
■技術別選定企業一覧（金属）
機械加工　　プレス加工　　成形加工　　鍛造・鋳造　　板金・溶接　　表面処理　　工具　　ネジ・ボルト・歯車　　金属製品
機械加工
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

17 48 アジアテクノ有限会社 薄肉厚の円筒の切削加工 富岡市
21 60 有限会社天谷製作所 深絞り、３次元レーザー加工機を利用しての精密試作鈑金技術 邑楽郡邑楽町
15 74 株式会社アルファー 異形部品に対するバリ取り技術 富岡市
15 75 有限会社アローライズ バレル研磨技術 富岡市
20 15 株式会社アミイダ 各種金属研削加工技術 太田市
21 33 株式会社　ＩＩＺＵＫＡ 精密切削加工及び特殊加工技術 太田市
17 44 飯塚製作所 精密切削加工技術 富岡市
15 25 有限会社五十嵐研磨工業 ロッカーアームチップの研磨加工 高崎市
15 120 有限会社伊勢崎ホーミング 無給油によるロールホーミング加工技術 伊勢崎市
15 26 市川鉸工業株式会社 ロール成形及び多様穴加工の連携システム 高崎市
21 61 有限会社岩崎鉄工 大物・長物シャフトの精密加工 邑楽郡邑楽町
14 146 宇敷機械株式会社 ヂーゼルエンジンの燃料噴射ポンプにおいて、燃料通路を加工する細径深孔加工技術 伊勢崎市
19 33 有限会社内山工業 薄物切削加工 富岡市
16 57 有限会社内山製作所 難切削物の切削技術 富岡市
14 148 株式会社梅田製作所 マグネシウム溶湯定量供給ポンプ 伊勢崎市
14 6 株式会社浦和製作所 自動車部品、精密機械部品等の精密加工技術 前橋市
19 31 有限会社栄進企業 効率的な多数個取り切削加工 富岡市
15 121 株式会社栄和コーポレーション 三次元測定による高次式サーフェース化の技術 伊勢崎市
16 74 有限会社エクセル精機 ＣＮＣ自動旋盤による斜め穴加工 富岡市
17 32 有限会社エスエス精工 ＮＣ自動旋盤を使用してのオーディオ通信機器ケーブル部品、コネクター部品の製造 富岡市
21 70 株式会社オーテック 摩擦圧接加工 伊勢崎市
13 51 株式会社大磯精工 コンパックス（焼結ダイヤモンド）の多面的カットと接合及び精密加工技術 安中市
15 59 株式会社荻野製作所 自動化に関する周辺装置 北群馬郡榛東村
21 59 株式会社オザワ 三次元ノコ刃 邑楽郡千代田町
19 24 株式会社落合鉄工所 ６軸制御マシニングセンターによる短納期試作 太田市
21 51 有限会社カキタ製作所 複合切削部品加工 太田市
13
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165
更35

株式会社カキモ
中空ロットのリバウンドシート固定方法
高強度摩擦圧接加工

邑楽郡千代田町

16 更5 加藤金属工業株式会社 ツイスト伸縮式筆記用具 富岡市
19 52 有限会社金子製作所 ＣＮＣ複合加工機/ＣＡＤ・ＣＡＭでの最適加工 邑楽郡邑楽町
15 189 株式会社カマタ 単品加工技術 太田市
21 10 有限会社カワイ技工 レーザー及びベンダーによる微細複雑形状加工 伊勢崎市
14 149 株式会社亀井製作所 電動パワステ部品の切削加工技術 伊勢崎市
21 29 川浦製作所 絞りカップ形状品における側面穴あけ金型技術 高崎市
21 58 株式会社川上製作所 カークーラーコンプレッサ本体の精密加工 邑楽郡千代田町
18 53 有限会社川島精機 インデックス多連テーブル・マシニング精密加工 邑楽郡邑楽町
20 32 有限会社関越精光 極薄シリコンパネルの研磨技術 佐波郡玉村町
12 40 管洸精器株式会社 精密肉薄パイプを原材料としての加工品 安中市
12 47 カンサン株式会社 半導体ガス用圧力容器内面の超精密バレル研磨技術の開発 渋川市
12 94 関東精密鎔断株式会社 ガス切断・レーザー切断におけるＣＡＤ／ＣＡＭシステムの構築「ＬＧＡ６００」 佐波郡玉村町
17 66 株式会社キクチ ステンレス等の筐体一貫生産技術 太田市
20 16 株式会社北詰鉄工 パイプの曲げ加工 太田市
14 48 共和産業株式会社 エンドミルによる内径ヘリカル加工技術 高崎市
14 261 株式会社旭光 超音速ロケット風洞モデルの精密加工技術 邑楽郡板倉町
13 106 株式会社群南製作所 散水ノズル「きらら」 佐波郡玉村町
14 83 株式会社工裕精工 開発型精密切削加工技術 高崎市
14 57 有限会社コスモウインドゥ 特殊材質小径穴加工技術 高崎市
12 119 有限会社ゴトー ３次元切削部品加工（高精度・高品質・短納期） みどり市
20 33 株式会社小堀精機 精密微細加工技術 邑楽郡千代田町
19 更17 株式会社小間工業 ＮＣ複合自動旋盤での特殊ユニットによるスロッティング加工 富岡市
14 151 株式会社坂本製作所 難削材による特殊球面形状等の精密切削加工技術 伊勢崎市
17 42 株式会社サトウスチール ＮＣ三次元パイプベンダーを使った高精度・多段階パイプ曲げ加工 富岡市
16 64 株式会社佐藤精機 円筒研削盤によるテーパ加工技術 みどり市
14 59 三幸機械株式会社 輪転印刷機の給送ローラの製造技術 高崎市
13 151 三晃精機株式会社 タングステン精密加工技術 館林市
13 52 有限会社サンテックス 小径穴あけ切削加工 安中市
14 234 サンレイ工業株式会社 ヘラ絞り加工技術 太田市
14 15 株式会社三和 青銅材の２面同時研削加工 前橋市
16 37 株式会社島田製作所 新造形ねじり絞り加工 高崎市
14 61 株式会社シミズプレス 金属鋼管のデザイン成形及び異形状一体成形技術 高崎市
21 37 有限会社下山製作所 特殊鋼製型枠の設計製作 安中市
21 75 株式会社シュウワエンジニアリング 産業電機修理における図面無しのホワイトメタル軸受復元技術 高崎市
16 16 有限会社シンエイ精研 精密研削加工技術 みどり市
21 14 有限会社神宮自動車用品製作所 立体形状製品における三次元５軸レーザ加工技術 玉村町
21 36 伸成工業株式会社 アルミ薄板材の研磨・反り修正技術 安中市
17 更13 有限会社ステンピー 塗装下地のためのヘアーライン研磨技術 富岡市
14 247 株式会社誠和製作所 バンドブレーキのバンド形状加工技術 館林市
17 70 有限会社五月女鉄工 大型専用機架台の精密加工（スライドガイド加工） 邑楽郡邑楽町
21 2 株式会社セキネキガタ 大型精密３次元測定機を活用した大型プレス部品検査治具製作の効率化技術 前橋市



年度 No. 企業名 選定技術 市町村
14 266 株式会社大東スピニング スピニング加工技術（回転塑性加工技術） 邑楽郡邑楽町
15 184 株式会社タイヨー チタン・チタン合金の加工技術 みどり市
14 65 高崎ベンダー株式会社 レーザー切断装置 高崎市
17 46 有限会社滝製作所 特殊治工具と専用機による斜め穴加工 富岡市
14 125 有限会社田島工業 多数の細溝を設けた吸引用フィンの製造技術 富岡市
21 48 有限会社立川製作所 金型メンテナンス・改造　技術 太田市
19 39 株式会社タヒラ 高速回転・高トルク・高送りを駆使した大型高速同時５軸加工技術 多野郡吉井町
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31
更11

株式会社田中製作所
ニッケル系非鉄難削材テストピース加工技術
マグネシウムの安全性の高い切削加工

富岡市

15 154 有限会社玉木製作所 精密シャフト加工技術 桐生市
21 64 株式会社玉造 極厚鋼板の切断加工技術 邑楽郡邑楽町
19 30 津金澤製作所 ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ、ﾁﾀﾝ合金製ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ外内輪の研磨級（ｸﾗｽ）精密切削加工技術 富岡市
17 43 有限会社月田製作所 形状に合わせて独自に仕上げた工具を使った精密切削加工 富岡市
16 6 常見製作所 ステンレス製精密継手の製造技術 桐生市
16 87 有限会社テ－ピス 精密切削加工技術 富岡市
21 8 株式会社ディー・アイ・シーコーポレーション 自動車試作部品製作から検査冶具、量産ﾌﾟﾚｽ金型までの開発関連部品の製作における生産技術 伊勢崎市
13 108 東群鋼材株式会社 多品種少ロットの鋼材自動加工システムの構築 佐波郡玉村町
21 45 株式会社戸谷製作所 各種加工　パイプの検査治具 太田市
20 18 株式会社ドンリュー レーザー細穴加工技術 太田市
12 32 株式会社長井精機 タービンブレード加工技術 高崎市
13 91 株式会社中島 超精密フランジレス絞り順送金型技術 伊勢崎市
21 32 有限会社ナカムラ 旋盤による角モノ加工 安中市
21 4 有限会社ニコー 板厚部分へのケガキ 前橋市
21 62 有限会社橋本製作所 原子力発電タービン用インペラーとシャフトの精密加工 邑楽郡邑楽町
17 36 原田工業株式会社 独自に構築した精密切削加工・鏡面加工（バニッシング） 富岡市
13 75 株式会社フォーティーン ３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭを使ったゴルフクラブ設計及び金型製造技術 高崎市
16 81 藤工業株式会社 多品種少量部品の連続無人加工技術 藤岡市
15 202 有限会社富士鉄工所 各種シャフト精密加工技術 館林市
15 40 双葉金型部品販売株式会社 高硬度薄板プレート加工法 高崎市
14 216 ニ松研磨工業株式会社 流し台天板絞り加工技術 太田市
13 145 株式会社宝泉製作所 難削材の切削加工 太田市
21 43 有限会社ほだか製作所 鍛造品・鋳造品等の加工技術 太田市
13 21 株式会社町田製作所 ラジエータ用放熱板の加工 前橋市
16 95 有限会社松見精工 ステンレス精密加工 佐波郡玉村町
17 38 有限会社マルニ精機 自動化装置、治工具の設計製造及び精密加工技術 富岡市
17 47 有限会社見田村製作所 精密切削加工技術 富岡市
17 17 有限会社宮島製作所 ヘラ絞り加工技術 高崎市
13 57 有限会社三山産業 ダイヤモンドカッター（精密薄刃）用の基板製作 高崎市
14 129 株式会社村上製作所 同時５軸制御による３次元曲面の切削加工技術 富岡市
15 203 有限会社室田工業所 真円、楕円、角丸形等のロール成型システム 館林市
16 125 株式会社茂木製作所 マシニングセンターによる引き目の付かない鏡面仕上加工 高崎市
19 22 有限会社茂木製作所 複合加工に関する加工技術 太田市
14 77 株式会社モハラテクニカ 極薄板の超精密板金加工 高崎市
20 22 八州工業株式会社 リードスクリューシャフト精密加工 太田市
21 84 有限会社八千代精機 ガンドリル、特殊リーマによる精密内径加工スプール 邑楽郡邑楽町
21 更4 株式会社柳沢技研 傾斜微細孔加工方法 伊勢崎市
18 30 株式会社ヤゲタ精器 微細孔明け加工（５０μ連続１１００穴） 太田市
19 44 安田精機株式会社 高精度大型架台製造技術 邑楽郡大泉町
13 49 株式会社山岸製作所 薄肉切削加工技術 高崎市
14 130 山口精機株式会社 ステンレスの難形状加工技術 富岡市
21 25 株式会社ユニマック ステンレス(SUS304)の高精度･小径･微細加工技術 高崎市
12 136 株式会社ヨシカワ 冷間ロール成形加工 太田市
18 41 リード工業有限会社 金属磁石における特殊加工 富岡市
22 18 株式会社藤生製作所 ボールスクリュー式パワーステアリング部品”ピストン内径ボール溝部切削加工” 前橋市
22 30 株式会社ツクシ 精密切削加工技術 甘楽郡甘楽町
22 37 有限会社大川製作所 ステンレスパイプの高精度な端末加工、曲げ加工 邑楽郡邑楽町
22 43 手島精管株式会社 溶接パイプ　引き抜き技術 館林市
22 44 キムラ金型株式会社 ウレタン発泡冶具設計・製作 館林市
22 53 株式会社光佐 リバースエンジニアリング（データの無い物のデータ化） 太田市
22 55 株式会社オータニ NC旋盤の夜間完全無人運転を可能にする高度切削加工技術 太田市
22 56 有限会社柿沼製作所 小物から大型、精密部品から金型加工までの単品切削加工技術 太田市
22 更28 株式会社オギハラ 金型構造部一次機械加工の無人化 太田市



プレス加工
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 119 株式会社アイエムアイ 電池ケース等の深絞り製品のプレス加工用トランスファー送り技術 富岡市
14 167 有限会社アルミテック 冷間（常温）における金属管の同径同肉曲げによるエルボ製法 伊勢崎市
14 37 株式会社石関工範 精密金属絞り製品の自社一貫生産技術 高崎市
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石関プレシジョン株式会社
フレーム自動集積装置
多列高速絞りプレス加工技術

高崎市

14 87 株式会社今泉製作所 折り畳み傘用骨組 高崎市
13 134 有限会社宇井精研 金属プレス技術による金属板の微細加工技術 太田市
20 23 有限会社エスアンドエス プレス金型の上型切刃の単品加工 太田市
20 更13 株式会社エヌ・ティー・ジー 精密プレス部品の平面度自動測定装置 邑楽郡邑楽町
17 73 有限会社大竹製作所 薄板等への深絞りプレス加工の対応技術 邑楽郡邑楽町
14 227 株式会社岡島製作所 大型波付鋼板（橋梁）の成形方法及び成形装置 太田市
14 188 株式会社岡田技研 カード立て 桐生市
15 198 有限会社小貫製作所 パイプ押え金具加工技術 館林市
15 107 株式会社金豊 金型製作及び加工 伊勢崎市
12 100 株式会社カワノ ポリエチレンパイプの外径にステンレスパイプをはめての同時曲げＲ加工 桐生市
14 124 株式会社コマキン 微細挽物部品の曲げ加工技術 富岡市
14 58 株式会社サイトウティーエム サーボプレスを用いた高精度複合加工 高崎市
19 49 須川工業株式会社 ファインブランキング加工技術 邑楽郡邑楽町
13 100 有限会社ＺＥＲＯクリエイト プレス深絞り加工 伊勢崎市
13 123 大和メタル工業株式会社 非鉄及び各種鉄鋼材の三次元曲加工 桐生市
12 31 株式会社豊田技研 金属プレス加工における深絞り技術 藤岡市
14 238 株式会社仲川工業所 自動車電機板金部品の試作技術（短納期・低コスト） 太田市
21 39 松田精工株式会社 モーターステーターなどの打抜き積層加工 甘楽郡甘楽町
21 54 株式会社三藤機械製作所 チタン薄板のプレス成形技術 館林市
20 更9 株式会社野口製作所 サーボプレス機を活用したＦＣＦ加工の確立 富岡市
14 240 株式会社ハンダ プレス式切削工具及びパイプの加工方法 太田市
18 50 株式会社三山精機 曲げＲゼロを実現した精密プレス加工 甘楽郡甘楽町
20 28 有限会社宮本製作所 均一性と再現性に優れた精密金型製造技術 みどり市
19 20 株式会社ミヨシ 金属プレス加工技術 太田市
16 129 茂木プレス工業株式会社 プレス加工に置き換え低コスト化 富岡市
21 26 綿貫工業 建築、電車向けブラケットのオーダーメイド製造技術 高崎市
22 更16 株式会社シミズプレス 汎用プレスによるせん断面100％の実現 高崎市

成形加工
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

13 25 株式会社秋葉ダイカスト工業所 ダイカスト金型方案技術 高崎市
12 43 有限会社エヌデーシー 薄肉アルミニウム系ダイカスト成形品の製造 高崎市
18 6 有限会社樺澤ダイカスト工業所 隘路を有する鋳造品の鍍金時、銅メッキ下地露出を防止する製造方法及びその製品 高崎市
16 更27 グンダイ株式会社 検査品の液体漏れ検査方法及び検査品の液体漏れ検査装置 伊勢崎市
15 129 群馬合金株式会社 熱間矯正による全自動高精度ダイキャスト製造 伊勢崎市
14 64 株式会社高崎ダイカスト工業社 外観品質基準の高いアルミニウムダイカスト製品の製造技術 高崎市
15 50 有限会社トライ ヨウ素を含浸させたアルミダイカスト製品の製造 高崎市
14 86 東日本ダイカスト工業株式会社 スクイズダイカスト技術 高崎市
19 27 藤焼結合金株式会社 アルミニウム粉末冶金製品の製造 藤岡市
22 更27 株式会社タカノ 固形潤滑剤の成形技術及び複合化技術 太田市

鍛造・鋳造
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

16 96 久保田鋳工株式会社 銑鉄鋳物の３ｍｍ軽量・軽薄化技術 前橋市
21 更9 株式会社サトキン アルミ合金鋳造品のアルミパイプ鋳包み技術 高崎市
18 10 昭和電気鋳鋼株式会社 アーク式エルー電気炉による材質精錬と大型鋳鋼品造型法 高崎市
16 55 上毛金属工業株式会社 ステアリング用ジョイントヨークの焼鈍、ショット工程の一連加工技術 富岡市
15 35 関工業株式会社 紐の巻きつけが容易なベーゴマ 高崎市
16 34 有限会社田村軽合金鋳造所 品質管理、生産プロセスの強化による大型鋳物 邑楽郡明和町
14 104 株式会社内外 アルミ金型鋳造法 北群馬郡榛東村
13 15 株式会社ナカダイ アルミ樹脂複合サッシからのアルミ原料生産技術の確立 前橋市
16 14 株式会社ニノミヤ 内ボス付カップ状ケースの成形方法 太田市
13 19 前橋橋本合金株式会社 大型アルミ鋳物の高気密鋳造技術 前橋市
13 48 八木工業株式会社 熱間・冷間鍛造の複合加工における外径の異形物の旋削加工レス技術 高崎市
14
22

171
更5

矢内精工株式会社
ニアネット・シェイプ・ブランクの低コスト、急冷凝固連続鋳造製造法
2本のアームを有したコの字形状の成形方法

伊勢崎市

22 41 有限会社鈴木アルミ合金 アルミ鋳物による街路灯カザリ、ハカマの生産技術 邑楽郡邑楽町
22 更6 群馬合金株式会社 金型温度最適制御技術 伊勢崎市



板金・溶接
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

16 128 有限会社相川製作所 特殊溶接によるパイプ溶接加工 安中市
14 120 株式会社イイダ 板金技術 富岡市
15 138 株式会社ウエノテクニカ 自動車の車体を主体とした、薄板車体量産設備の開発及び製造技術 桐生市
15 140 株式会社エビヌマ 曲げ加工機の上金型クランプ補助金具 桐生市
15 100 有限会社オノザト 新幹線車輌用水タンク 沼田市
14 264 株式会社柿沼製作所 高強度ＳＵＳミグ溶接技術 邑楽郡千代田町
15 57 神尾鐵工株式会社 「鋼製構造材用金具」を用いた鉄骨加工 渋川市
15 29 株式会社協進サクセス 電磁記録投票機用記載台 高崎市
18 7 有限会社小林製作所 金型部品における特殊レーザー溶接加工技術 高崎市
21 52 有限会社坂庭製作所 重要保安部品ロウ付け技術 太田市
16 59 三栄商事株式会社 住宅基礎用溶接鉄筋の溶接方法 高崎市
15 204 有限会社上武工業所 金属製品の精密矯正 太田市
14 155 株式会社住吉製作所 ビードレス・プロジェクション溶接技術 伊勢崎市
17 65 株式会社ＳＯＧＡ 真空容器・高圧容器等の溶接技術 太田市
18 56 有限会社太伸工業 タレパン、ベンダー、ティグ溶接等を含む総合的な精密加工 邑楽郡邑楽町
12 126 有限会社大平製作所 ガソリン携行缶の製造に関する技術 太田市
15 85 株式会社多胡製作所 精密溶接 富岡市
15 201 有限会社ティグワーク 特殊溶接によるステンレスプレート加工 館林市
14 174 東和工業株式会社 ２種圧力容器 伊勢崎市
14 179 有限会社利根ハード 平面高周波焼き入れ歪みの矯正効果を高める技術 佐波郡玉村町
20 3 株式会社中沢工業所 プロジェクション溶接技術 高崎市
15 53 有限会社中島溶工 スモークＢＯＸ「燻製名人」 安中市
12 145 株式会社中本製作所 ガス溶接ロボットシステムの開発と溶接技術 邑楽郡大泉町
20 19 株式会社ハイ・テック 超薄物ステンレス材の精密溶接技術 太田市
15 213 株式会社モテギ 電子ビーム溶接加工技術 邑楽郡大泉町
18 57 有限会社波津製作所 薄物ステンレス材のティグ溶接技術 邑楽郡邑楽町
19 2 株式会社林製作所 精密板金加工とプレス加工の融合 高崎市
13 53 豊栄精工株式会社 仮設展示場用パーテーション 安中市
15 44 有限会社松下鉄工所 溶接技術 高崎市
21 35 松本板金 物干し等掛け器具 富岡市
15 114 株式会社マルナカ 自動車用カーエアコンコンデンサー（凝縮器）のパイプとチューブ高鍛圧溶着方法 伊勢崎市
19 19 有限会社森下鉄工所 ブームの歪み取り 太田市
17 39 矢野工業 製缶・溶接技術 富岡市
18 46 有限会社山崎製作所 多品種、多素材対応の加工技術 高崎市
20 14 ワイ・エイチ・アイ ロボットでのインテリジェントなアルミニウム溶接技術 伊勢崎市
22 更3 株式会社グンゴー 電子機器組み込み精密板金加工技術 伊勢崎市

表面処理
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

20 30 株式会社あかぎ プレス深絞り品のめっき不良を低減させる環境対応型めっき治具 甘楽郡甘楽町
18 48 一水工業株式会社 ＭＳＲ（マイクロ・サフィール・ラップ） 甘楽郡甘楽町
16 73 有限会社碓氷鍍金工業所 亜鉛ダイカストベリック素材に対する亜鉛鍍金 太田市
16 91 株式会社エイティシー フルディップ方式による電着塗装技術 伊勢崎市
19 更16 株式会社エルグ 微細部品への精密めっき技術 富岡市
17 69 大泉塗工株式会社 大型金属焼付塗装ライン 邑楽郡千代田町
15 81 株式会社協和電化 補助陽極、補助陰極を使用しためっき技術 富岡市
21 24 有限会社斉藤工業 安全性や美観を伴う均一ビードを保つ溶接技術 高崎市
16 27 三和コーテックス株式会社 カチオン電着塗装・液タマリ部対応塗装技術 伊勢崎市
21 13 Ｃ．Ｓ．Ｓ株式会社 ＡＲＣＯＲ（アルコー）「液体軟窒化処理」 渋川市
13 7 上州精機有限会社 手仕上げによる高精度なキサゲ、スリ合わせ技術 前橋市
20 26 上毛電化株式会社 ｱﾙﾐﾆｳﾑ陽極酸化被膜処理における精密ﾗｯｷﾝｸﾞ技術 藤岡市
14 156 大同工業株式会社 ＤＫコート（常温硬質アルマイト処理法） 伊勢崎市
18 59 有限会社ダイハードクロム 鋳物金型への高密着強度硬質クロムメッキの製造技術 邑楽郡邑楽町
15 37 株式会社高崎電化工業所 アルミニウム上のメッキ技術 高崎市
16 66 有限会社タカハシ塗装工業所 表面塗装方法およびその装置 邑楽郡千代田町
12 73 デンボー工業株式会社 貴金属被覆（固着）電極 利根郡みなかみ町
17 9 藤間精練株式会社 無電解ニッケル、テフロン複合メッキ技術　レゾナコート 高崎市
21 9 株式会社富商 アルミとCFRPによる積層高比強度複合材への硬質アルマイト処理 伊勢崎市
16 118 株式会社奈良原産業 表面ガラスコーティング技術 邑楽郡大泉町
16 104 日東電化工業株式会社 高耐食性、耐熱性四層被覆めっき 高崎市
13 131 パウレックス株式会社 複合化粉末 みどり市
16 68 ヘイワテクノ株式会社 反射鏡の高真空化によるＡＬ真空蒸着加工 高崎市
12 133 株式会社宝泉プレシジョン Ｈｉ－ジンク・プロセス（均一膜厚のノーシアン亜鉛めっきプロセス） 太田市
16 75 株式会社マイコー カチオン電着塗装における溶剤フリーの工程技術 伊勢崎市
17 60 株式会社松下 鉄亜鉛合金鍍金（鉄亜鉛コバルト合金鍍金を含む） みどり市
21 22 有限会社美才治工業所 ダイカスト製品等の外観仕上技術 高崎市
14 163 三郷鍍金工業株式会社 代替クロームめっき（ＦＥＭニッケル）技術 伊勢崎市
21 12 両毛成型品塗装株式会社 ハイブリットＣＯＡＴＩＮＧ 伊勢崎市
22 13 アジア熱処理技研株式会社 ガス軟窒化＋ホモ処理の複合処理 伊勢崎市
22 22 ウエスタン塗装株式会社 マグネシウム合金の高速陽極酸化処理技術 伊勢崎市
22 46 光榮鍍金工業株式会社 アルミ素材のレストレーション及びクロムメッキ加工 桐生市



工具
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 95 株式会社アサミ ダイヤモンドハンドソーの製作（大型）技術 渋川市
16 更14 有限会社伊藤製作所 引き戸用手摺り 高崎市
15 20 岩崎ヤスリ工業株式会社 特殊形状ヤスリの製造技術 前橋市
14 45 株式会社柏ツール ＫＴエコタイン 高崎市
12 144 有限会社片倉製作所 爪切り 邑楽郡千代田町
20 13 有限会社木暮治工具 精密薄板小物金属プレス金型（順送式抜型）（単抜型） 伊勢崎市
16 79 株式会社栗田製作所 自社オリジナル刃物による黄銅加工技術 富岡市
12 74 株式会社グンゴー 段ボール梱包機「ダンシュウクン」 伊勢崎市
12 76 小暮自動車 FASﾌﾟｰﾗｰｾｯﾄ（車のﾌﾛﾝﾄｱｸｽﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞｰﾂ交換工具）及びｼｮｯｸﾚﾝﾁ（ﾎﾞﾙﾄ緩め締め工具） 伊勢崎市
18 更11 株式会社三興製作所 長寿命エンドミルの開発・製造技術 太田市
17 52 有限会社ジュコー精機 小径半月ルーマードリル 富岡市
21 50 株式会社セガワツールサービス 樹脂加工における極小径ドリルｴﾝﾄﾞﾐﾙの量産加工 太田市
12 120 有限会社タナベ 折曲部材の二面交点からの測長器 桐生市
16 132 有限会社東高ダイヤモンド 単結晶（天然ダイヤモンド）多結晶（焼結体ダイヤＰＣＤ）の精密加工用工具の開発 桐生市
17 13 有限会社日南プレス 板金加工技術による各種溶接冶具の設計、製作 高崎市
18 21 株式会社ハイテック・プレシジョン 固定機構を備えた直動ユニット 桐生市
12 71 村松金属工業株式会社 ノギス用測定補助具及びマイクロメータ用測定補助具 沼田市
14 270 有限会社八千代精機 両刃型両面面取り工具 邑楽郡邑楽町
17 40 有限会社矢野間製作所 難削材細孔加工用リーマー 富岡市
15 115 有限会社ワールドエンジニアリング インクジェット着座検知式オートトルクレンチ 伊勢崎市

ネジ・ボルト・歯車
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

15 127 有限会社石原精機製作所 捻れ角度の強いハスバギヤー切削加工 伊勢崎市
18 36 井上製作所 転造盤によるウォームギア加工 富岡市
14 121 エムティーエス株式会社 ボルトナットの取外し防止構造 富岡市
13 138 有限会社久滋工業製作所 皿バネ内蔵特殊ナット（バネジ） 太田市
15 30 株式会社群協製作所 化学プラント向け計装用管継手・バルブ 高崎市
15 191 有限会社シンコウギヤー 歯車に関する加工技術 太田市
16 更29 仁テック有限会社 ポリマ系摩擦材料の耐摩耗性を向上させるアルミニウムの表面硬化処理方法 桐生市
16 109 有限会社創和 プラスチック金型等の冷却パイプ継ぎ手 富岡市
14 109 株式会社高田製作所 ボールねじ軸の製作方法 藤岡市
14 248 株式会社高道機械製作所 Ｘ・Ｙテーブル（精密ネジ）切削加工技術 館林市
17 58 株式会社外山製作所 精密シャフト及び小径ピン加工技術 桐生市
15 124 富士精螺株式会社 ネジ製造における生産性向上技術 伊勢崎市
15 42 株式会社町田ギヤー製作所 減速機の素材から完成品までの一貫製造技術 高崎市
20 36 松村螺子有限会社 ナピアねじ（特殊ねじ）溝の精密加工 邑楽郡邑楽町
19 25 ワークショップ熱機 NC旋盤のﾈｼﾞ加工工程短縮による、ｽﾃﾝﾚｽ特殊ﾈｼﾞの多品種少量・短納期・低価格生産 沼田市

金属製品
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

19 21 相沢鉄工株式会社 パイプ切断両端面取り仕上げ加工 太田市
16 8 有限会社アイ・ディー・エー 粗朶ふとん籠 伊勢崎市
21 71 有限会社伊勢崎ホーミング 製品品質向上のための独自焼鈍技術 伊勢崎市
14 5 井上熱処理工業有限会社 自動車部品の高濃度真空浸炭処理技術 前橋市
19 10 有限会社岩崎工業 ＣＯ２冷媒対応の空気熱交換器製造技術 太田市
20 1 株式会社宇野製作所 画像表示装置用取付金具 前橋市
12 125 江川工業株式会社 ステンレス製折り畳み式輸送用パレット 太田市
14 265 株式会社エス・エス・ニジュウイチ 高真空リットル缶の新冷媒封入技術 邑楽郡大泉町
12 146 株式会社太田治工 保冷コンテナ 邑楽郡邑楽町
16 26 有限会社大津製作所 注射針用ステンレスチューブ 邑楽郡明和町
12 86 株式会社オーテック シャフト、ローラーの製造技術及びアルミ押出材の加工技術 伊勢崎市
14 220 木村木材株式会社 鋼管杭 みどり市
17 50 有限会社栗原金型工業 特殊油圧フィルターの製造技術 富岡市
15 62 有限会社群馬スプリング レンズ・バルブ止め等特殊スプリングの金型からの一貫製造 藤岡市
15 31 有限会社工房アライ 対峙アンカー式 高崎市
15 149 有限会社木間製作所 ネジ式ジャッキによるサッシ等の取り外し装置 桐生市
18 26 山恵鉄工株式会社 高精度の筒状製缶品の製造技術 太田市
18 8 株式会社シュウワエンジニアリング 図面無の高精度機械製罐加工技術 高崎市
16 99 昭和金属株式会社 丸環製作技術（ステンレス製） 前橋市
19 23 株式会社新栄カーブ パイプ曲げ加工 太田市
21 56 株式会社セガワツールサービス 樹脂加工における極小径ドリルエンドミルの量産加工 太田市
14 101 タイネツ機材株式会社 非発熱部を有するマイクロシースヒータ 渋川市
16 107 株式会社竹村製作所 ワンタッチ式配線用ボックス 藤岡市
14 80 株式会社チューブエンヂニアリング ステンレス真空ニ重フレキシブルチューブ 安中市
12 33 有限会社中里スプリング製作所 規格ばね「ナスパックシリーズ」 高崎市
14 202 西場工業株式会社 線材利用の各種製品加工技術 桐生市
12 16 日本製線株式会社 前橋工場 複合ケーブル 前橋市
13 156 日本パイプシステム株式会社 極薄肉ステンレスパイプ製造技術 邑楽郡板倉町
17 72 有限会社橋本商事 エコキュート給湯器の熱交換パイプ部品の製造 邑楽郡邑楽町
14 182 株式会社英技研 医療用ステンレス製品を作り出す開発技術と加工技術 佐波郡玉村町
14 24 株式会社藤井商会 飼料搬送装置の部品ディスクケーブル及びその製造方法 前橋市



年度 No. 企業名 選定技術 市町村
17 45 正成工業 自動車の燃料制御装置用特殊フィルターの製造技術 甘楽郡甘楽町
14 268 株式会社丸計 高圧冷媒用分岐管装置 邑楽郡大泉町
15 45 株式会社水島鉄工所 鉄蓋の構造 高崎市
15 125 ミツクラテックス株式会社 整列巻線技術 伊勢崎市
19 32 株式会社三富製作所 外筒切削加工 富岡市
15 167 株式会社美原 パイプトランスファープレス加工 桐生市
19 45 有限会社茂木製作所 ステンレス材、ステンレスパイプの３次元精密加工技術 邑楽郡邑楽町
13 77 株式会社茂木体育器 金属（ステンレスなど）の加工技術 高崎市
16 40 株式会社ワイズサイン 看板フレーム（クミコフレーム） 伊勢崎市
15 69 ヨシモトポール株式会社 発電機能を備えた照明柱 藤岡市
22 12 金属技研株式会社群馬工場 HIP装置による粉末焼結､異種金属の拡散結合､精密鋳造品の内部欠陥除去等の処理技術佐波群玉村町
22 26 有限会社福田工業 駐輪機 高崎市
22 59 有限会社金井鉄工所 超精密試作部品の一貫生産技術 桐生市


