ものづくりの歴史的名機がここに集結
消防署

内に開設し、一般にも公開しています。

久喜

自
動
車
道

JR宇

都

宮線

凸版
印刷

国 道 4 号

北

久喜署

新白岡

本館、蒸気機関車展示館、別館で構成さ
れ、展示品は機械・機器類、大小合わせて 400
点以上に及んでいます。特に、わが国産業の

大島

発展に貢献した工作機械等、270 台以上の機
械を機種別、製造年代順に展示しており、工

消防署

作機械の約 7 割が動態保存で、かつての町工

東

博物館

武

スーパー

た、国家プロジェクトで開発されたガスタービ

線

学園台 2

光

学友
会館

場も復元してあるのが当館の特長です。ま

日

東 武 伊 勢 崎 線

日本工業大学

当博物館は昭和 62（1987）年度の学園創立
80 周年記念事業の一つとして大学キャンパス

上早見

須賀上

ン等も展示し、国鉄等で長年活躍した 19 世紀
●電車の場合
東武スカイツリーライン
「東武動物公園駅」
下車
西口からスクールバス乗車5分、徒歩15分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン
「新白岡駅」
下車
東口からスクールバス乗車12分

宮代町
進修館
西口
埼玉りそな
銀行

東武動物公園駅

東武動物公園方面

This museum was founded on campus to
commemorate the 80th anniversary of Nippon
Institute of Technology in 1987. The museum
is open to the public.
The museum consist s of a main hall , a
steam locomotive hall, and an annex and displays more than 400 items ranging from small
to large machines and equipment. The collection includes over 270 machine tools and
others that especially contributed to the development of industries in Japan, which are
displayed according to model and in the order
of manufacture year. The museum features the
unique approach of preserving 70% of the machine tools in working condition and presenting old machine shops restored to their original state. We also preser ve a gas turbine
developed in a national project and a historical steam locomotive made in the UK at the
end of the 19th centur y. This locomotive,
which had been used in the Japanese National Railways for many years, is now maintained ready-to-operate and run at times in
the museum.
The museum aims to help more people recognize the importance of Monozukuri, that is,
advanced technologies for creating products
and spirit that have been driving the development of Japan, and to educate the next generation of engineers. To this goal, we continue
to expand the collection with historical machines and materials and elaborate the display and description.
Many visitors also enjoy our annual events
including a special exhibition and lecture
focused on common industrial products as
well as demonstrations to operate the steam
locomotive.

久喜インター
東

Nippon Institute of Technology
Museum of Industrial Technology

交 通 案 内

※スクールバスは、乗車前に利用券を
購入して下さい
●車の場合
東北自動車
「久喜インター」
「蓮田スマートIC」
より約15分

末英国製の蒸気機関車も動態保存して、とき
どき運行しています。
わが国の発展を支える高度なものづくり技
術の重要性の衆知とそのものづくりに携わる
人材の育成を目指して、歴史的価値ある機械
類や資料を一層充実させるとともに、展示や
説明にも工夫を重ねています。
毎年身近な工業製品をテーマにして開催

至 北千住・浅草
（東京方面）

する特別展や講演会、SL 運行等のイベント
時には毎回多くの方々の参加があり、好評を
得ています。

一般公開しています。入館無料。
開館時間／９：30〜16：30（ただし入館は16：00まで）
休 館 日／日曜・祝日、8月中旬〜下旬、年末年始、
大学の入試日
住
所／〒345‐8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4‐1
TEL: 0480-34-4111（大学代表）
0480-33-7545（博物館直通）
メール： museum@nit.ac.jp

http://www.nit.ac.jp/center/museum/
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本館展示場

Exhibition hall

