
(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2510120001 群馬県 有限会社岡田樹脂工業

革新的プラスチック結束具の商品化と量産体

制の構築

しののめ信用金庫

2 2510120003 群馬県 有限会社カワギシ・エーアイ

粘着剤付素材におけるロールカット技術の製

造方法及び製造装置の試作開発

石埜　茂

3 2510120004 群馬県 株式会社テック・エイト

建築内装分野での複合加飾による高度化さ

れた表面処理技術の実現

足利銀行

4 2510120006 群馬県 株式会社三山精機 プレス業界初！革新的な微細穴加工の開発 しののめ信用金庫

5 2510120007 群馬県 株式会社ワークステーション

生産管理ソフト及び自動バリ取り機導入によ

る競争力強化の実現

足利銀行

6 2510120008 群馬県 株式会社上州農産

自社生産大豆で作るＧＡＢＡ産生発芽大豆納

豆の試作開発

前橋東部商工会

7 2510120009 群馬県 有限会社大津製作所

注射針用精密洗浄装置の開発および導入に

よるコスト競争力強化の実現

明和町商工会

8 2510120011 群馬県 株式会社富岡富士製作所

塗装工程の高度化による高耐久性・高品位塗

装の実現

群馬県産業支援機構

9 2510120017 群馬県 株式会社ハイ・テック

医療機器装置の難接合素材における溶接加

工技術の高度化

東和銀行

10 2510120019 群馬県 袖山企画

高速鉄道網を支える軸周り部品の加工精度

の向上と生産能力増強

しののめ信用金庫

11 2510120020 群馬県 有限会社ユニーク工業

海水淡水化設備部品を「高精度・短納期・低コ

スト」で増産対応できる加工技術の高度化

桐生信用金庫

12 2510120021 群馬県 佐藤精密技研有限会社

小型複合自動旋盤による医療用内視鏡部品

の微細精密加工技術の開発

利根郡信用金庫

13 2510120024 群馬県 株式会社藤岡寺田電機製作所

大型インバータ事業拡大による環境貢献（省

エネ）と国内製造空洞化抑止

群馬銀行

14 2510120026 群馬県 高橋商工株式会社

シールドマシンのセグメント供給装置部品の

生産能力拡大事業

井ノ部　奈津子

15 2510120029 群馬県 京王歯研

歯科補綴物におけるジルコニアセラミックス素

材とチタンベース一体構造体の試作開発

高崎商工会議所

16 2510120031 群馬県 有限会社きのこの里吉井

ナメコ菌床栽培における収穫後菌床残さいの

再利用栽培技術の開発

群馬銀行

17 2510120032 群馬県 有限会社浅間高原麦酒

自社栽培大麦を新しい製麦・糖化技術によ

り、通常より麦の香り豊かなビール製造開発

による差別化事業

嬬恋村商工会

18 2510120033 群馬県 小野塚精機株式会社

ビジネスバイク電動コンバートキット試作およ

び高効率ＥＶ用モーター開発

しののめ信用金庫

19 2510120034 群馬県 株式会社丸橋鉄工

高機能ベッドの市場獲得を目指すための廉価

版スタッキングベッドの試作開発

高崎信用金庫

20 2510120035 群馬県 有限会社丸光工機

国内最高水準の高精度切削加工技術の確立

と製品化、及び納期短縮

笠懸町商工会

21 2510120038 群馬県 東毛再生アスコン株式会社

アスファルト合材の恒久的循環利用を実現す

るための試験方法の確立

税理士法人手島＆パートナーズ会

計

22 2510120039 群馬県 サンエス工業株式会社

放射線グラフト重合法を応用した放射性物質

吸着繊維の複合撚糸技術開発

群馬県産業支援機構

23 2510120040 群馬県 株式会社羽鳥鉄工所

鉄道保守作業車向け大物機械部品の生産革

新

高崎信用金庫

24 2510120041 群馬県 有限会社田谷野製作所

成型加工の社内体制強化を通じたデザート樹

脂容器の増産対応事業

しののめ信用金庫
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25 2510120042 群馬県 有限会社川島エンブ

帽子など立体形状衣料へのファッション性の

高い特殊刺繍技術の試作開発

桐生信用金庫

26 2510120043 群馬県 株式会社黒沢レース

審美性と高機能性（ＰＭ２．５対応）を両立した

介護施設用カーテンの開発

石原　毅

27 2510120044 群馬県 三幸機械株式会社

宇宙輸送システム向け大型部品の低コスト・

高精度切削加工

しののめ信用金庫

28 2510120045 群馬県 株式会社サン・クリエイト

超低コスト・小ロット対応型「特殊ラベル印刷

技術」の確立

群馬銀行

29 2510120046 群馬県 須藤金型製作所

ミクロン単位の高精度金型の高速・安定・継続

加工システムの開発

桐生信用金庫

30 2510120048 群馬県 有限会社上田製作所 高精度長尺プレス部品の試作開発 東和銀行

31 2510120049 群馬県 株式会社大磯精工

航空機及び医療関連分野における高難易度

５軸加工品の生産効率の向上

群馬銀行

32 2510120051 群馬県 有限会社玉木製作所

旋盤複合加工機による、さらなる加工技術と

精度要求と短納期化の実現。

桐生商工会議所

33 2510120053 群馬県 株式会社北毛久呂保 セミドライコンニャクジャーキーの試作開発 昭和村商工会

34 2510120057 群馬県 株式会社佐藤工業所 災害対応型多機能照明装置の開発 コンサルファーム群馬株式会社

35 2510120058 群馬県 有限会社青木金型

最新ワイヤ放電加工機導入と固有技術力に

よる加工技術高度化と短納期化への対応

群馬銀行

36 2510120064 群馬県 株式会社トムコ

自動車部材の軽量化及び高強度化を実現す

る熱間プレス用金型のディンプル加工の確立

東和銀行

37 2510120065 群馬県 日本省力機械株式会社

多関節ロボットに搭載可能な、長刃に対応し

た超音波カッター用発振器の開発

群馬銀行

38 2510120070 群馬県 有限会社有美

損傷した爪の細胞をケラタイドと複合金属イオ

ンで再生する技術の確立

群馬銀行

39 2510120074 群馬県 サンワ株式会社

試作ならびに生産立ち上げ工期短縮による事

業拡大

商工組合中央金庫

40 2510120076 群馬県 株式会社シンノエパック

個人住宅用ポストの受注拡大に繋げる為のス

ポット溶接工程の強化

ぐんまみらい信用組合

41 2510120077 群馬県 有限会社設楽木型

大型木型製造における「鋳造方案」と「切削条

件」の研究開発

桐生信用金庫

42 2510120078 群馬県 末広産業株式会社

汚泥水処理設備が付属した装置による高機

能舗装の機能回復事業

みずほ銀行

43 2510120079 群馬県 大泉工業株式会社

ロボティクス業界向け中厚板板金部品の高精

度短納期ベンディングシステムの構築

埼玉りそな銀行

44 2510120081 群馬県 群馬モールド株式会社

大型化・複雑形状化する自動車用樹脂成形

金型の高精度・高品質・低コスト化

東和銀行

45 2510120084 群馬県 株式会社村上製作所

４軸制御機械を用いた蒸気タービン用部品の

精密切削加工の高精度化及び低コスト化

東和銀行

46 2510120086 群馬県 株式会社下井田製作所

自動車大物内板部品の試作分野における高

精度加工体制の構築

しののめ信用金庫

47 2510120087 群馬県 蔵前産業株式会社

次世代重粒子線治療における病変部位確認・

検証のための高精度医療機器の開発体制の

確立

群馬県産業支援機構

48 2510120088 群馬県 日本精密測器株式会社 医療機器向けポンプの試作開発 群馬銀行

49 2510120089 群馬県 株式会社イワタ

「ダイレクトプリンター」活用により、付加価値

向上と受注の拡大を目指す。

桐生商工会議所

50 2510120091 群馬県 有限会社渋沢技研

パイプ曲げ加工特殊ベンダーの導入による曲

げ加工技術の競争力強化

東和銀行
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51 2510120093 群馬県 ユウエツ精機株式会社

「宇宙関連部品の切削工程の内製化による納

期短縮とコストダウンの実現」

群馬県信用組合

52 2510120095 群馬県 星野物産株式会社

新しい焙煎全粒粉商品および焙煎装置の開

発

群馬銀行

53 2510120098 群馬県 フジセン技工株式会社

高位置精度ＹＡＧレーザー溶接機による医療

機器等の高品質接合製品の開発

足利銀行

54 2510120099 群馬県 有限会社サンテックス

医療機器向け難削ステンレス材使用のセンサ

部品製造の高度化

しののめ信用金庫

55 2510120101 群馬県 有限会社小林製作所 狭ピッチ高精度機械加工技術の開発 群馬銀行

56 2510120105 群馬県 株式会社渡來製作所

建設機械部品の低コスト化・短納期化を実現

する生産プロセスの確立

群馬銀行

57 2510120108 群馬県 有限会社巽社

節（絞り）のあるスチールシャフトへの効果的

かつ効率的な印刷工程の開発

東和銀行

58 2510120109 群馬県 株式会社アールフレイム

ＣＡＤにリンクさせた「部材複合加工システム」

の開発

東和銀行

59 2510120112 群馬県 有限会社高橋製作所 動物忌避効果を有する動物除けネットの開発 群馬銀行

60 2510120116 群馬県 鹿島エレクトロ産業株式会社

ボイド（気泡）によるハンダ接合品質の劣化に

対する研究開発

群馬銀行

61 2510120118 群馬県 株式会社御幸

焼き入れ精密金型における放電加工技術の

試作開発

群馬銀行

62 2510120120 群馬県 株式会社工裕精工

航空機エンジン部品（超耐熱難削材）の工程

集約による低コスト化

しののめ信用金庫

63 2510120122 群馬県 有限会社沢田製作所

航空機部品受注獲得に向けた難切削薄肉軽

量部品の高精度化及び、品質信頼性の向上

しののめ信用金庫

64 2510120123 群馬県 有限会社ナガイエンジニアリング

マシニングセンタによる金型の深堀加工の開

発

高崎信用金庫

65 2510120124 群馬県 株式会社須藤機械

内外径偏心切削加工部品における自動化ラ

イン構築に向けた開発事業

東和銀行

66 2510120125 群馬県 群馬電機株式会社

電子ペーパーを表示素子に利用した表示用モ

ジュール国内生産体制の構築

東和銀行

67 2510120126 群馬県 株式会社ステッチ

真空成形加工の内製化による小ロットの低価

格化

桐生信用金庫

68 2510120128 群馬県 有限会社ナカムラ

光学多層薄膜形成装置の最重要部品の安定

供給に向けた難削材精密加工技術の開発

しののめ信用金庫

69 2510120129 群馬県 株式会社山口製作所

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによる生産システムの構

築と新規需要の獲得

しののめ信用金庫

70 2510120131 群馬県 斉藤プレス工業株式会社

海外メーカの追従を許さない高精度プレス金

型づくりの技能確立

高崎信用金庫

71 2510120133 群馬県 第一正和工業株式会社

発電用水車部品の精密切削加工技術による

短納期体制の構築

東和銀行

72 2510120135 群馬県 上越電子工業株式会社

植物栽培工場向けの植物育成ＬＥＤランプの

試作・開発

東和銀行

73 2510120137 群馬県 高崎精器株式会社

パーソナル断裁機の高品質・高速スクリーン

印刷システムの構築

群馬銀行

74 2510120140 群馬県 株式会社インテリアおおた

耐熱・消火性複合素材を利用した新防災イン

テリア製品の開発及び製造。

足利銀行

75 2510120144 群馬県 小林当織物株式会社

プラチナ世代向けの機能性おしゃれ素材の開

発

福田　秀幸

76 2510120150 群馬県 有限会社エース木型

多品種・小ロット試作へ対応する鋳型システム

の開発

東和銀行
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77 2510120152 群馬県 有限会社石田金型製作所

医療向けガイドワイヤ－ケ－スの高品質化と

コスト低減および生産数量の拡大

東和銀行

78 2510120153 群馬県 東洋化工株式会社

バリレス成形手法の確立による高品質射出成

形品の試作開発

群馬銀行

79 2510120155 群馬県 株式会社柿沼製作所

変形製品のＮＣ旋盤への供給とチャッキング

の自動化装置の開発による生産の効率化

群馬銀行

80 2510120161 群馬県 株式会社スクラッチ

大型車両用の省エネ対応大型複雑形状ＦＲＰ

製品の自動成形技術の開発

東和銀行

81 2510120165 群馬県 株式会社柳栄精工

ギアの塑性加工に関わる丸ダイス転造加工

から平ダイス転造加工への転換による効率化

桐生信用金庫

82 2510120173 群馬県 永井酒造株式会社

川場村産「雪ほたか」を使ったプレミアム純米

吟醸酒の開発

川場村商工会

83 2510120179 群馬県 国産機械株式会社

多品種少量生産における複数同時曲げ加工

工法の量産化

商工組合中央金庫

84 2510120181 群馬県 株式会社牧機械製作所

ステアリングシャフト加工の生産効率化のた

めの切断・両端面加工の統合機の開発

商工組合中央金庫

85 2510120182 群馬県 株式会社増田研究所 可視光型オゾン濃度計の開発 群馬県産業支援機構

86 2510120185 群馬県 有限会社ミサ篠原

切削工具の形状の複雑化・微細化傾向に対

応する、ミクロンレベルの再研磨寸法精度の

実現

しののめ信用金庫

87 2510120187 群馬県 桐生瓦斯株式会社

バイオディーゼル燃料副生グリセリンを原料と

する都市ガス製造装置の試作と実証

桐生信用金庫

88 2510120188 群馬県 有限会社萩原電子システム

検査対象に合わせてカスタマイズ可能な低価

格・短納期の検査装置の開発

群馬県信用組合

89 2510120189 群馬県 株式会社シェモワ

発酵生サラミを短期間での製造工程開発と保

存性向上の実現

片品村商工会

90 2510120190 群馬県 大澤木工有限会社

国産木製建具生産にかかるリードタイムの短

縮と精度の向上

桐生信用金庫

91 2510120193 群馬県 有限会社アサヒシケン

先進医療の保険適用に適合した歯科用ＣＡＤ

／ＣＡＭ装置の導入

群馬銀行

92 2510120198 群馬県 有限会社高尾商店

顧客の要望に応じたエコフィード開発と食品リ

サイクルループの構築

群馬県商工会連合会

93 2510120201 群馬県 株式会社ファイン・ラベル

インクジェット（ＵＶインキ）印刷対応ＲＦＩＤエン

コードプリンターの設備開発

群馬銀行

94 2510120202 群馬県 ヘイワテクノ株式会社

「樹脂素材ハーフ蒸着」技術の高度化で、時

代のニーズに応える自動車部品の開発

群馬銀行

95 2510120203 群馬県 有限会社馬場塗装工場

塗装環境整備による自動車ＬＥＤヘッドランプ

用ヒートシンク放熱塗料塗装技術の高度化

群馬銀行

96 2510120204 群馬県 有限会社関崎スクリーン

３次元制御レーザーマーカ導入による生産能

力向上と事業対象の拡大計画

株式会社エフアンドエム

97 2510120209 群馬県 フジレース株式会社

自動車用内装材等の素材としても活用しうる、

耐熱性に優れた「環境負荷低減型」特殊編み

生地の開発

群馬銀行

98 2510120214 群馬県 ＷＰＣコーポレーション株式会社

炭素繊維強化木材プラスチック再生複合材の

試作開発事業

みずほ銀行

99 2510120216 群馬県 有限会社高柳エンジニアリング

自然冷媒ヒートポンプ給湯機用向け難切削材

による高精度金型の試作開発

桐生信用金庫

100 2510120219 群馬県 日興リカ株式会社

電子材料向け次世代型ニッケル微粒子の試

作開発及び量産化

明和町商工会

101 2510120221 群馬県 昭和金属株式会社

塩害防止のため、屋外建築金物に緻密不動

態化を施す生産方式の確立

横浜銀行

102 2510120222 群馬県 新栄工業株式会社

自動車用ステアリング部品の試作期間短縮と

コストの低減

東和銀行
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103 2510120225 群馬県 生形精機

建築工事における地耐力と地質の調査が一

台で可能な地盤測定器の開発

東和銀行

104 2510120227 群馬県 株式会社ダイテック

自動車部品における２色成形技術による高付

加価値メーターパネルの試作開発

群馬銀行

105 2510120229 群馬県 有限会社イング

多品種、高付加価値、小ロット商品対応と当

社設計（ＯＤＭ）受注への方向転換

しののめ信用金庫

106 2510120231 群馬県 株式会社石関工範

スマートフォン用カメラ部品における超小型精

密プレス部品の試作開発

群馬銀行

107 2510120232 群馬県 株式会社ニューケミカル

真空加圧オーブンの導入による次世代航空

機の内装用ＦＲＰ部品の開発

しののめ信用金庫

108 2510120233 群馬県 株式会社三協テクノス

スチール素材の異型パイプを活用した高所作

業車向け部品の軽量化及び高剛性化

東和銀行

109 2510120234 群馬県 株式会社ジャオス

小型電気自動車の高度化モデリングによる

カーゴユニット設計

しののめ信用金庫

110 2510120235 群馬県 カンサン株式会社

「半導体製造に用いるガス容器の先進的検査

方法の導入（超音波検査）」

群馬銀行

111 2510120237 群馬県 株式会社内外

大型エンジン部品用　高品質アルミ鋳造装置

の開発

松波会計事務所　松波竜太

112 2510120239 群馬県 システムセイコー株式会社

段取り時間削減と加工精度向上による医療・

電子顕微鏡関連部品の受注拡大の実現化

群馬銀行

113 2510120242 群馬県 株式会社新光鍍金

化成皮膜液の再生装置を導入し、環境負荷

の軽減とコストダウンを目指す。

桐生商工会議所

114 2510120246 群馬県 株式会社旭光

次世代航空機降着装置用アクチュエータの生

産能力向上事業

群馬銀行

115 2510120248 群馬県 愛和電子株式会社

ダイカスト製品受注拡大に向けた複雑形状対

応、リードタイム短縮と信頼性向上の実現

しののめ信用金庫

116 2510120249 群馬県 株式会社共立発条製作所

自動車用線材加工部品の軽量化対応技術の

構築

足利銀行

117 2510120250 群馬県 株式会社蛭間木工所

施工の難しい階段を「完全プレカット階段部

材」として提供

桐生商工会議所

118 2510120256 群馬県 大同工業株式会社

小径穴深部への均一めっき皮膜形成技術の

確立

群馬銀行

119 2510120257 群馬県 株式会社北斗

大型プレス機を活用した工程集約による低コ

ストプレス製品の試作開発

群馬銀行

120 2510120260 群馬県 有限会社ライプニッツ

人体周辺の近距離無線ネットワークを活用し

た患者・被介護者用リモートセンシング・シス

テムの開発

富士見商工会

121 2510120262 群馬県 株式会社一倉製作所

高品質で透明度の高い厚肉成形レンズの安

定生産とコスト低減の達成

群馬銀行

122 2510120270 群馬県 株式会社稲垣工業

レーザー測定機導入による検査工程の短縮と

高品質化の実現

群馬銀行

123 2510120271 群馬県 株式会社ＺＥＳＴ

レーザー溶接機導入による顧客要望対応と競

争力強化

桐生信用金庫

124 2510120274 群馬県 有限会社橋本商事

省エネ給湯器用パイプ部品の精度向上、低コ

スト化に向けた一体成型加工技術の開発

東和銀行

125 2510120275 群馬県 株式会社富士精工

３Ｄモデル設計に対応する高速ＣＡＤシステム

の導入

足利銀行

126 2510120277 群馬県 野崎鉄工有限会社

自動車用部品素材の短納期化の実現と高品

質化に向けた検査技術の開発

群馬銀行

127 2510120278 群馬県 エスビック株式会社

３Ｄ造形技術を活用した、コンクリート２次製品

の開発

群馬銀行

128 2510120279 群馬県 株式会社トヨダプロダクツ

システム家具のカスタマイズ受注を効率的に

対応しうる、棚板・パネル加工の生産性の向

上

群馬銀行
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129 2510120283 群馬県 有限会社金谷商事

高度制御化バーナ使用による化石燃料の削

減と排ガスの二酸化炭素削減

あかぎ信用組合

130 2510120285 群馬県 株式会社正田製作所

自動車用ステアリング部品のフレキシブルな

生産工法確立

群馬銀行

131 2510120286 群馬県 富士ゴム工業株式会社

大型ゴム製品のバリレス化・成形ハイサイク

ル化を実現するインジェクション成形機の研究

開発

群馬銀行

132 2510120295 群馬県 株式会社池田建商 高強度コンクリート生産技術の開発 群馬銀行

133 2510120297 群馬県 ユーユーシステム株式会社

エコキュートの省エネ化のための変形自在真

空断熱パネルの試作開発

アイオー信用金庫

134 2510120300 群馬県 株式会社タツミ製作所

新規加工法を確立し、品質／生産性革新で競

争力向上・顧客要望に応え受注拡大を図る。

桐生信用金庫

135 2510120301 群馬県 株式会社大日方精密工業

再生医療を支える超低温フリーザー用密封材

料の効率的製造技術

群馬銀行

136 2510120302 群馬県 株式会社登喜和製作所

太陽光発電・ＵＰＳ用の低コストな大型配電盤

用モデルフレーム開発

群馬銀行

137 2510120303 群馬県 加藤金属工業株式会社

高機能、高デザイン筆記具に適した内外複雑

形状の加工技術開発

群馬銀行

138 2510120305 群馬県 有限会社巴山工業

クレーン車両用アウトリガー（安定脚）の一環

生産

桐生信用金庫

139 2510120307 群馬県 株式会社ソファード

加圧光センサー技術による末梢血管血液流

動性測定器の開発

群馬銀行

140 2510120310 群馬県 有限会社荻原鉄工所

油圧機器向けコンタミ（残留異物）レス品質切

削システムの確立

群馬銀行

141 2510120314 群馬県 株式会社ＭＡＲＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ

食品・食材等の高品質鮮度流通を可能にする

冷蔵トラックの空間温度均一制御システムの

開発

群馬銀行

142 2510120315 群馬県 株式会社ぐんま農産

群馬県産の桑の葉を大量生産・加工・販売す

るための生産体制整備事業

桐生中央税理士法人

143 2510120318 群馬県 株式会社松村機械製作所

強風地域向け小型風力発電装置の開発と系

統連係型開発の基礎作り

東和銀行

144 2510120319 群馬県 三和コーテックス株式会社

廃水処理付帯業務自動化による低コスト生産

体制の整備

群馬銀行

145 2510120320 群馬県 三朋企業株式会社

医療、精密品製造、研究開発現場向け抗菌ク

リーンダクトの製作

しののめ信用金庫

146 2510120321 群馬県 有限会社五月女鉄工

自動加工による複雑形状切削加工と加工時

間の大幅短縮

東和銀行

147 2510120323 群馬県 ポニー電機株式会社

動力電源を供給可能な、既存太陽光発電所を

活用した災害時避難所用インバータ電源の開

発

群馬銀行

148 2510120326 群馬県 有限会社木間製作所

高精度の要求レベルが高い複雑形状部品の

加工におけるコストパフォーマンスの向上

桐生信用金庫

149 2510120328 群馬県 スバル工業株式会社

歯科治療「ハンドピース」用軸受部品の量産

体制の整備・確立

群馬銀行

150 2510120330 群馬県 丸山金属工業株式会社

国内回帰部品及び海外現法受注部品の受注

拡大の為のＮＣパイプベンダー及び端末加工

機の導入。

商工組合中央金庫

151 2510120331 群馬県 ＡＴＳ株式会社

高所建設作業の落下死亡事故防止に寄与す

る親綱支持金具の開発

桐生信用金庫

152 2510120332 群馬県 有限会社田中金属工業所

国内生産を維持するため、ディファレンシャル

製造部門の一部自動化及び工程の効率化

しののめ信用金庫

153 2510120333 群馬県 株式会社東製作所

高性能複合加工技術により加工精度を向上し

た鍛造金型の開発

津久井　孝
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154 2510120335 群馬県 株式会社フジ

３Ｄモデル設計に対応する高速ＣＡＤシステム

の導入

足利銀行

155 2510120336 群馬県 株式会社荻野製作所

切削油の研究と防振工具の融合による難削

材加工の最適化

群馬銀行

156 2510120337 群馬県 株式会社関東メディカルフード

病院向けカット野菜提供サービスの生産改

善・事業拡大およびトレーサビリティシステム

の整備事業

群馬銀行

157 2510120341 群馬県 株式会社イノウエ

デザイン性を付与した無縫製ハイゲージニット

の製品づくりに取り組む

アイオー信用金庫

158 2510120342 群馬県 株式会社アイテクシステム

画像処理技術応用検査仕分装置　試作・デモ

機

群馬銀行

159 2510120343 群馬県 フナダメタルス有限会社

金型鋼材の立体加工技術の開発と競争力強

化

群馬銀行

160 2510120345 群馬県 株式会社ルポン

太田市名産「やまといも」を利用したシフォン

ケーキ等の開発とブランド化

太田市新田商工会

161 2510120346 群馬県 株式会社伊勢崎金型製作所

次世代自動車部品における軽量化に向けた

精密樹脂金型製作の技術開発

群馬銀行

162 2510120347 群馬県 東伸化工株式会社

医療分野を含むソーシャルデバイス向けプラ

スチック製品開発

東和銀行

163 2510120349 群馬県 株式会社ナブアシスト

スマートフォンを活用したユーザニーズ対応型

マーケティングサービス提供システムの開発

群馬銀行

164 2510120354 群馬県 株式会社江川化成

３Ｄプリンター導入による樹脂立体造形の短

納期化の実現

眞下　武久

165 2510120359 群馬県

藤焼結合金株式会社

井上熱処理工業株式会社

焼結冷間鍛造工法及び表面熱処理による高

強度自動車部品の開発

東和銀行

166 2510120361 群馬県 株式会社ユニティーネットワーク

ナースコールのインフラに依存しない見守りシ

ステムの開発

足利銀行

167 2510120371 群馬県 株式会社トステック

高度画像処理による認識機能を持つ「プライ

バシー保護付カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯」の開発

群馬銀行

168 2510120372 群馬県 株式会社正英

高伸縮性・高剛性の形状記憶合金を用いた座

姿勢保持椅子の開発

群馬銀行

169 2510120376 群馬県 永興株式会社

最新鋭の形鋼加工機導入による生産性・精

度・作業性の向上による低コスト化の実現

群馬銀行

170 2510120377 群馬県 兼希工業株式会社

木材加工におけるリードタイムの短縮と高品

質化

群馬銀行

171 2510120380 群馬県 光精機製作所

自動車などの製造ライン用の多種・少量金属

部品の切削加工工程の高精度化・効率化

桐生信用金庫

172 2510120381 群馬県 株式会社石井工機 細密・薄肉加工分野への挑戦と納期短縮化 高崎信用金庫

173 2510120383 群馬県 株式会社上山織物

御守の製造工程の機械化による、生産効率

の向上・短納期化・コスト削減のための試作開

発

群馬銀行

174 2510120387 群馬県 東亜薬品工業株式会社

抗体精製用タンパク質の効率的製造法の開

発とサンプル試作

三菱東京ＵＦＪ銀行

175 2510120388 群馬県 群馬製粉株式会社

コーヒー豆微粉末化技術の向上による新製品

開発

東和銀行

176 2510120390 群馬県 金井金属工業株式会社

ダイカストマシンに連動したプレス抜きと金型

の製作及び省人化

東和銀行

177 2510120391 群馬県 有限会社谷田研磨製作所

ＣＮＣ工具研削盤導入による航空機用ブレー

ド切削用刃物の開発と事業化

東和銀行

178 2510120398 群馬県 武蔵工業有限会社

ステンレス板金部品のキズレス高効率ベン

ディングシステムの構築

アイオー信用金庫

179 2510120400 群馬県 フジコーワ工業株式会社

精密機器用キャリーケースの内装製作の高

度化

商工組合中央金庫
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180 2510120402 群馬県 株式会社長尾

自動車用プレス金型製造のデータ化による短

納期化

桐生信用金庫

181 2510120403 群馬県 株式会社ペプタイドドア

エンドトキシン除去レジンと途上国でのワクチ

ン製造法の開発

松岡　光弘

182 2510120404 群馬県 株式会社リブレックス

室内環境を適正化するエアステーションの開

発

しののめ信用金庫

183 2510120406 群馬県 松屋酒造株式会社 付加価値の高い新しい火入殺菌酒の開発 税理士法人本島事務所

184 2510120407 群馬県 和田工業所

スピーディな金型製作技術を活用した小型プ

ラスチック雑貨製品製造の事業化

桐生信用金庫

185 2510120408 群馬県 桐生絹織株式会社

国内アパレルブランド向けデザイン生地試作

生産の体制強化事業

東和銀行

186 2510120409 群馬県 株式会社吾妻水質管理センター

（新技術）衝撃弾性波検査法による下水道イ

ンフラの長寿命化と信頼性の向上

利根郡信用金庫

187 2510120418 群馬県 有限会社シンエイ精研

研削加工における真円度測定技術の高度

化、及びそれを利用した加工の精密化

東和銀行

188 2510120420 群馬県 上毛電化株式会社

ダイカスト製品の耐食性及び硬度を飛躍的に

向上させる表面処理体制の確立

群馬銀行
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