
■技術別選定企業一覧（繊維品）
織物  刺繍  染色整理  後加工  繊維工業  衣服・寝具  ニット製品  和装  繊維製品
織物 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

18 15 株式会社青木 ソメット機による１４色糸使用の２m巾ジャカード生地の生産 桐生市
21 44 糸井織物株式会社 ドビー織機による再現可能な先染めグラデーション織物 桐生市
16 54 イヅハラ産業株式会社 織物の段階でスカート等の形状を形成することのできるジャガード織物 桐生市
15 136 今勇織物 藍の栽培から染織製品まで 桐生市
15 106 有限会社ウィーブアンドカンパニー 縫製技術 伊勢崎市
15 141 合資会社おおかわ 炭素繊維の製織技術 桐生市
18 18 織元 毒武織物 レピア織機による広巾伏せ機織物 桐生市
15 144 加栄レース株式会社 経編みにおける綿糸の編織技術 桐生市
12 99 金子織物株式会社 フェザーカット織物の製造技術 桐生市
15 145 金子整経工場 小ロット整経加工 桐生市
14 189 喜多織物工場 搦みジョーゼット 桐生市
14 190 共立織物株式会社 ゴブラン織 桐生市
15 147 桐生整染商事株式会社 天然繊維のエンスイ加工並びに先染服地高級絹織物製造技術 桐生市
15 148 桐生トリコット株式会社 車両シート向け複合材についての裏布技術 桐生市
16 22 腰光産業有限会社 超高密度紗織 桐生市
12 102 小林当織物株式会社 ラクトロン・ジャガード・カット 桐生市
18 55 小林編織株式会社 トリコット及びニット生地の開発・製造 邑楽郡邑楽町
13 114 佐藤機拵研究所 超高速織機用架物製造技術 桐生市
15 9 株式会社ジーコーポレーション ２重ガーゼ織りのストレッチ生地 前橋市
21 7 下島株式会社 多品種繊維素材を用いた織物 伊勢崎市
15 150 周敏織物株式会社 大口ジャカードを使用した紋織物 桐生市
17 更11 白石織物有限会社 手描きローケツ染及びボカシ染 桐生市
14 153 シロテックス株式会社 超広巾ホグシ織物 伊勢崎市
13 13 高橋絹工業株式会社 レピア織機によるヌレヨコ使いの製織 前橋市
14 197 有限会社髙光織物工場 裂織（さきおり） 桐生市
12 107 株式会社土田産業 繊維の消臭化（メタシール加工） 桐生市
14 200 有限会社ツヅキ 和紙を使用したピンタック 桐生市
15 156 株式会社東京アパレル テクニカルピンタック 桐生市
15 160 有限会社蛭間シャーリング ＤＲＥＡＭ ＣＵＴＴＩＮＧ 桐生市
12 92 株式会社ファスター ※平成２１年度に更新されました 伊勢崎市
14 184 株式会社ファブテックス あらゆる天然素材を製織する技術 桐生市
15 163 株式会社堀辰 本銀蒸着糸製織技術 桐生市
18 更7 東レテキスタイル株式会社桐生工場（旧：マツモトテキスタイル株式会社）リジット＋バック複数機能一体生地（ブラジャー用途） 桐生市
18 更8 丸中株式会社 採暖用嵩高織物の製造法 桐生市
14 162 丸山織物 本藍染正絹蚊絣（板〆） 伊勢崎市
14 209 森秀織物株式会社 八丁撚糸機によるお召し織 桐生市
15 169 山龍織物株式会社 銀彩織（ぎんさいおり） 桐生市

刺繍 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

18 16 アトリエ隆亨 シルクリボンヤーンを使用したウェーブ刺繍加工 桐生市
19 更10 有限会社オオカワ刺繍 かんたんセミオーダー刺繍ワッペン 桐生市
18 17 有限会社大邦刺繍所 家紋の刺繍 桐生市
18 19 株式会社笠盛 編み織り刺繍 桐生市
17 57 櫻井刺繍有限会社 生地の穴あけ刺繍技術 桐生市
14 222 株式会社丸進 横振り刺しゅう技術を主に特殊ミシンを使用して作る布絵本 みどり市
15 166 株式会社マルビシ グラフィックプリーツ 桐生市
12 113 村田刺繍所 刺繍布による祝袋の開発 桐生市

染色整理 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

17 更1 株式会社アート 肌にやさしい絹タンパク質加工 桐生市
16 112 藍工房正田 藍・草木を使った桐生伝統絞り染め 桐生市
14 183 株式会社あおい 松煙染（しょうえんぞめ） 桐生市
15 133 朝倉染布株式会社 ストレッチ素材へのインクジェットプリント 桐生市
13 109 泉織物有限会社 絞り染め 桐生市
15 134 伊田繊維株式会社 匹田鹿の子総絞りの機械化 桐生市
15 135 伊藤捺染工場 引き染めボカシ 桐生市
16 更21 株式会社今泉繊維 穴あき加工織物及びその加工方法 桐生市
15 139 有限会社エース染工 複合繊維素材の一浴染色 桐生市
13 115 株式会社ジョーヴィアン メルト・オフ技法 桐生市
15 117 有限会社トーセン 高級レースの高堅牢染色及び風合加工技術 伊勢崎市
18 13 有限会社中村染工場 注染（ちゅうせん）による本染手拭い 高崎市
14 203 野口染色株式会社 マルチカラースペースダイングマシン 桐生市
14 204 萩原染色株式会社 反応染色を仲立ちとする染色とセリシン・フィブロイン付着の同時加工技術 桐生市
13 121 有限会社ホリスレン 高堅牢染色技術 桐生市
16 更30 株式会社松井ニット技研 アクリルラッセルマフラーの特殊加工技術 桐生市
16 更31 山崎染色有限会社 ナイロン織物のかご染めによるセリシン、フィブロイン付着加工 桐生市



後加工 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

18 20 カナイ整染株式会社 カーテンの後加工防炎 桐生市
15 152 株式会社整染ワコー Ｔｗｉｎｆｏｃｕｓ（ツインフォーカス）  桐生市
15 118 ハイテックス協同組合 カーテンの仕上げに光触媒を塗布する後加工技術 伊勢崎市

繊維工業 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 185 今井染色有限会社 セリシン・フィブロイン付着アクリル物品及びポリアミド物品とその製造方法 桐生市
21 更15 カナイ整染株式会社 ポリエステル繊維の難燃加工 桐生市
13 124 株式会社川島 空気保持力に優れた絹繊維の製造方法及び同方法により得られる絹繊維 みどり市
14 191 小池染色有限会社 絹糸に関する機能性加工技術 桐生市
14 52 高陽精練株式会社 絹の酵素練りによるファーメント加工 高崎市
16 19 株式会社長谷国商店 ぐんまシルクの加工 桐生市
13 122 ミツミテニー株式会社 セリシン及びフィブロインの抽出と天然セルロース繊維への付着 桐生市
22 52 株式会社ダイキン 新規リン系難燃剤によるポリエステル繊維製品の難燃化 桐生市
22 更34 有限会社トシテックス 衣料用ニット製品への金属チェーン編み込み 桐生市

衣服・寝具 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

17 62 有限会社鵜生川メリヤス工場 爪先にゴロ付のない二重構造ソックス 伊勢崎市
12 4 有限会社エトワール渡秀 セットアップウェディングドレス 前橋市
13 150 有限会社興亜被服工業所 遠赤外線面状発熱体を使用した制服等の研究開発 館林市
14 237 東京化セン株式会社 縦列構成された嵩高繊維マットと応用製品 太田市
13 155 有限会社富田屋産業 炭粉末の固形化技術 館林市
12 109 株式会社中島メリヤス 改良敷ふとん（マットレス） 桐生市
22 更39 株式会社中島メリヤス 腹臥位用敷き寝具 桐生市
15 176 株式会社ネクスト 小窓用カーテン（イージープリーツ） 太田市
16 12 有限会社平野精練所 セリシン定着した絹わたの寝具 前橋市
16 更10 丸三綿業株式会社 布団及びその製造方法 高崎市
22 更18 丸三綿業株式会社 シルクわたの製造方法及びシルクわた 高崎市
14 208 丸登靴下工業株式会社 インナーソックスタイプ靴下の編成法 桐生市
16 94 株式会社ミタシヨ－ 縫製不要の服を紋織物で作る技術 桐生市
16 29 株式会社安田 バランス固綿 桐生市
22 11 長瀬縫製株式会社 特殊上下送りミシンによる立体縫製 伊勢崎市
22 45 桐生シルク株式会社 シルクのジャガード織物技術 桐生市
22 49 丸幸株式会社 抗菌消臭・制菌・光触媒抗菌効果の極めて高い繊維加工樹脂 太田市
22 更31 イヅハラ産業株式会社 フリル付き織布 桐生市

ニット製品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

13 133 株式会社イノウエ ボーダー柄の編成方法及びそのニット製品 太田市
13 135 株式会社エーディーエス 売り場対応型１点生産システムの構築 太田市
16 41 有限会社エビサワ ホールガーメント、インターシャ 伊勢崎市
15 128 大竹メリヤス株式会社 インターシャ編み 伊勢崎市
15 205 株式会社テラウチ 和紙を原料としたニット製品の開発 太田市
15 194 株式会社ニットイシカワ 高級カシミヤニット 太田市
15 195 蛭川メリヤス株式会社 和紙によるニット製品の開発 太田市
17 更4 有限会社ミラノリブ 繭の染色方法及び染色された生糸製造法・絹編織物 桐生市

和装 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 186 株式会社江雅織物工場 緯錦、経錦、浮経織 桐生市
16 更28 遠伊織物有限会社 大ロジャカードを利用した紋織物のゆかた帯 桐生市
13 113 合資会社後藤 緯錦丸帯（ぬきにしきまるおび） 桐生市
14 194 酒井織物有限会社 高経密度小袋帯 桐生市
16 131 佐啓産業株式会社 緯錦織ひさかたろまん帯 桐生市
13 144 原宿工房 萩原織物工場 本紗経ヨロケ 太田市
19 更2 塙きもの学院 帯と帯の再生方法 前橋市
14 205 平野織物有限会社 櫛かき帯 桐生市
18 31 有限会社ら・ふろーらる 誰でもたった２分で着物美人になれる「やさしい着物」 太田市



繊維製品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

15 187 阿部産業株式会社 茶殻入枕 太田市
12 97 アライデザインシステム有限会社 絵画織 桐生市
12 138 株式会社アルファケアー ネックアクセサリー（ネクタイ、スカーフ、リボン）の設計及び製造 館林市
16 21 株式会社イイヤマ 正絹紋織ネクタイ 桐生市
15 51 碓氷製糸農業協同組合 浴用に使用する、あかすりタオル 安中市
13 111 大木産業有限会社 遠赤外線綿入り膝パット 桐生市
17 71 有限会社大友 オリジナルエプロンの設計・製作 邑楽郡邑楽町
21 56 株式会社金加 タック アンド ジャンプキルト みどり市
14 47 絹小沢株式会社 トルマリン含有絹繊維製品とその製造技術 高崎市
19 更12 株式会社黒澤レース 紐状間仕切りカーテン「ラインビュー」 太田市
12 101 有限会社國産織物工場 蓄光箔を使用したお守り袋 桐生市
19 13 有限会社坂井レース 多機能レースカーテン 太田市
22 更30 有限会社坂井レース 遮熱レースカーテン 太田市
17 更12 親和有限会社 塩縮柄スカーフ みどり市
12 105 株式会社竹村 蓄熱保温性を有する織地 桐生市
14 199 塚本染色合名会社 浴用タオル 桐生市
13 116 有限会社トシテックス 水中での形状保持が容易な炭素繊維濾材 桐生市
16 138 有限会社バースケア 抗菌性足拭きマット 吾妻郡中之条町
12 34 絹街道 セラミックス含有絹糸を用いた機能性シルクニット 高崎市
14 160 平達織物 併用絣技術による絹インテリア製品 伊勢崎市
21 更7 株式会社ファスター 金属鍍金糸を含有する複合糸及び経編地 伊勢崎市
12 112 フジレース株式会社 レース編（ラッセル横糸押入機）技術を生かした和紙ブラインド 桐生市
13 81 有限会社繭家 皮膚摩擦用具（絹のパフ） 富岡市
14 219 有限会社ミヤマ全織 ボディータオルの製造技術 みどり市
22 更23 丸中株式会社 マイクロイフェクト加工を利用した宝石染ショール 桐生市


