
■技術別選定企業一覧（建設・建築）
建設  建築  環境関連
建設 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

13 64 株式会社赤城商会 環境保全型ブロック（Ｇ・Ｐ・Ｗ）とその施行方法 渋川市
15 97 有限会社赤城総業 防振ライトガイド 沼田市
12 39 磯貝建材株式会社 ＬＬ T-25側溝（ロング・ローコスト） 安中市
19 更3 エスビック株式会社 環境配慮型インターロッキングブロック「エコインター」 高崎市
15 143 有限会社オカベ 河川の擁壁 桐生市
12 5 株式会社カイエーテクノ プレキャストＲＣ部材接合材料「ＫＴジョイント」 前橋市
15 55 関東水力工事株式会社 水力発電所工事業における発電機組立技術 渋川市
17 28 関東ミネラル工業株式会社 特殊路面補修材「パーマ・パッチ」の製造 吾妻郡東吾妻町
13 78 群一建設株式会社 特殊作業を可能にした油圧ショベルのブーム機構 多野郡神流町
14 13 株式会社群馬環境サービス マンホール対地下埋設管連結用プレキャストコンクリート及びその成形型 前橋市
14 50 群馬建材株式会社 ラップブロック（環境保全型ブロック） 高崎市
18 1 小林工業株式会社 ウッドチップ平板「クール上手」 前橋市
14 62 株式会社しみづ農園 カセット式立体花壇「フラワーオブジェ」 高崎市
15 58 上毛緑産工業株式会社 下水汚泥、浄水場発生土、木くず等を主原料にした「緑化基盤材ネオソイルＳ」 北群馬郡吉岡町
13 8 新東間知工業株式会社 自然石等を前面に保持した植生ブロック（プランターロック） 前橋市
12 11 末広産業株式会社 スリップフォーム工法トータルシステム技術「イーシーフレーム」 前橋市
12 42 大同ブロック製造株式会社 環境保全型擁壁用ブロック 安中市
13 107 宝産業株式会社 Ｌ型溝蓋 佐波郡玉村町
19 4 株式会社奈良 ＮＲ４８６マグナム 高崎市
15 95 坂東コンクリート工業株式会社 環境保全型ブロック「ナチュロック」 吾妻郡東吾妻町
19 41 株式会社前田設備 ４要素感知貯湯式融雪工法 利根郡みなかみ町
12 19 マチダコーポレーション株式会社 コンクリート擁壁ブロック、擁壁、及びその構成方法 前橋市
14 74 株式会社マルイシ オルビンソル（リサイクルによって生まれた発泡骨材） 高崎市
16 47 株式会社萬水 真空保温式二重管 富岡市
14 105 三国コンクリート工業株式会社 中央分離帯一体型「Ｌ５Ｗ」 北群馬郡榛東村
12 135 株式会社ユニテック ダンプカーの積荷排出機構 太田市
16 58 渡辺建設株式会社 土砂用バケット 吾妻郡嬬恋村

建築 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

13 69 株式会社相上産業 ベンリモルタル 藤岡市
22 更19 株式会社相上産業 屋根材プレカット 藤岡市
13 130 株式会社阿左美建設工業 遮音・保温・結露防止パネル みどり市
16 123 株式会社アライ 内壁下地材（やすらぎ） 高崎市
16 2 株式会社イ－・エイチ・エス・ホーム 地下室の防湿構造用部品（廻り縁：デルタＰＴプロファイル） 高崎市
12 44 有限会社石田工務店 真壁専用埋め込み式木痩せ締め直し金具 高崎市
14 41 株式会社ウェルテクノ 異形鉄筋継手の半自動エンクローズ溶接用治具 高崎市
16 49 ウエルド工業株式会社 敷地や条件に合わせてオーダーメイド対応するカーポート・ガレージ 太田市
12 85 株式会社エスアンドエス 綿及び綿糸への液体セラミック加工（ヘルスパット綿） 伊勢崎市
15 153 エンタープライズセキヤ 固定金具 桐生市
19 9 大美賀木材株式会社 金物・プレカット工法 伊勢崎市
15 80 有限会社尾高工業 打放しコンクリートの立体感ある表面意匠性を持ったプラスターボード 富岡市
18 32 株式会社オリエント 建築用部材 沼田市
14 56 株式会社カリダ 温水式床暖房パネル 高崎市
15 61 有限会社神田屋根工事 太陽光発電モジュール取付用パネル 藤岡市
13 67 クリタ建設株式会社 建具用手すり 北群馬郡吉岡町
14 230 株式会社群馬断熱 建材用断熱パネル 太田市
14 54 有限会社コグレ・コーポレーション イオクロス（壁紙に天然希元素鉱物混入） 高崎市
18 更13 株式会社駒匠 蓄熱式温風床暖房システム 館林市
13 63 株式会社上武資機材 住宅等の基礎用型枠パネル 渋川市
14 246 数寄清計画研究所株式会社 合理汎用的ログジョイント 館林市
15 12 有限会社スミヤ 連続重軽量鋼土台と取付部品 前橋市
15 103 株式会社関工務所 県産材の間伐材を利用したオリジナルログハウスキット 利根郡川場村
15 36 株式会社積商 段板部とけ込み部が一体となった階段部品 高崎市
20 24 株式会社ＴＡＫＡ 乾式遮音ニ重床 沼田市
16 更7 たてぬま建設株式会社 地震等災害時における緊急用直結式貯水装置（ＳＴ－２００Ｌ） 桐生市
12 72 株式会社中央ハウス 木造組立ハウス「まんたご」 利根郡川場村
14 140 司コーポレーション株式会社 外断熱工法用部材 沼田市
17 23 株式会社テクノアウター 化粧集水桝 沼田市
17 67 東都積水株式会社太田工場 エコ桟木 太田市
18 2 トキワコンクリート工業株式会社 ワイドブロックとその製造技術 前橋市
14 68 株式会社研屋 床板ブロック、その製造装置及び製造方法 高崎市
18 更5 悳栄建設株式会社 建築用積層パネルとそれを利用した建築構造 高崎市
19 更5 西澤工業株式会社 「ヒナクリーム」型紙・カットシール 唐草模様浮き出し 高崎市
15 180 株式会社ニッショー ベランダ防水ユニット・防音・耐火仕様 みどり市
12 70 有限会社沼田製作所 ステンレス箔建材加工システムの開発 沼田市
14 22 株式会社蜂巣鉄工所 Ｃ型鋼連結金物「ピースケ」 前橋市
14 213 株式会社ハラホーム群馬 ＲＭ工法における接合金具 桐生市
14 260 ベスト資材株式会社 サイディングおよび外回り化粧部材等の接合構造 太田市
17 22 株式会社ホリグチ 胴縁専用ＨＩＳピース（取付金具） 渋川市



年度 No. 企業名 選定技術 市町村
14 251 有限会社前澤製作所 床束（ゆかつか） 館林市
16 31 丸喜製材有限会社 １２ｍ長材加工機及びモルダーによる製品加工 高崎市
14 170 株式会社三木製作所 連結具を用いた組立家具・間仕切壁パネル 伊勢崎市
17 27 有限会社ミック 旋回式・横移動式駐車装置 吾妻郡東吾妻町

環境関連 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

17 29 有限会社５３０の会 一般廃棄物（プラスチック類）を用いたプラスチック再生建材の製造 吾妻郡中之条町
17 更9 株式会社髙特 壁面・のり面に設置する植栽プランター 渋川市
19 更6 有限会社林造園 屋上緑化 高崎市
18 更3 有限会社フジエイ 瓦材を利用したオールリサイクル製品 前橋市
22 2 株式会社黒岩測量設計事務所 半水石膏を用いた現地発生土の土質改良による再利用技術 前橋市


