、ヒールは禁止) 
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西日本旅客鉄道株式会社 金沢総合車両所 工場部門 

白山市 鉄道会社（鉄道車両整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西日本旅客鉄道(株)金沢支社管内には、在来線車両の検修業

務を担当する当所「金沢総合車両所」と、新幹線車両の検修

業務を担当する「白山総合車両所」があります。 

 金沢総合車両所は、「工場部門」が白山市松任駅に隣接し、

「運転・検査部門」が金沢駅と富山駅に隣接する形で所在し

ており、在来線を走行するサンダーバード等の特急列車や、

「ＩＲいしかわ鉄道」「あいの風とやま鉄道」を含めた北陸を

走行する近郊型車両、大糸線、氷見線、越美北線などの各支

線を走る内燃動車など、多種に渡る車両を受け持ち、これら

車両の検査・修繕を行っています。 

 「工場部門」においては、車輪などの走行装置や車両の各

搭載機器を取外し、分解、整備、組立、検査を行って、いつ

までも変わらない車両性能の維持を行っています。「運転・検

査部門」においては、消耗品管理を含めた、日々の走行に関

する検査・修繕業務を行っています。 

 

 

施設情報 住所     石川県白山市新田町 289番地 

交通アクセス 白山 ICより 10分 

駐車場    あり(大型バス駐車可) 

見学可能日  9月～ 12月 の期間 

平日 10時～12時、13時～15時まで 

見学時間   120分 

見学可能人数 40人 

学年制限   中学生以上 

受入総数   6校／年間まで(月間 2校以内)        

特記事項   広い構内を案内しますので歩きやすい運動靴

等でお越しください 
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株式会社別川製作所 本社・工場 

白山市 電気機械器具製造 

 

 

 

商業ビルや工場、学校、病院など私たちの暮らしを支えて

いる施設に、効率的に電気を供給したり、各施設で稼動する

システムを構築するのが別川製作所の仕事です。 

私たちの体に例えると、「電気」は「血液」のようなもので

す。その電気を各種施設の隅々にまで行き渡らせ、なおかつ

適切にコントロールするのが「配電盤」や「制御盤」、「分電

盤」です。 

また工場内の機械を自動制御する生産管理システムや上下

水道の管理システムなど、産業プラントや生活インフラをサ

ポートする独自のシステムも開発しています。 

当社の製品は全てお客様のニーズに合わせて開発・設計す

るオーダーメイドの製品であり、工場では板金～塗装～組立

～検査まで一貫生産体制となっているのが大きな強みです。 

単に製品をご提供するだけではなく、食品プラントなどの

ＦＡ、水・ごみ処理環境衛生プラントの監視制御、電力・空

調の省エネ監視、情報通信ネットワーク構築など、産業シス

テムや情報システムの分野において、「お客様が求める『コト』

を具体的に提案し、お客様にとって価値のある『カタチ』に

して提供する」をモットーにシステム・ソリューションを実

践しています。 

 

 

施設情報 住所     石川県白山市漆島町 1136番地 

交通アクセス 白山 ICより 20分 

駐車場    あり(大型バス駐車可) 

見学可能日  7 月～ 10月 の期間 

平日 9時～16時(昼休み 12時～13時を除く) 

見学時間   60分 

見学可能人数 40人 

学年制限   中学生以上 

受入総数   4校／年間まで 

特記事項   工場内、撮影禁止 

制服着用 
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株式会社ＪＯＬＥＤ 石川技術開発センター 

能美郡川北町 有機 EL ディスプレイ研究開発・製造業 

                           

      

JOLED（ジェイオーレッド）は、有機 EL ディスプレイな

らびにその部品、材料、製造装置および関連製品の研究、開発、

製造および販売を行う会社です。 

世界初の印刷方式有機 EL ディスプレイの製品出荷開始以

降、製品の生産、製品開発、技術開発、営業活動、量産ラ

イン建設と目覚ましく発展しており、2019 年には、能美事

業所の稼働開始により更なる成長を目指す。今まさに、世界

中が注目する有機 EL ディスプレイメーカーです。 

JOLED は先進のデバイスにより「ワクワク」と「感動」に

あふれる世界を実現のため挑戦し続けます。 

施設情報 住所     石川県能美郡川北町字山田先出 26番 2 

交通アクセス 美川 ICより 15分 

駐車場    あり(大型バス駐車可) 

見学可能日  7 月～ 2月 の期間 

平日 10時～12時 

見学時間   120分 

見学可能人数 30～40人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   3校／年間まで 

特記事項   上靴持参 

  下靴入れ（ﾋﾞﾆｰﾙ袋など）持参 

        施設内撮影禁止 
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株式会社小松製作所 粟津工場 

小松市 建設機械製造 

 

 

 

 

 

 

 コマツグループは、日本はもとより、アメリカ、ヨーロッパ、

アジアなど世界各国において、主に建設・鉱山機械、産業用機

械・車両などの事業を展開しています。  

粟津工場では、中・小型ブルドーザー、小型油圧ショベル、

中・小型ホイールローダー、モーターグレーダー及び主要コン

ポーネントのトランスミッションを生産しています。 

近年では建設機械のＩＣＴ化（情報通信技術）が進んできて

おり、粟津工場で生産された最新のＩＣＴ建設機械による整形

作業や、ドローンによる測量のデモンストレーションをご覧に

なれます。（荒天の場合はビデオ視聴となることもありますの

で、予めご了承ください） 

 

施設情報 住所     石川県小松市符津町ツ２３ 

交通アクセス 小松 ICより 15分 

駐車場    あり（必ずバスでお越しください、大型バス駐車可） 

見学可能日  12 月～ 2月 の期間 

水曜を除く平日  

9 時 30分～11時 30分、13時 00分～15時 00分 

見学時間   120分 

見学可能人数 40人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   3校／年間まで 

特記事項   帽子持参、バスでの来社 

              写真・動画の撮影、及び、音声録音の禁止 

 

 

  

ICT油圧ショベル ICTブルドーザー 

ドローン 
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コマニー株式会社 本社 

小松市 パーティション(間仕切り)製造 

 

 

 

 

 

事業内容 

弊社は 1961年 8月に石川県小松市に設立し、快適空間・機

能空間を創造するパーティションのリーディングカンパニー

であり、パーティションの納入を通じて、社会の進歩発展に

お役立ちしています。 

特徴 

弊社の扱う商品そのものがリユース可能な商品であり、地

球環境にやさしい商品ですので、美しい地球を未来に残すこ

とにも貢献しています。 

今後の展開 

弊社商品はエコ商品であると同時に、企業の事業継続性（Ｂ

ＣＰ）にもお役立ちできるよう災害から職場の人たちや設備

を守る事にも取り組んでいます。 

施設情報 住所     石川県小松市工業団地 1-93 

交通アクセス 小松 ICより 10分 

駐車場    あり(大型バス駐車可) 

見学可能日  11 月～ 1月 の期間 

平日 10時～16時 

 (昼休み 12時～13時を除く) 

見学時間   120分 

見学可能人数 40人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   2校／年間まで 

特記事項   工場内、撮影禁止 
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ジェイ・バス株式会社 本社・小松工場 

小松市 バス製造 （観光バス） 

 

 

 

ジェイ・バス小松工場では主に観光バスを製造しており、 

一つの建物の中に全生産ラインを収めた世界トップクラスの

工場です。 

バスづくりはオーダーメイド、そしてハンドメイドです。 

開発から設計・生産・完成まで「お客様第一」主義のもと常

に最高品質のバスをお届けします。 

東京ドームの約 1.3倍（約 60,000㎡）の工場で、部品から

製品となるまでのバスの製造ラインを見学できます。 

 

 

 

施設情報 住所     石川県小松市串町工業団地 30番地 

交通アクセス 小松 ICより 15分 

駐車場    あり 大型バス駐車可（1台） 

見学可能日  9月～12月 の期間 

9時 30分～15時(昼休み 12時～13時を除く) 

見学時間   120分 

見学可能人数 40人（40人以上の場合、午前・午後・翌日等

に分けての見学となります） 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   5校／年間まで 

特記事項   サンダル不可・帽子持参・写真撮影禁止 

       別途、見学依頼書、順守事項同意書等を 

       提出していただきます 
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長津工業株式会社 加賀工場 

加賀市 建設機械部品製造 

 

 

 

当社は、コマツのメインサプライヤーとして建設機械や産

業機械の足回り部品「履帯（りたい）」やトランスミッション

などを主として、様々な部品を幅広く製造している会社です。 

加賀工場では主にブルドーザーや油圧ショベルに使用される

履帯を製造しています。 

履帯とは、地面と接触する鉄板やゴム板などで出来た履板

（りばん）を帯状に連結した走行装置で、自動車などのよう

な車輪（タイヤ）では走行が困難な場所でも、高い走破性を

確保することができます。 そのため、ブルドーザーや油圧シ

ョベルなど過酷な土地条件で使用される建設機械の足回り部

品として活躍しています。 

加賀工場には、履帯を製造するラインが全部で８ラインあ

り、小型～大型までさまざまな種類の履帯を製造しています。 

 

 

 

 

施設情報 住所     石川県加賀市小塩辻町南 2番 1 

交通アクセス 片山津 ICより 10分 

駐車場    あり(大型バス駐車可) 

見学可能日  9月～11月 の期間 

平日 10時～12時、14時～16時まで 

見学時間   90分 

見学可能人数 40人 

学年制限   小学校 5年生以上 

受入総数   2校／年間まで 

特記事項   工場内、撮影禁止 

必須ではありませんが、通学帽があると 

工場見学の際により安全かもしれません 

 


