
■技術別選定企業一覧（一般機器）
産業用機械  金属加工機械  食品・農業・繊維機械  建設機械  一般機械  環境関連
産業用機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 122 株式会社アーク 乾燥装置及びそれを用いた肥料の製造方法 富岡市
21 55 ART-HIKARI株式会社 抵抗シーム溶接機 館林市
12 123 アイテック株式会社 電動シャトルムーバー（搬送装置の駆動部材） 太田市
14 96 浅見工業株式会社 スパッタリングターゲット素材（Ｃｒ）の切断及び超合金の切断技術 渋川市
13 128 株式会社アタゴ製作所 高圧に耐えるキャピラリーを使った熱交換器 みどり市
14 84 イーケーエレベータ株式会社 機械室レス（無し）エレベーター 高崎市
14 143 株式会社石井粉砕機械製作所 竪型ローラーミル（ローラー加圧・テーブル回転式） 沼田市
14 145 株式会社伊勢崎機械製作所 専用自動機製作技術 伊勢崎市
16 62 株式会社五十矢製作所 ベアリング圧入・加締め装置 館林市
14 139 株式会社市村鉄工所 ＵＶ乾燥装置 沼田市
15 27 伊藤機械工業株式会社 リーク検査機（圧力損出確認検査機） 高崎市
14 39 株式会社今井機械製作所 三次元ＣＡＤ・ＣＡＭを使用した模型製作技術 高崎市
14 218 株式会社岩崎 缶容器の孔開け装置 みどり市
20 38 永興株式会社 パルスジェット集塵機の設計・製造 邑楽郡邑楽町
20 34 大利根電機株式会社 電子部品表面実装機の高精度組立技術 邑楽郡千代田町
14 43 株式会社大畠製作所 接着方法及び接着装置、接着準備装置 高崎市
14 88 株式会社カザマ技研開発 発泡ウレタン注入器及び混合ノズル 高崎市
12 54 鹿島エレクトロ産業株式会社 トレー対応ＩＣ包装装置の開発 北群馬郡吉岡町
14 255 株式会社金谷塗装工業所 自動販売機盗難防止装置 太田市
14 10 株式会社神垣鉄工所 レトルト殺菌装置における加熱冷却方式 前橋市
16 4 株式会社川上鉄工所 塗工装置の開発、設計、製造 太田市
13 4 関東精機株式会社 加工・組立作業における部品搬送の自動化・省力化技術 前橋市
17 63 有限会社共進パーツ ドリル径計測判定装置 伊勢崎市
12 118 株式会社桐電 樹脂封止部品の樹脂封止装置 みどり市
14 168 有限会社クラッシングセンター アスファルト舗装発生材及びセメントコンクリート発生材の破砕（再資源化）技術 伊勢崎市
14 12 株式会社栗田製作所前橋工場 金属、樹脂・ゴム素材の表面処理（ＤＬＣ）装置とその加工技術 前橋市
14 53 株式会社高陽鉄工所 オフセット印刷機のインキ供給装置に関する加工・組立技術 高崎市
16 88 サイトー機械金属株式会社 アイスキャンディー用ステンレス凍結缶 伊勢崎市
21 53 株式会社 サカニワ工業 金型反転装置における駆動機構の技術 太田市
12 78 サンエイ株式会社 遠心力を利用した液体の微粒子化技術 伊勢崎市
15 190 株式会社サンエー技研 低温式反転流乾燥装置 太田市
12 28 株式会社山和エンヂニアリング 固形物粉砕乾燥装置 高崎市
14 235 シグマ機器株式会社 熱可塑性樹脂の溶解減容化と再資源化技術 太田市
20 更4 株式会社システム工機 回転式容器移送装置 高崎市
15 200 株式会社セイホー 磁力選別機及び選別システム 館林市
15 130 株式会社高崎精密工業社 紙送り用ウレタンゴムローラ（竹輪パイプ）の自動切断装置 佐波郡玉村町
19 34 竹澤株式会社 プレスライン内の複数センサー連動による不良ゼロシステム みどり市
15 207 有限会社ディップ 全自動パイプ閉塞装置 太田市
14 67 有限会社東洋金属 ベルト式無段変速装置 高崎市
15 157 桐和機械株式会社 油圧式多関節アクチュエータ 桐生市
15 64 トック・エンジニアリング株式会社藤岡研究所 渦電流による非鉄金属の選別技術 藤岡市
21 更16 西工業株式会社 スチールベルト式 フィルム製膜装置 桐生市
14 250 有限会社日幸設計 コンデンサーコア組立機 館林市
13 16 日本ハイコム株式会社 マイクロ波を利用した加熱殺菌解凍処理装置の製造 前橋市
19 更18 有限会社ノアクラフト ロール・ツー・ロール ウエットプロセス装置 邑楽郡大泉町
19 35 ビソ株式会社 反転装置における駆動機構 前橋市
19 更7 株式会社深堀鉄工所 研磨装置及び研磨方法 高崎市
13 18 富士油圧精機株式会社 高速中綴じスタッカー装置 前橋市
12 132 株式会社古川製作所 ロボットエンジニアリング 太田市
16 60 北斗機工株式会社 溶接工程作業のロボット生産システム化の開発設計と製造技術 太田市
14 161 ポルシェエンジニアリング株式会社 ＴＩＬＴ台 伊勢崎市
14 252 有限会社松本鐵工所  油圧プレス及び関連機械の設計製作技術 館林市
16 3 マルシン産業株式会社 高周波溶着を利用した搬送用樹脂ベルトの加工技術 安中市
19 28 有限会社宮下製作所 ゲートカット検査機 富岡市
17 34 株式会社三山精工 ビク型による抜き加工・オリステック自動抜機による抜き加工 甘楽郡甘楽町
14 31 株式会社明東工業 成型フィルム付ウィンナー連続フィルムはく離加工集塵装置 前橋市
18 14 有限会社望月製作所 ロールtoロールスクリーン印刷機 高崎市
21 49 株式会社ユニテック・アルファ 産業用機械設備製造 太田市
16 39 ラジエ工業株式会社 電離放射線の測定範囲が広く照射温度依存性の無いＰＭＭＡ線量計 高崎市
22 16 株式会社日乃出 大型洗浄システム 伊勢崎市
22 28 小寺製作所 ゴルフクラブのグリップ装着位置案内・検査装置 甘楽郡甘楽町
22 42 株式会社エレメックス キャパシタ搭載型無人搬送車（AGV）の急速充電化技術 太田市
22 48 株式会社エムズバンテック 大型液晶基板スパッタリング装置の基板ホルダーの開発 邑楽郡邑楽町
22 51 シンコージャパン株式会社 電解分離方式 水系浄化装置 太田市
22 更25 株式会社テクニカ メンテフリー機械式脱気装置の開発 邑楽郡邑楽町
22 更32 株式会社増田研究所 高濃度オゾン発生技術 太田市
22 更33 株式会社ヤゲタ精器 両面テープのハーフカット 太田市



金属加工機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 1 アームストロング株式会社 金型の焼バメ技術 前橋市
15 105 株式会社アッセンブリー・プラント・グローリー モジュール製品のアッセンブリー技術 伊勢崎市
15 119 有限会社新木木型製作所 特殊形状真空成形用金型製造技術 伊勢崎市
14 3 株式会社アリギス プレス金型を使用しないＲ形状加工技術 前橋市
15 188 有限会社飯塚製作所 バランスウエイト 太田市
15 4 有限会社岩富製作所 アルミ形材の加工金型と自動省力機器 前橋市
14 42 株式会社オオサワ 特殊自動偏芯複合加工機 高崎市
18 更10 株式会社オギハラ 同時６軸制御・高周波電磁誘導加熱焼き入れ＆溶接機ＨＤＭシリーズ 太田市
19 更11 株式会社オリンピア技研 長尺鋼材加工に対応するＡＴＣ付ＮＣ加工機 太田市
19 16 亀井工業株式会社 自社開発ユニバーサルヘッドを用いた角度加工 太田市
14 114 有限会社桑原製作所 複雑な形状に対応するプラスチック射出成形金型の設計、製造技術 高崎市
15 108 グンケイ株式会社 ダイカスト金型におけるトンネル鋳抜きピン構造法 伊勢崎市
16 25 高陽精工株式会社 多面切削加工用治具（竪型マシニング用） 藤岡市
13 31 株式会社小島鐵工所 高速プレス化技術 高崎市
17 12 斉藤プレス工業株式会社 コントロールワイヤーケーブルブラケット組立ての一貫生産 高崎市
19 51 有限会社栄精工 液晶ＴＶシャシー金型の設計・製造 邑楽郡邑楽町
14 116 三友精機株式会社 マグネシウム合金の半凝固連続鋳造技術 高崎市
16 89 システムセイコー株式会社 電子部品レーザー応用加工装置 高崎市
17 55 株式会社下井田製作所 自動車足回り部品の試作 みどり市
13 141 有限会社新和工業 浴槽真空成形金型 太田市
14 196 株式会社鈴木機械 画像からの商品化技術 桐生市
14 154 スダテック株式会社 プレス加工用超精密金型製造技術 伊勢崎市
13 105 株式会社セイコーレジン 高硬度焼入れ金型の高速切削加工技術 伊勢崎市
16 101 株式会社高取製作所 アルミ押出ダイスの設計＆製造技術 前橋市
19 8 タキエンジニアリング カーエアコンパイプ端末加工の高圧パイプと低圧パイプの同時加工の製造機械及び金型 伊勢崎市
13 162 有限会社武田工機 作業環境にやさしい切削油自動噴射装置 太田市
14 92 株式会社中央ハイテック 特殊モータードライブプラスチック射出成形金型 高崎市
14 201 株式会社東興 差動クランプエレメント（差動チャック・差動ハンド・差動クリッパ） 桐生市
14 141 株式会社東洋機工 自動拡管機 沼田市
14 70 有限会社渡丸製作所 低温冷却風加工装置の開発 高崎市
19 46 有限会社永井製作所 トランスファー付きプレス用精密順送金型の設計・製造 邑楽郡邑楽町
13 118 有限会社西内製作所 浮動自動調心式金型 桐生市
14 181 株式会社錦野金型工業 超大型プラスチック成形金型の改造修理技術 佐波郡玉村町
13 92 日本省力機械株式会社 三次元倣いバリ取り装置 伊勢崎市
22 更2 日本省力機械株式会社 ならい位置決め表面仕上げ技術を用いた低圧型射出成形技術 伊勢崎市
15 158 有限会社根本製作所 小型歯車減速機の製造 桐生市
18 22 有限会社ハセガワ工作所 切削油給油方式 桐生市
16 42 有限会社バンダイ 精密加工技術を活かした複合順送プレス型 安中市
15 161 福田製作所 外締め用親爪、子爪 桐生市
16 更23 富士エンヂニアリング株式会社 磁性体＆非磁性体シート搬送装置 太田市
14 215 株式会社富士精工 空中多面金型加工機 太田市
20 11 ブロードビュー株式会社 レーザ加工技術 伊勢崎市
15 43 株式会社松愛サービスエンジニアリング 昇降装置（自動ハンダ付昇降装置） 高崎市
16 108 株式会社松岡金型製作所 アルミ高真空金型製造技術 館林市
20 37 有限会社ミツテックス コンパクトなレーザー刻印機 邑楽郡邑楽町
14 29 嶺工機株式会社 刃物磨耗自動修正装置付乾式研削機 前橋市
19 38 株式会社吉井精工 精密プレス金型の設計及び製作技術 高崎市
22 更24 株式会社大東スピニング 異形断面形状の成形が可能なスピニング加工機の開発 邑楽郡邑楽町

食品・農業・繊維機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 172 アイ・シー電子工業株式会社 熱風式高速焙煎機「トルネードキング」 伊勢崎市
18 3 アクアサポート ボトル自動洗浄殺菌および自動充填打栓 前橋市
15 3 有限会社池田理熱工業 自動連続加熱調理機 前橋市
18 43 株式会社市川鉄工 トーションレース機 みどり市
14 8 株式会社大道産業 熱煙による温度ムラを最小限に抑えた燻煙・乾燥装置 前橋市
19 1 関東防災工業株式会社 茸栽培用培基の連続活性化処理装置 前橋市
21 63 有限会社 慶野製作所 食品トレイの精密圧空成形技術 邑楽郡邑楽町
16 90 株式会社坂田セラミックス 電気式ジェットグリラー 前橋市
12 61 シーアイエンジニアリング有限会社 こんにゃく混合攪拌練り装置 富岡市
12 79 島田工業株式会社 特殊な製氷技術 伊勢崎市
13 66 株式会社新東 塩蔵根菜類の脱塩方法とその装置 北群馬郡榛東村
12 103 有限会社スズキワーパー 電子制御サンプル整経機 桐生市
16 18 有限会社スダパックシステム 被覆食品の製造装置 高崎市
13 142 大鈴工業株式会社 メリヤス編物の解し機用のワインダー装置 太田市
15 209 株式会社大成 石臼式製粉装置 邑楽郡明和町
12 67 合資会社竹内製作所 全自動雑草根っこ共抜き取り機 甘楽郡甘楽町
15 155 有限会社塚田ミシン商会 クレープゲージ 桐生市
14 259 東毛酪農業協同組合 連続式低温殺菌牛乳プラント 太田市
14 102 ハラックス株式会社 ミニトマト等果菜類の調整選別装置 渋川市
15 65 株式会社富士 「無洗米」加工機（乾式） 藤岡市
14 111 株式会社冨士製作所 麺の糊化装置 藤岡市
14 137 株式会社マツダ 畜産用給水システム 甘楽郡甘楽町
13 43 株式会社マツモト 長ネギの切断・皮はぎ連続処理機 高崎市
14 165 武蔵工業有限会社 ネギ自動定植技術 伊勢崎市
16 69 武藤工業株式会社 農業用機械部品の加工技術 高崎市
22 33 株式会社サマタ機工 コンベアシステム 甘楽郡下仁田町



建設機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

21 17 株式会社 名倉製作所 高崎工場 特殊建設機械等の設計製作技術 高崎市
16 65 株式会社根本製作所 バケット工法の大幅コストダウン 太田市
13 157 三笠産業株式会社館林工場 オペレーターにやさしいタンピングランマー製造技術 館林市
12 21 株式会社吉田鉄工所 鉄骨加工用シナイ定規の製造装置 前橋市

一般機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

16 13 阿左見メカニカル 油圧駆動型換気口用シャッタの設計、製作技術 沼田市
21 66 株式会社 岩内 ペットボトル潰し機 前橋市
15 137 株式会社インパル 回転式オゾン発生装置（オゾンエンジン） 桐生市
22 更38 株式会社インパル オゾン式燃料エマルジョン化装置 桐生市
13 55 株式会社エコシステム 水（液体）・空気の殺菌システムを応用した無添加食品開発 高崎市
15 210 エルテック株式会社 カートリッジ電解方式強酸性水生成装置 邑楽郡千代田町
13 112 合資会社オリエンタル シュレッダー（細断屑ならし装置） 桐生市
22 更37 合資会社オリエンタル シュレッダーによる細断くずを、ロールペーパーに再生する抄紙技術 桐生市
14 97 株式会社クボタ マカデミアナッツ自動殻割機 渋川市
16 120 有限会社熊谷メテック 生花用冷却水循環システム「冷やしんす」 太田市
16 36 株式会社グリーン・ベレーダイサン 光るブザー付きネームプレート 邑楽郡千代田町
21 42 株式会社 ケプラス プラスチックウェルダーの溶着加工技術 桐生市
14 51 有限会社荒洋工業所 包丁殺菌器「料理丁」 高崎市
18 45 株式会社サトカンパニー ナノテクビーム 高崎市
17 1 有限会社ジーイー・メディカル オゾン発生装置の信頼性を高める技術 前橋市
22 更1 有限会社ジーイー・メディカル ヘリカル電極式オゾン発生器 前橋市
12 9 有限会社清水井 飛翔性害虫駆除装置「アレ、アワワ」 前橋市
18 28 シンコー技研株式会社 環境浄化用脱臭技術 太田市
20 17 株式会社タカノ 特殊固形潤滑材の製造・利用技術 太田市
18 47 有限会社中澤製作所 除塵装置 甘楽郡下仁田町
14 267 株式会社ナガヌマ 空気循環技術 邑楽郡大泉町
15 172 株式会社日成化学 家庭用浄水器（コーラルパワー） 桐生市
16 46 有限会社日暮工業 ラジコンカーのパーツ類 富岡市
16 1 株式会社ヒロイ 鳥類飛来防止装置 安中市
20 7 株式会社ファイン・ラベル ＲＦＩＤタグの装着技術 桐生市
15 196 株式会社増田研究所 プラズマ脱臭 太田市
14 27 株式会社丸橋鉄工 ﾌﾛｰﾄｷｬﾘｱｼｽﾃﾑ・ＮＳﾄﾗｯｸｼｽﾃﾑ（折りたたみ椅子・各種備品の効率的な管理方法） 前橋市
16 更11 株式会社丸山機械製作所 紙束捌き装置 高崎市
15 168 本橋株式会社 カメラブレ防止装置ジャイロック 桐生市
17 33 吉田機械工業株式会社 ブレーキ＆パーツクリーナー  リチャージ システム 甘楽郡甘楽町
17 15 株式会社吉田産業 オゾン発生装置 安中市
22 更12 温井自動車工業株式会社 消防ホース撤収器・ホースワインダーⅠ 高崎市
22 更13 株式会社モハラテクニカ 鳥獣撃退装置 高崎市

環境関連 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

12 1 アートエンジニアリング株式会社 生ゴミ消滅機 前橋市
12 38 株式会社アンザイ 脱臭装置およびその方法（家畜糞尿用） 安中市
16 更8 株式会社岩内 多機能空缶処理器 前橋市
12 3 エコトライ株式会社 接触酸化式水浄化装置における接触濾材 前橋市
12 139 株式会社岡田製作所 ゴミ処理撹拌機 館林市
16 更2 株式会社キンセイ産業 小型灰溶融装置 高崎市
12 41 サティス・エンジニアリング株式会社 びん色選別機 安中市
18 更2 有限会社三和制御システム 室内環境浄化装置「むきんくん」 前橋市
20 更6 株式会社ジー・ピー・ワン 蛍光灯リサイクルプラント 渋川市
14 262 ゾーンケミカル株式会社 有害物質を含む特別管理産業廃棄物の再製品化技術 邑楽郡板倉町
20 更7 有限会社ヂー・エヌ・エス・テクノセールス ファイバーボールを活用した高濃度アンモニア含有臭気の脱臭装置 渋川市
15 214 株式会社テクニカ 超音波洗浄システム 邑楽郡邑楽町
14 173 株式会社テクノフィールド バイオトイレ撹拌システム 伊勢崎市
21 18 株式会社ＤＥＮＳＯＮ 好気性菌による生ごみの分解・堆肥、飼料製造機 高崎市
12 83 株式会社中島自動車電装 冷媒回収装置（真空加熱オイルユニット） 伊勢崎市
22 更4 株式会社中島自動車電装 使用済スプレー缶･カセットボンベ･ライター処理装置「安心カンカン」NK120H 伊勢崎市
18 更12 中富工業株式会社 高度水処理システムＪＥＮＥＳＳＡ 太田市
15 112 日本ジェッターズ株式会社 炭酸発泡洗浄装置 伊勢崎市
12 111 日本ゼウス工業株式会社 肥料製造装置 桐生市
15 215 有限会社ハイテクプラスアルファー リサイクル空カン、空ペットボトル処理機 邑楽郡邑楽町
16 更22 株式会社ハナダ 循環式水洗屋内介護トイレ 太田市
16 93 マリントラベラー 水草吸収ユニット みどり市
17 更10 三峰工業株式会社 熱分解式連続式廃プラスチック油化装置 北群馬郡榛東村
12 46 株式会社宮本製作所 木質連続炭化装置 安中市


