
■技術別選定企業一覧（電気機械器具）
産業用電気機械  情報通信器具  照明器具  一般電気機械  電子部品
産業用電気機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

13 27 株式会社アドテックス 新自動制御理論「ＮＡＣＳ」を用いた温度制御装置 高崎市
19 17 アトリエメック株式会社 高機能、低価格の工場内ネットワークシステム「メックリンケージシステム」 太田市
12 98 株式会社石田製作所 ダブルクロスフロー型風力発電機 桐生市
15 76 株式会社栄光製作所 梱包材成型光誘導システム 富岡市
15 116 岡部工業株式会社 一貫生産（設計・部品加工・溶接・組立）の変種変量生産に対する管理技術 伊勢崎市
13 29 株式会社沖情報システムズ リサーマルシステム 高崎市
14 177 株式会社海洋テクノ デマンドコントローラ 佐波郡玉村町
13 30 クシダ工業株式会社 主機能分散型集中監視制御システム（IDI-System40） 高崎市
21 68 株式会社 三和 炭素鋼材を接合する抵抗溶接機の溶接条件自動制御システム 前橋市
15 123 株式会社翔栄 タッチパネルの製造方法 伊勢崎市
13 34 株式会社神明電気 産業機械制御盤製造技術 高崎市
16 56 高橋電機工業株式会社 メッキ後処理装置及びその方法（特許第2546607号） 富岡市
15 92 株式会社登喜和製作所 導体加工の技術 甘楽郡甘楽町
21 65 特殊電装株式会社 ブラシレスモーターの精密制御(等速、可変速、正逆転等) 邑楽郡邑楽町
14 71 株式会社中島電機製作所 中島式配電線用故障区間自動検出装置 高崎市
18 34 有限会社ニッポ渋川 ポテンションメーターを使用した車載用コントロールBOX 渋川市
16 100 八光冷熱工業株式会社 ポリウレタン発泡技術を利用したプレハブ冷凍、冷蔵庫 伊勢崎市
12 142 株式会社松村機械製作所 小型風力発電機「ＭＷＧ－５０」 太田市
15 113 株式会社丸新 板金加工の三次元化 伊勢崎市
19 14 株式会社ヤマザキテクノ エアー差圧検出による自動車部品の漏洩検査 太田市
14 254 株式会社ワークジョイ 高速ピッキングシステム 館林市
22 24 株式会社MARS COMPANY ＮＴＰシステム搭載 電磁場冷蔵装置『蔵番』 高崎市
22 34 有限会社滝沢電気工事 温泉湯揚上システム 吾妻郡嬬恋村
22 40 株式会社ワークステーション ３次元曲面における表面処理層へのレーザー剥離加工装置 太田市

情報通信器具 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

15 104 有限会社オフィスアベ 画像処理技術 利根郡みなかみ町
14 44 有限会社オムニテック 簡易バンドスコープアダプター 高崎市
14 9 金井電器産業株式会社 キートップのＵＶ樹脂によるオーバーコート技術 前橋市
14 46 ギガテック株式会社 移動体通信基地局用パワーアンプの設計・開発・製造技術 高崎市
12 62 株式会社進共 安否通報システム 富岡市
16 5 株式会社ディシーアール ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ動画映像広告遠隔制御配信装置（大型ﾌﾟﾗｽﾞﾏ画面への動画映像配信ｼｽﾃﾑ（D.C.R）） 高崎市
12 82 東京パーツ工業株式会社 移動体通信装置の無音報知手段としての扁平コアレス振動モータ 伊勢崎市
15 14 日本テクノ株式会社 電話会議装置 前橋市
17 10 株式会社フロントフューチャー 無線伝送装置 高崎市
14 128 株式会社無限 携帯電話通報装置 富岡市
13 58 有限会社メディアック 高速並列コンピュータの製造技術 高崎市
22 更8 杉原エス・イー・アイ株式会社 アクティブ型ＲＦＩＤ（ワイヤレスセンサーネットワーク） 伊勢崎市

照明器具 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

12 2 アサヒライズ株式会社 自動車用前照灯の放電管用口金 前橋市
16 85 井上産業株式会社 高効率産業用照明機器「スーパーライト」 高崎市
21 27 株式会社 小野製作所 ランプ､カール加工技術 高崎市
16 更32 群馬電機株式会社 広告照明装置 みどり市
13 98 サンデン電装株式会社 自転車用照明装置 伊勢崎市
14 63 上越電子工業株式会社 光の透過と発光量のバランスの取れたシリコンゴムを用いた表示装置 高崎市
13 12 株式会社太閤産業 葬祭用照明装置 前橋市
16 更3 デスパック株式会社 ソーラー硝子平板 渋川市
21 40 株式会社 プラテック ＬＥＤ光源による街路灯及び防犯灯 吾妻郡東吾妻町
13 171 株式会社ライフエレックス 電球塗膜形成技術（自動車用着色電球の製造技術） 邑楽郡邑楽町
22 25 株式会社トステック プライバシー保護機能付きカメラ一体型防犯灯『ｅ自警灯』 高崎市
22 50 株式会社彦部科学 イトマキシェード 桐生市



一般電気機械 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

21 更11 株式会社アールシーエス 遠赤外線暖房機 藤岡市
12 122 株式会社アイ・エス・ティ 自動ドア駆動装置 桐生市
22 更26 株式会社アイ・エス・ティ 開き戸用後付型自動ドア“かいへい君３” 桐生市
16 86 株式会社アステック マイコンを使用した電子機器の開発、設計に関する技術 伊勢崎市
14 223 株式会社インターシェアードジャパン 非接触型ＩＤ認証システム 太田市
20 5 株式会社ＷＩＮ 「携帯電話によるＡＴＭ振り込め詐欺抑止装置」 桐生市
12 24 株式会社開青通商 面状サーモセンサー機能を兼ね備えた壁掛け式暖房パネル 高崎市
20 10 関東冷熱工業株式会社 業務用温蔵庫ホットウォーマー 伊勢崎市
18 54 有限会社小島プレス製作所 列車信号機用継電器の開発・製造 邑楽郡邑楽町
14 231 小波株式会社 天井埋め込み型エアコンの昇降グリル 太田市
14 132 株式会社シマダ製作所 人工耳介による集音装置 富岡市
21 23 株式会社 スカワ 素早く部屋を暖めるデュアルコイル床暖房 高崎市
16 更18 株式会社連取電機製作所 ハンダ再生装置「ドロスハンダリュー」 伊勢崎市
21 47 株式会社タイホープロダクト 太線径トロイダルコイル巻線作業の機械化 太田市
15 63 有限会社東亜電機工業所 シーズヒータの製造技術 藤岡市
21 28 株式会社トクデンプロセル 極細線から平角線のコイル巻線加工技術 高崎市
16 111 日本省力機株式会社 省エネを目的としたインバーター自動運転の電源制御盤 邑楽郡邑楽町
20 8 Ｐ・Ｉ・Ａシセイドー パーフェクトフォトシステム 伊勢崎市
14 73 株式会社プリモテック 媒体真贋判別装置 高崎市
15 68 株式会社山﨑 医療用具・家庭用温熱治療器 藤岡市
12 93 レンコー電機株式会社 多目的監視システム「まもるべー」 伊勢崎市
19 更13 株式会社ワーテックス 防水ワンセグ対応液晶テレビ 太田市

電子部品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

12 66 アイ・フィールド有限会社 ツルグレン装置（土壌動物抽出装置） 甘楽郡甘楽町
20 更1 赤城電子株式会社 高密度混載実装技術 前橋市
20 更11 赤城機械工業株式会社 機能性ＵＳＢメモリの製造技術 邑楽郡大泉町
14 2 アドバン電子有限会社 各種マイコン応用機器の設計、製造技術 前橋市
14 144 石坂電器株式会社 電磁コイルの製造方法 伊勢崎市
14 79 株式会社エムワイテクノ アナログ信号増幅器と温度センサー 安中市
15 91 甘楽金属工業株式会社 ヘッドアダプターのノイズ防止機構 甘楽郡甘楽町
12 60 株式会社コスモインダストリー 高周波同軸コネクタ 富岡市
16 122 株式会社佐藤電子製作所 ハーネスチェッカ用アダプタの製造技術 富岡市
13 102 株式会社三泉 樹脂一体型リニアモータ駆動コイル 伊勢崎市
19 18 システムテック株式会社 半導体キャリアテープ検査装置 太田市
12 80 杉原エス・イー・アイ株式会社 統合生産管理システム（電子部品装着技術） 伊勢崎市
14 136 株式会社タナカ精機 アンテナ製造技術 甘楽郡甘楽町
20 更3 ツバメ無線株式会社 薄型スリップリング 前橋市
13 166 株式会社特電大泉製作所 情報・医用・エネルギー機器における高密度実装技術 邑楽郡大泉町
19 6 株式会社仲池技研 アンテナ及び関連部品の製造技術 高崎市
13 167 株式会社日東電機製作所 デマンド監視制御技術 邑楽郡大泉町
18 更14 日本精密測器株式会社 ＩＲ（赤外線）カットフィルター付 電動絞り 渋川市
16 更6 株式会社日本パルス技術研究所 ハードディスクの破壊装置 伊勢崎市
18 更15 ポニー電機株式会社 高効率リアクトル・トランスの開発 藤岡市
14 127 株式会社松金 超小型接続部品の製造技術 富岡市
22 更22 株式会社松金 微弱電流，超小型、小形単頭プラグの製造技術 富岡市
19 7 株式会社ミヤマ電子 高密度半田付配線技術 桐生市
13 24 株式会社明清産業 スピーカー及びスピーカー用モジュール化部品 前橋市
14 82 株式会社ユー・コーポレーション 表示機能付きメンブレンスイッチ 安中市
22 10 株式会社三光光学 光学ガラスの高平行・高平坦度の研磨加工技術 伊勢崎市


