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受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

2510110001 群馬県 株式会社古川製作所

『自動車用ロボット生産設備の開発段階での事前シミュレーションシステム』の

開発

群馬銀行

2510110003 群馬県 株式会社シミズプレス 難加工材チタンのバリ最小化・ドライプレス加工を実現する超精密金型の開発 群馬県産業支援機構

2510110004 群馬県 株式会社美原

建築・土木業界における仮設機材の需要増に対応したプレス部品の生産能力

増強事業

東和銀行

2510110008 群馬県 共栄精機株式会社 研削技術の高度化による市場の拡大 群馬銀行

2510110009 群馬県 システム・アルファ株式会社 地域社会における日常生活や緊急災害時などのＩＣＴ支援 東和銀行

2510110010 群馬県 朝倉染布株式会社

ナイロンにインクジェットで加工した、多彩で柔かいスポーツインナー素材等の

開発

向田会計

2510110011 群馬県 株式会社藍原精機 精密加工技術力を活用した医療・介護用機器部品及びユニットの試作、開発 群馬銀行

2510110012 群馬県 有限会社桑原製作所 金型設計・製造技術によるＥＶ、ＨＶ車向け高電圧用インサート成形の構築 高崎市新町商工会

2510110015 群馬県 株式会社日本アクチュエータ工業 急増する環境対応サブミクロン部品の不良ゼロ生産体制の確立 群馬伊勢崎商工会

2510110016 群馬県 株式会社キンセイ産業 環境プラント集中遠隔監視システムの開発 群馬銀行

2510110019 群馬県 大旺工業株式会社 次世代医療機器開発の可能性を拡げる難加工素材部品の試作開発 商工組合中央金庫

2510110020 群馬県 株式会社岩崎工業 炭酸ガス冷媒活用製品の販売促進に向けた耐圧試験システムの開発 太田市新田商工会

2510110022 群馬県 三和電機株式会社

厳しさを増す顧客からの省エネ要求に適用した高効率ＤＣブラシレスモータの

開発

群馬銀行

2510110025 群馬県 株式会社小間工業

燃料電池自動車の量産化を加速する高圧水素充填用精密部品の低コスト・高

品質化

群馬銀行

2510110028 群馬県 株式会社ナカジマ 燃料電池システムの部品（セパレータ）の試作開発 桐生信用金庫

2510110029 群馬県 株式会社北原製作所

トラック用トランスミッション部品製造におけるＮＣ旋盤工程の短縮化ラインの開

発

東和銀行

2510110030 群馬県 株式会社國分 砕砂サイズコントロールと分級精度向上による顧客要求を満たした製品開発 高崎総合コンサルタンツ

2510110031 群馬県 株式会社大白

各サイズに対応し、端面加工、アルゴンガス吹付を一体化した社会的安全性

の高いチューブ溶接

岡部　雅之

2510110033 群馬県 株式会社錦野金型工業 大型高精密金型の短納期対応型加工システムの開発 群馬銀行

2510110035 群馬県 長谷川有機株式会社

歩留まりと金型寿命を飛躍的に高めるガス排気によるプラスチック低圧成形技

術の開発

足利銀行

2510110037 群馬県 株式会社誠和製作所

安全性能をより向上させた高速鉄道車両用ブレーキ部品の試作・開発と風力

発電ブレーキへの技術の横展

館林商工会議所

2510110039 群馬県 岡部工業株式会社 溶接熱ひずみと残留応力を事前予測する筐体用解析システムの構築 東和銀行

2510110041 群馬県 相沢鉄工株式会社 全自動式極小径パイプ切断・面取り加工ラインの開発 太田市新田商工会

2510110043 群馬県 株式会社ウエノテクニカ

国内カーメーカー量産用設備向け５軸制御マシニングセンタ導入におけるリー

ドタイム短縮化

東和銀行

2510110044 群馬県 株式会社グンエイ 航空機部品受注拡大に向けた難切削材精密加工技術の開発 足利銀行
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2510110045 群馬県 富士エンヂニアリング株式会社 多形状認識及び把持の為のロボットハンド装置の開発 東和銀行

2510110046 群馬県 株式会社エム・エス・ケー 配管用鋼管継手部のフレア多段一体成形加工用機械設備装置の試作開発 群馬銀行

2510110048 群馬県 末広電器株式会社 環境と健康に配慮した新型粉体塗装設備導入による防護柵の安定供給 群馬銀行

2510110051 群馬県 株式会社市川工業所 穴開けのせん断面、板厚85％以上確保したプレス部品の開発 群馬銀行

2510110052 群馬県 島津工業有限会社 産業機械用エンジン部品マシニング加工進出による付加価値向上事業 東和銀行

2510110054 群馬県 有限会社栄精工 連続加工化の実現による金型製作の高効率化 東和銀行

2510110056 群馬県 株式会社ジィテックシステム 医療機器用特殊極小ピッチ内歯車のバリ無し、大量生産技術の開発 群馬銀行

2510110058 群馬県 株式会社茂木工業所 精密板金のバリ取り技術の高度化によるシェアの拡大と競争力強化 群馬銀行

2510110059 群馬県 有限会社大出製作所 次世代自動車向けオイルポンプボディ部品生産能力強化事業 東和銀行

2510110060 群馬県 株式会社協栄製作所

難加工材に対応した高精度及び短納期を実現するプレス加工用金型技術開

発

群馬銀行

2510110062 群馬県 株式会社川上製作所

次世代自動車用試作開発部品製造における工程削減・着脱回数削減による

高度化

千代田町商工会

2510110063 群馬県 株式会社東京測器研究所 水素用ひずみゲージの開発と製品化 群馬県産業支援機構

2510110066 群馬県 株式会社成電工業

植物工場における低カリウム野菜の多品種化とコストダウンを目指した技術開

発

東和銀行

2510110067 群馬県 共和産業株式会社 高生産型マシニングセンター導入による高効率生産システムの構築 商工組合中央金庫

2510110070 群馬県 トネックス株式会社 「次世代エコカー用・空調装置」のドア操作用の低騒音アクチュエータの開発 商工組合中央金庫

2510110071 群馬県 株式会社柳田鉄工所 戦略的ロールHEM拡販に向けた、ロボットシミュレーションシステムの導入。 東和銀行

2510110072 群馬県 株式会社イトス 廃棄物を使用した教育プログラムの事業化 永田　智彦

2510110073 群馬県 株式会社ティー・エス・ケー 電子基板アッセンブリ製品におけるポリイミドテープ除去装置の導入 東和銀行

2510110074 群馬県 サンヨー株式会社

半導体製造装置向けの流体コントロールバルブにおける切削加工技術および

生産性の向上

東和銀行

2510110075 群馬県 株式会社小池鉄工 建築鉄骨の高品質・低コスト・短納期化による競争力強化の実現 板倉町商工会

2510110081 群馬県 金井電器産業株式会社 制御部一体型小型ポインタの開発 東和銀行

2510110082 群馬県 株式会社食環境衛生研究所

環境測定、農畜水産物及び加工食品等の重金属多元素同時分析による安価

で高精度な安全性確認検査及び家畜の疾病診断技術の開発

東和銀行

2510110083 群馬県 株式会社協和

自動車・住宅設備部品のプラスチックめっき製品における仕上げ加工の機械

化開発

群馬銀行

2510110086 群馬県 群馬合金株式会社 ダイカスト製品における内部欠陥を抑制する技術開発 群馬銀行

2510110100 群馬県 株式会社吉田鉄工所 自動車部品の部品加工機導入による生産の自動化システムの構築 東和銀行

2510110102 群馬県 株式会社ダックス 豚カシラ肉製造業界初の異物混入率0％化製造ラインの構築 群馬伊勢崎商工会

2510110106 群馬県 株式会社アドテックス バイオ技術を駆使した「医療用酵素洗浄剤」と「洗浄機」の開発 東和銀行



2510110108 群馬県 浅間酒造株式会社 地元産酒造好適米による新商品開発 東和銀行

2510110116 群馬県 株式会社アポロ技研

環境・エネルギ－・健康・医療分野機器用チップインダクタ巻線機の国際力向

上の為の開発

群馬銀行

2510110120 群馬県 鳥山畜産食品株式会社 多様な消費者ニーズに対応する「うまみ」基準での牛肉新販売方法の開発 株式会社レジリエンス

2510110123 群馬県 手島精管株式会社 安定した流量で投薬できるミクロン精度のステンレスチューブ製品の開発 スガイ会計

2510110130 群馬県 有限会社豊栄金型製作所 プラスチック製食器具生産用新方式ホットランナー成形金型の開発 群馬銀行

2510110135 群馬県 三洞製線株式会社 顧客拡大と技能伝承の両立を達成するための新規設備導入 群馬銀行

2510110140 群馬県 株式会社豊田技研

光輝アルミ材を使用したプレス成形による自動車照明用リフレクターの工法開

発

東和銀行

2510110143 群馬県 ヨシモトポール株式会社 機能性作物の大量栽培システム及び加工技術の確立 群馬銀行

2510110144 群馬県 株式会社蛋白精製工業 蛍光タンパク質産生細胞を利用した生体物質の新定量法の開発 東和銀行

2510110145 群馬県 株式会社柴田合成 短時間滅菌および無残水を実現する医療用樹脂製滅菌トレイの開発 群馬銀行

2510110146 群馬県 マルシン産業株式会社 特殊加工ベルト及びそれを利用した機構・装置の開発力・生産能力の向上 群馬県信用組合

2510110147 群馬県 株式会社山岸製作所 デジタル回転機構による薄肉ベアリング保持器の高精度窓抜き加工法の開発 高崎信用金庫

2510110148 群馬県 牧野酒造株式会社 カルバミン酸エチルの生成を低減した安心・高品質な次世代清酒の試作開発 群馬銀行

2510110150 群馬県 株式会社池田製作所 回生協調ブレーキシステム部品の高品質化 群馬銀行

2510110154 群馬県 石坂電器株式会社 冷熱回路用配管継ぎ手端末形状の開発 東和銀行

2510110160 群馬県 石関プレシジョン株式会社 微細精密プレス部品の低コスト生産技術の開発 群馬銀行

2510110162 群馬県 シロテックス株式会社 無機繊維織物を用いた揮発性有機化合物除去フィルターの開発 群馬銀行

2510110166 群馬県 株式会社稲川

高性能搬送ロボット導入による自動車マフラー部品プレス加工の生産性向上と

コスト低減の実現

東和銀行

2510110170 群馬県 株式会社タイヨー ロングシャフト（大型航空機用エンジン部品）の加工工程の受注 しののめ信用金庫

2510110174 群馬県 株式会社トーエイ ホットチャンバーダイカストマシン導入による高付加価値製造への取組 群馬銀行

2510110176 群馬県 株式会社村田工業 自動車部品の素材形状変更による加工時間短縮及び材料削減の実現 横浜銀行

2510110178 群馬県 日帝無線株式会社 無指向振動センサの超薄型化とリフローはんだ対応化 群馬銀行

2510110180 群馬県 株式会社浅野 高品質を実現するCFRPのハイサイクル成形技術の開発 群馬銀行

2510110184 群馬県 株式会社ワーテックス 高圧連携用昇圧変圧器付き太陽光用パワーコンディショナーの試作開発 群馬銀行

2510110187 群馬県 株式会社タカノ 使い捨て医療器具の低コスト化を図る超微細絞りパンチの試作開発 栃木銀行

2510110191 群馬県 株式会社ワカキヤ 地場野菜を使った「やわらかキット食品」の開発と販売システムの構築 大泉町商工会

2510110199 群馬県 株式会社ソーイングボックス 介護施設職員向け「オリジナルユニフォーム製作サービス」の提供 東和銀行



2510110200 群馬県 エムティーエス株式会社 医療・通信機器の高度化に寄与するナノレベルでの保証体制の確立 東和銀行

2510110201 群馬県 石井商事株式会社 革新的オンサイト型地球水再生活性化装置の開発 群馬銀行


