
■技術別選定企業一覧（その他）
生活用品・雑貨  業務・事務用品  運動用具・楽器  ガラス製品  環境関連
生活用品・雑貨 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

15 1 アインテック株式会社 紫外線を出さない照明 前橋市
20 12 有限会社アライ・ラボ 管球式M-OTLステレオパワーアンプ 伊勢崎市
19 更14 石長 冠型耐震付エアサイクル墓石 沼田市
16 72 石橋石材店 墓用鈴（リン）装置 邑楽郡板倉町
15 47 有限会社菊屋小幡花火店 打揚花火 高崎市
12 91 エア・ウォーター・ゾル株式会社 環境にやさしく安定した噴霧のエアゾールシステム 伊勢崎市
12 27 研栄工業株式会社 吸汗パット 高崎市
13 140 コーワソニア株式会社 錠装置 太田市
12 77 後藤ガット有限会社 弦楽器用糸巻具 伊勢崎市
12 89 株式会社サーメル セルフリクライニング機構 伊勢崎市
15 33 株式会社三美堂 海泥の高温焼成技術 高崎市
15 10 有限会社ジョイライフ 薬剤または健康補助食品用の保持具 前橋市
15 208 株式会社スナガ ボート製作 邑楽郡明和町
14 258 有限会社髙橋塗装工業所 カーエアコン及びルームエアコン用マイナスイオン発生器具 太田市
16 43 ドーゼン株式会社 大理石の粉末に顔料を染み込ませて石化する技術 藤岡市
12 129 中富工業株式会社 循環式トイレ浄化槽を用いた水洗式トイレの節水システム 太田市
14 180 有限会社ナック 釣具のリール 佐波郡玉村町
21 31 株式会社日本テクノロジー 食用油の酸化抑制方法とその装置 藤岡市
17 5 人形の島久 桐塑胡粉本束帯雛（前橋雛） 前橋市
21 3 有限会社ハーティーバルーン バルーンドレス 前橋市
19 更9 株式会社ビー・エヌ 箔＆ラバーコラボレーションシール ストーン付 桐生市
20 更10 プライム・デルタ株式会社 エッセンシャルオイルの「ちから」を活かした基礎化粧品及び入浴剤 北群馬郡吉岡町
15 15 株式会社プランニング デジタルアルバム 前橋市
15 162 星野エコバランス株式会社 ガーデニンググッズ（フラワーポット・プランター・敷石等） 桐生市
14 142 丸山製作所 鉄道模型製作技術 沼田市
12 53 宮川梱包運輸株式会社 強化ダンボール製ポータブル便器 前橋市
16 83 明光オーディオサロン 読経装置 渋川市
14 253 有限会社モガ企画 パーマネント用ロッド及びコーム 館林市
14 106 有限会社やまと花火 群馬 線香花火「ひかりなでしこ」 北群馬郡吉岡町
12 65 有限会社山本農場 拭き具の製造方法（スポンジ状こんにゃく複合体） 富岡市
18 更16 有限会社有美 印刷技術による粘着剤を有した着脱自在の造型プリント みどり市
15 17 ルアン株式会社 繊維の染色方法及び容器の内蓋二重構造 前橋市
15 18 株式会社脇谷 ドッグハウス （Ｄ－ｈｏｕｓｅ） 前橋市
22 14 株式会社青沼貴金属店 七宝製ジュエリー 渋川市
22 23 株式会社東京ソーイングカーテン 新開発「はずせるカーテン」とそれに付随する特殊カーテンフックの開発 前橋市
22 36 光工芸有限会社 エコ紙材のデザイン家具 沼田市

業務・事務用品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

18 51 井沢工業株式会社 利便性が高く、使用に際して安全なファイル綴じ具 佐波郡玉村町
14 228 岡田工業株式会社 搬送用パレット及びラック 太田市
16 28 関東ロックウール株式会社 ケーブル管用耐火防護装置およびケーブル管の耐火防護工法（クイックガード工法） 高崎市
12 140 株式会社コーセンドー マウスパット 館林市
16 7 株式会社コンタクト カプセルオフィス・カプセルショップ（メディア情報ショップ） 前橋市
12 51 サラフジ株式会社 大量荷物の搬入方法及び搬入システム 北群馬郡榛東村
19 50 清水印刷紙工株式会社 水なしＵＶ超高精細印刷（環境にやさしい水なし印刷＋α） 邑楽郡邑楽町
13 61 株式会社大洋 転写印刷（転写用シート及び転写方法） 渋川市
14 236 地域計画株式会社 インターネット放送システムを活用した公共事業モニタリング・システム 太田市
17 更2 株式会社トヨダプロダクツ 携行用浄水器９１１型 桐生市
15 39 株式会社浜田屋 コンニャクを原料としたバインダーの加工技術 高崎市
14 175 北辰機材株式会社 コンテナーよりの荷役作業を楽にした簡易型組み立てスロープ 伊勢崎市
13 20 増田煉瓦株式会社 ピザ窯 前橋市
15 87 株式会社マルイ物産 園芸用作業台 富岡市
16 32 横浜スレート工業株式会社 波形スレート製造法 邑楽郡千代田町
12 116 株式会社吉美 カラーファイア・かがり火・ガストーチ・ガス燈 桐生市
16 更12 ライト企画株式会社 ゲーム機台枠のモジュール及び複合化システム 高崎市
13 147 ライフ工業株式会社 角形密閉容器（BOX21） 太田市
22 1 アメニティ 衛生器清掃具及び衛生器清掃技術 前橋市



運動用具・楽器 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

21 34 有限会社アプリ イングリッシュハンドベル 富岡市
12 57 エース電子工業株式会社 球技用ゴルフポスト「シグナルカップ」 富岡市
12 12 大永ドリーム株式会社 滑り台およびその製造装置 前橋市
16 67 株式会社高崎義肢 脊髄損傷による両下肢麻痺用装具 高崎市
16 更14 株式会社GMタイセー ゴルフ練習場用自動ティーアップマシーン 藤岡市
12 68 手久野太鼓有限会社 ロープを樹脂とＦＲＰで形成した宮太鼓 沼田市
16 133 株式会社長尾 設置工事不要の転倒予防手摺「マイライフ・バー」 太田市
21 15 株式会社ＨＡＭＡ Ｒ＆Ｄ スキー用非対称型プレート 高崎市
14 28 三ツ葉楽器株式会社 ウクレレの製造技術 前橋市
21 19 株式会社山川製作所 テニス練習機・卓球練習機 高崎市
18 29 ヤマト発動機株式会社 木製競艇用ボート 太田市

ガラス製品 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

20 更5 有限会社アイ・ディ 露取りガラス 太田市
12 50 有限会社キララ ガラスモザイク造形物とその製造方法 北群馬郡榛東村
13 88 上越クリスタル硝子株式会社 宙吹成形 利根郡みなかみ町
14 198 株式会社田尻 アルゴンガス標準充填ペアガラス製造技術 桐生市
14 11 日本板硝子関東販売株式会社 群馬事業所 多機能を揃えたオリジナルアルミアダプター 前橋市
12 52 株式会社ハルナグラス カラー硬質耐熱の調合・熔解と成型技術・商品群 北群馬郡榛東村

環境関連 
年度 No. 企業名 選定技術 市町村

14 147 有限会社内田環境エンジニアリング 焼却炉 伊勢崎市
14 7 有限会社エコネット・ユアーズ(夢ネット) 木質バイオマスの炭化方法 前橋市
21 16 株式会社エコ・マテリアル 電気分解精錬法 高崎市
13 3 カースチール株式会社 フロン分解物の建築用粉末素材としての再資源化技術 前橋市
19 36 有限会社北メン 汚泥処理方法および汚泥処理システム 北群馬郡榛東村
17 3 木戸株式会社 簡易汚泥脱水装置（らくちんバッグ） 前橋市
16 127 クリーンフォレスト株式会社 業務用生ごみ消化システム（イートボックス） 吾妻郡東吾妻町
19 47 有限会社群馬フィルター バグフィルターの製造技術 邑楽郡邑楽町
16 17 株式会社五洋 膜構造による浄化処理プラントの容器製造と保安機能 沼田市
15 171 アマナス真和株式会社 浄化装置（きじむなー） 桐生市
16 105 中村化成工業株式会社 金属部品付プラスチック製品のリサイクル加工技術 太田市
19 更4 株式会社ナリヒラ 植物活性液 高崎市
17 21 有限会社日本システムサポート バイオディーゼル燃料の製造方法とその提供 佐波郡玉村町
13 85 株式会社ハタフジコーポレーション ヘドロクリンとラインミキサー工法 吾妻郡東吾妻町
16 126 有限会社原技研工業 水処理装置 前橋市
16 121 有限会社ビー・テップ ドレン水ろ過リサイクル装置 「Ａ－７２５」 太田市
14 112 株式会社フセコー 繊維くず、廃材木処理技術 藤岡市
14 103 株式会社明輪 ゴム組成物のゼロエミッション化を図る活性炭製造技術 渋川市
14 32 夢工房 椎茸廃菌床を利用した空気清浄器「炭っ子クリーン」 前橋市
13 95 有限会社渡辺油脂工業所 油の再利用技術 伊勢崎市
22 38 有限会社半藤油脂 廃食用油の資源循環型リサイクルシステム 太田市
22 54 株式会社G.L.S 長石（貴陽石）を使ったミネラル活水化技術 太田市
22 60 有限会社古河産業 フォレストマット（桐生グリーンマット）・フォレストエコマット 太田市
22 更29 シンコー技研株式会社 人と環境にやさしい高機能電解水 太田市


