
■技術別選定企業一覧（プラスチック・ゴム）
プラスチック製品  発泡・強化プラ製品  生分解性プラ  プラ成形・加工  ゴム製品  表面処理・塗装  環境関連
プラスチック製品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

21 5 有限会社アトム設計 低温から高温まで形状を変えず、強度・気密性を保つ特注コンテナの製造技術 伊勢崎市
13 65 株式会社一倉製作所 キャップの内ネジ製品を内ピンゲート方式で製作 北群馬郡榛東村
15 78 株式会社大塚プラスチック工業 射出成形品のＮＣ加工技術 富岡市
15 79 有限会社岡田樹脂工業 ビニール袋結束器具「Ｐ．クリップ」 富岡市
14 94 株式会社金沢化成 一体成形によるメイクアップ用アプリケータの製造技術 安中市
12 8 三和化工株式会社 気流制御弁の一体成形 前橋市
14 134 三和化成工業株式会社 止め具付の改良型結束バンド 甘楽郡下仁田町
22 更21 三和化成工業株式会社 往復型結束バンド 甘楽郡下仁田町
13 153 株式会社秀和 １００％リサイクル可能なプラスチック段ボール製ケース製造技術 館林市
15 84 有限会社瀬間製作所 プラスチック樹脂の精密切削加工技術 富岡市
13 79 有限会社土屋合成 高精度プラスチック製ギヤの加工技術 富岡市
15 110 デンカ化工株式会社 低発塵高強度導電性プラスチックシート 伊勢崎市
21 67 株式会社藤井商会 ＥＣＯ ＣＵＰ（ヒーターを使用しない、凍結しにくい家畜用飲水カップ） 前橋市
15 72 株式会社プラクト ポリテトラフルオロエチレン粉末の放射線による改質技術 高崎市
14 75 三喜産業株式会社 フューエルモジュールのプラスチックシール技術 高崎市
13 99 三立応用化工株式会社 真空モールド 伊勢崎市
14 217 株式会社モリシタ 残留歪の少ない成形品 太田市
15 173 株式会社ワイヤーコンパウンド スギ皮とポリプロピレンを利用した擬木の製造技術 桐生市
22 21 バンドープラスチック工業株式会社 天然抗菌剤入りプラスチック成形 伊勢崎市
22 更14 川上産業株式会社 デカボカパッチ(ＴＭ) 高崎市

発泡・強化プラスチック製品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

15 181 赤城産業株式会社 サポート（アンカーボルトの芯出しをする支持具） みどり市
13 1 旭化成株式会社 発泡スチロールの表面皮膜成形技術 前橋市
15 24 安全基材株式会社 二重構造によるＦＲＰプランター 高崎市
17 53 株式会社今井化成 独創的な風力発電装置の構造物（流線型ダクト）をＦＲＰ成形で作る 甘楽郡下仁田町
15 206 株式会社江川化成 ポリウレタンの塗布工法によるＦＲＰ製品の代替 太田市
17 20 川上産業株式会社 合成樹脂製中空板・気泡ボード「プラパール」 高崎市
13 54 株式会社クリエイト ＦＲＰライニング 高崎市
17 14 タジマクリエイト ＦＲＰ成形技術 安中市

生分解性プラスチック 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

17 37 有限会社恒星社 生分解性樹脂の成型技術 富岡市
16 130 株式会社昭和通商 生分解性プラスチック成形物 沼田市
17 7 大洋化成株式会社 生分解性プラスチックの成形品 高崎市
14 91 有限会社高橋製作所 農産物のネット包装留め具「パチパチ君」 高崎市
20 6 株式会社ピーエルエム バイオマスプラスチックの金型及び成形技術 桐生市
13 41 有限会社朋央 生分解性プラスチックを使用した骨壷 安中市

プラスチック成形・加工 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

18 42 有限会社イシノ 大型樹脂ボードの切削加工 安中市
14 224 植木プラスチック株式会社 プラスチック板の枠フリー真空成型法 太田市
16 71 有限会社浦野プラスチック 精密インサート成形技術（バーコード読み取り機用ボビン） 富岡市
20 39 太田刃型工業株式会社 精密加工用ビク型（トムソン型）の設計・製造 邑楽郡邑楽町
16 更19 株式会社大西ライト工業所 ＭＩＭ 金属粉末射出成型焼結法による機械部品製造技術 伊勢崎市
19 43 株式会社オガミ 多層インサート成形技術 邑楽郡千代田町
16 136 広洋技研株式会社 プラスチック管の突合せ融着方法及び装置 北群馬郡榛東村
14 55 株式会社小林製作所 スーパーエンプラの成形と応用する生産技術 高崎市
14 232 株式会社サイテックス 複合射出成形加工技術 太田市
18 38 有限会社桜井製作所 樹脂金型にガス抜き穴を設けて成形表面の荒れや成形不良を防ぐ技術 富岡市
14 212 株式会社三景 金型製作及び製品製作（プラスチック等） 桐生市
19 48 株式会社椎名製作所 プラスチック２色成形の生産技術 館林市
17 41 株式会社柴田合成 ウェルドレス成形の基本システム 甘楽郡甘楽町
15 52 株式会社ジュンコーポレイション ガスインジェクションにおける製品内壁面を美しく仕上げる技術 安中市
13 163 大幸化成株式会社 ガスアシスト射出成形技術 邑楽郡明和町
13 164 大幸精密成型株式会社 極薄肉プラスチック製品射出成型技術 邑楽郡明和町
19 29 株式会社高田製作所 スーパーエンプラ使用による精密成形技術 富岡市
18 49 有限会社高橋製作所 光造形および粉末造形 甘楽郡甘楽町
17 74 有限会社タテック 透明度が高く、反りの少ないプラスチック成形品の製造工法 邑楽郡邑楽町
16 134 株式会社トネガワ メタセン樹脂を用いた成型加工 太田市
18 40 富岡飯塚電気株式会社 スーパーエンプラ材への精密機械加工技術 富岡市
20 更8 株式会社ニューケミカル バキュームバックオーブン成形技術 富岡市
19 40 星合成株式会社 特殊樹脂材料の射出成形加工技術（金型・製品） 甘楽郡甘楽町
13 76 有限会社丸隆製販 三種五層共押出成形 高崎市
12 115 株式会社梁瀬産業社 高再現精度を可能にした弱溶着二色成形と高精度を実現した薄膜ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾞﾛｰ成形 桐生市
18 58 有限会社山崎化工 樹脂射出成型部品の総合生産技術 邑楽郡邑楽町
20 35 株式会社横山樹脂工業 大型射出樹脂成型品の製造技術 邑楽郡邑楽町
14 78 株式会社ヨシカワ 小穴精密加工 高崎市
14 166 株式会社渡辺アートブロー 中空成形技術 伊勢崎市



年度 No. 企業名 選定技術 市町村
22 9 株式会社平成商事 廃プラスチック製プランター（くさらんぞうシリーズ・花咲造） 伊勢崎市
22 27 有限会社吉井電子工業 成形金型内カット工法(ＧＴ法) 富岡市
22 29 株式会社協和 射出成形品の表面を非接触により加熱処理することを特徴とする射出成形品の表面改質方法(略名 ＢＬＴ処理) 高崎市
22 58 株式会社吉田製作所 ガス抜き改善における金型技術 太田市
22 更20 有限会社岡田樹脂工業 マルチサイドカーブ・ボード 富岡市

ゴム製品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

13 28 株式会社イービーシステム 高純度前加硫天然ゴムラテックス製造システム 高崎市
14 211 株式会社エクセル製作所 ＭＥＳ－エクスチェンジ成形法 桐生市
15 28 川島工業株式会社 給紙用ゴムローラー表面研磨加工 高崎市
20 4 群馬レジン 塩化ビニル製抗菌ボール 高崎市
18 更4 ＣＲＫ株式会社 熱膨張性耐火ゴム製品 高崎市
14 60 株式会社シグマ技研 穴があいても漏れない自己修復シート 高崎市
17 更3 有限会社スクラッチ Ｌ－ＲＴＭ成形法及び型開発 伊勢崎市
16 更15 有限会社藤岡化学工業所 多機能ゴム栓・ゴムキャップの製造技術 藤岡市
14 241 富士ゴム工業株式会社 自動車用ゴム・プラスチック製品の製造技術 太田市
19 3 株式会社プログレス 硬質ゴムの高精度研磨加工技術 高崎市
20 更12 株式会社プロト技研 ウレタン成形品の製造方法 邑楽郡大泉町
19 15 株式会社正英 自動車シート等のウレタン造形モデル製作 太田市

表面処理・塗装 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

16 更25 オーラ産業株式会社 自然にやさしい銀鏡塗装 邑楽郡邑楽町
15 54 川添工業株式会社 無電解メッキ法による電磁波シールド塗装 渋川市
16 50 株式会社ケイ・エム・ケイ 樹脂素材の着色ハーフミラー表面処理技術 佐波郡玉村町
14 81 東邦工業株式会社 超光沢塗装技術 安中市
18 更6 株式会社萬年 クロームメッキ代替表面処理技術の量産工法 高崎市

環境関連 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

16 更4 吾嬬ゴム工業株式会社 ＡＺラバージョイント（下水道マンホール用耐震性継ぎ手） 藤岡市
13 22 三原興産株式会社 廃プラスチックの再生製品化（再生側溝蓋） 前橋市


