
R4.7.28現在

企業又は団体名 所在地 JISQ9100認証
1 ＲＰ東プラ株式会社（開発センター） 太田市

2 株式会社ＩＨＩエアロスペース（富岡事業所） 富岡市 ○

3 有限会社アイエンジニアリング 伊勢崎市

4 アイテック株式会社 太田市

5 アイ・プランニング株式会社 桐生市

6 愛和電子株式会社 みどり市

7 株式会社浅野 伊勢崎市 ○

8 浅見工業株式会社 渋川市

9 株式会社アミイダ 太田市

10 株式会社雨宮製作所 伊勢崎市

11 株式会社綾部製作所 高崎市

12 新井ハガネ株式会社（太田事業所） 太田市

13 株式会社アリギス 前橋市

14 有限会社池一製作所 富岡市

15 株式会社石川エナジーリサーチ 太田市

16 有限会社石川鉄工所 太田市

17 石坂電器株式会社 伊勢崎市

18 株式会社市川工業所 高崎市

19 株式会社市川鉄工 みどり市

20 株式会社一倉製作所 北群馬郡榛東村

21 一場機械有限会社 吾妻郡中之条町

22 株式会社岩﨑製作所 富岡市

23 株式会社ウイング 埼玉県川越市

24 植木プラスチック株式会社 太田市 ○

25 梅原モデル株式会社 太田市

26 株式会社ウラノ 埼玉県児玉郡上里町 ○

27 株式会社浦和製作所 前橋市

28 株式会社栄光製作所 富岡市

29 株式会社エィティシー 埼玉県川越市

30 株式会社SCT 伊勢崎市

31 株式会社エムワイテクノ 安中市

32 株式会社エルグ 富岡市

33 株式会社大磯精工 安中市 ○

34 株式会社大出工業所 太田市

35 有限会社大竹製作所 邑楽町

36 株式会社オーテック 伊勢崎市

37 有限会社大友 邑楽郡邑楽町

38 沖エンジニアリング株式会社 伊勢崎市

39 株式会社荻野製作所 榛東村

40 株式会社落合鉄工所 太田市

41 株式会社カキモ 邑楽郡千代田町

42 株式会社カマタ 太田市

43 川添工業株式会社 渋川市

44 関東精機工業株式会社 安中市

45 株式会社キーテクノロジー 佐波郡玉村町

46 ＮＰＯ法人キッズバレイ 桐生市

47 株式会社キッツエスシーティー 太田市

48 株式会社協進サクセス 安中市

49 株式会社協和 高崎市

50 共和産業株式会社 高崎市

51 株式会社旭光 邑楽郡板倉町 ○

52 株式会社桐生ソウイング 太田市

53 金属技研株式会社（群馬工場） 佐波郡玉村町 ○

54 株式会社クライム 前橋市大手町

55 グラティア株式会社 北群馬郡吉岡町

56 蔵前産業株式会社 前橋市

57 株式会社グンエイ 伊勢崎市
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企業又は団体名 所在地 JISQ9100認証
58 群馬合金株式会社 伊勢崎市

59 群馬精工株式会社 藤岡市

60 株式会社光佐 太田市

61 光山電気工業株式会社 渋川市

62 株式会社工裕精工 高崎市 ○

63 高陽精工株式会社 藤岡市

64 コガックス株式会社 伊勢崎市

65 株式会社小金井精機製作所（前橋工場） 北群馬郡榛東村 ○

66 株式会社小島機械製作所 高崎市

67 株式会社小間工業 富岡市

68 株式会社サイテックス 太田市

69 有限会社ザ型屋ドットコム 太田市

70 株式会社サトウスチール 富岡市

71 三幸機械株式会社 高崎市

72 有限会社三光製作所 伊勢崎市

73 三信工業株式会社 桐生市

74 三進工業株式会社 高崎市

75 サンデンホールディングス株式会社 伊勢崎市

76 三友精機株式会社 高崎市

77 サンヨー株式会社 藤岡市

78 株式会社ＪＳテック 伊勢崎市

79 システムセイコー株式会社 高崎市

80 下城株式会社 伊勢崎市

81 有限会社下山製作所 桐生市

82 株式会社ジャオス 北群馬郡榛東村

83 株式会社ジュンコーポレイション 安中市

84 株式会社正田製作所 桐生市

85 上毛電化株式会社 藤岡市

86 株式会社シルクウェーブ産業 桐生市

87 株式会社シンコウギヤー 太田市

88 株式会社鈴木機械 桐生市

89 鈴木工業株式会社 太田市

90 株式会社須藤機械 桐生市

91 ＳＴＯＮＹ 渋川市

92 株式会社清光金型 伊勢崎市

93 株式会社誠和製作所 館林市

94 有限会社瀬川製作所 桐生市

95 株式会社芹沢システムリサーチ 高崎市

96 株式会社ダイエー精機 伊勢崎市

97 ダイセン株式会社 太田市

98 大同工業株式会社 伊勢崎市

99 株式会社大明 伊勢崎市

100 大陽日酸株式会社（北関東支社　高崎支店） 高崎市

101 株式会社タイヨー みどり市 ○

102 高崎鋼管株式会社 高崎市

103 株式会社タカノ 太田市

104 有限会社高柳エンジニアリング 伊勢崎市

105 田島縫製株式会社 邑楽郡千代田町

106 株式会社タヒラ 高崎市 ○

107 株式会社チノー（機器開発センター） 藤岡市

108 中国化薬株式会社（吉井工場） 高崎市 ○

109 ツバメ無線株式会社 前橋市

110 株式会社デザインネットワーク 高崎市

111 東栄化学工業株式会社 伊勢崎市

112 東京レーダー株式会社 藤岡市

113 トーカロ株式会社 千葉県船橋市（太田市）

114 株式会社トムコ 前橋市

115 株式会社内外 高崎市

116 株式会社長井精機 高崎市 ○

117 日亜鍛工株式会社 富岡市



企業又は団体名 所在地 JISQ9100認証
118 日本宇宙少年団　前橋分団 前橋市

119 日本プラスト株式会社（先行開発部） 静岡県富士宮市（伊勢崎市）

120 株式会社ニューケミカル 富岡市 ○

121 株式会社ヌカベ 高崎市

122 株式会社長谷川ハガネ店 太田市

123 株式会社藤生製作所 前橋市

124 富士エンヂニアリング株式会社 太田市

125 フジセン技工株式会社 太田市

126 株式会社フジ電科（群馬工場） 藤岡市 ○

127 フジレース株式会社 桐生市

128 株式会社布施製作所 太田市

129 Fluid AI Consulting 前橋市

130 古河産業株式会社（群馬支店） 太田市

131 株式会社ベリテ 太田市

132 株式会社宝泉製作所 太田市 ○

133 株式会社宝泉プレシジョン 太田市

134 株式会社星本製作所 桐生市

135 有限会社マエバシ熱処理 前橋市 ○

136 株式会社牧機械製作所 前橋市

137 株式会社町田ギヤー製作所 高崎市 ○

138 株式会社マルナカ 伊勢崎市

139 株式会社丸山機械製作所 高崎市

140 三喜産業株式会社 高崎市

141 株式会社ミツバ 桐生市

142 ミネベアミツミ株式会社（松井田工場 特機事業部） 安中市 ○

143 株式会社宮原合成 桐生市

144 株式会社明清産業 前橋市

145 明星電気株式会社 伊勢崎市

146 株式会社モテギ 邑楽郡大泉町

147 有限会社茂木製作所 邑楽郡邑楽町

148 有限会社モリクラフト 富岡市

149 株式会社森展産業 藤岡市

150 矢島工業株式会社 太田市

151 ＹＡＨ－ＢＥ－ＪＡＰＡＮ株式会社 安中市

152 矢内精工株式会社 伊勢崎市

153 株式会社柳田鉄工所 太田市

154 有限会社山一製作所 安中市

155 株式会社山岸製作所 高崎市 ○

156 株式会社山岸鍛工 みどり市

157 山口精機株式会社 富岡市 ○

158 有限会社山口精工 伊勢崎市

159 山崎金属産業株式会社（群馬工場） 伊勢崎市 ○

160 大和樹脂株式会社 東京都台東区（藤岡市）

161 株式会社ユー・コーポレーション 安中市 ○

162 ユウエツ精機株式会社 富岡市

163 株式会社ヨーユーラボ 太田市

164 株式会社吉田鉄工所 前橋市

165 理研電具製造株式会社 みどり市 ○

166 株式会社ワーテックス 太田市

企業又は団体名 所在地 備　考
1 公益財団法人 群馬県産業支援機構 前橋市

2 特定非営利活動法人 北関東産官学研究会 桐生市

3 一般財団法人 地域産学官連携ものづくり研究機構 太田市

4 みどり市商工会 みどり市

5 国立大学法人群馬大学 前橋市

6 (独)国立高等専門学校機構　群馬工業高等専門学校 前橋市

7 株式会社群馬銀行 前橋市

8 株式会社東和銀行 前橋市

教育機関

金融機関

○賛助会員

産業支援機関



企業又は団体名 所在地 JISQ9100認証
9 商工中金（前橋支店） 前橋市

10 日本政策金融公庫（前橋支店） 前橋市

11 株式会社五十嵐工具店 前橋市

12 インターテック・サーティフィケーション株式会社 東京都中央区

13 オーエスジー株式会社（両毛営業所） 伊勢崎市

14 川上産業株式会社（高崎営業所） 高崎市

15 関綜エンジニアリング株式会社 太田市

16 京セラ株式会社 京都府京都市

17 一般社団法人群馬県中小企業診断士協会 前橋市

18 群馬工機株式会社 太田市

19 ＤＮＶ ＧＬ ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 神奈川県横浜市

20 日総工産株式会社（高崎オフィス） 高崎市

21 株式会社 日本総合研究所 東京都品川区

22 日本パーカライジング株式会社 東京都中央区

23 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都港区

24 三井物産マシンテック株式会社（太田営業所） 太田市

25 ものづくり指南塾 前橋市

26 ヤマザキマザックシステムセールス(株)（高崎テクニカルセンタ） 高崎市

27 株式会社山善（高崎支店） 高崎市

支援企業等

金融機関


