
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2710110003 群馬県 株式会社太洋 9070001014232
高度な混合技術と高精密な樹脂成形機の融合による製
品強度とコスト低減の実現

アイオー信用金庫

2 2710110006 群馬県 株式会社モテギ 2070001020237
自動車用鋼管の精密加工技術を確立し高精度なマルチ
プロセスを開発

大泉町商工会

3 2710110008 群馬県 株式会社東京測器研究所 6010701006537
最新レーザーはんだ付け装置導入による世界最小ひず
みゲージの試作開発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

4 2710110009 群馬県 有限会社深澤工業 2070002024550
有害鳥獣被害対策に有効で確実性の高い捕獲檻の試
作・開発

桐生市黒保根商工会

5 2710110011 群馬県 有限会社イナガキ製作所 2070002028122
３次元切削加工技術確立によるプラスチック金型製造業
界における新需要開拓

アイオー信用金庫

6 2710110013 群馬県 関信ゼベリン株式会社 2070001015749
水道管における漏水地点特定技術の開発による漏水検
査プロセスの確立

群馬銀行

7 2710110014 群馬県 高陽精工株式会社 5070001012842
次世代航空機で新たに取り組む中型エンジン部品の高
精度加工・検査用治具加工技術の確立とＬＴ短縮

しののめ信用金庫

8 2710110016 群馬県 株式会社金沢化成 3070001009865 金属代替用樹脂成形金型のガスベント技術の開発 足利銀行

9 2710110017 群馬県 株式会社ダイエー精機 3070001013917
ネットシェイプ成形加工の有効活用によるゼロエミッショ
ン化の実現

群馬銀行

10 2710110018 群馬県 株式会社宮原合成 2070001016648
米国大手企業が独占している、ポリイミド樹脂を使用し
た機能部品の国産初の量産化技術の確立

東和銀行

11 2710110022 群馬県 有限会社桑原製作所 4070002015548
超高度に進化したロータリーリム成形金型製造技術の
確立

高崎市新町商工会

12 2710110024 群馬県 有限会社神山プラスチック 2070002017091
女性が活躍しやすい労働環境向上を図る自動化ライン
の構築

しののめ信用金庫

13 2710110027 群馬県 植木プラスチック株式会社 3070001018742 大型医療機器の高精度圧空成形部品の試作開発 群馬銀行

14 2710110029 群馬県 株式会社小林新次郎商店 4070001012026 生産される規格外コンニャク粉「０」への製造工程開発 下仁田町商工会

15 2710110031 群馬県 有限会社川島エンブ 9070002023133
ニードルパンチ加工における革新的な多色刺繍技術の
開発

石埜茂

16 2710110033 群馬県 株式会社古川製作所 4070001020400
精度調整の効率化と設計変更対応への柔軟化による高
付加価値ロボットシステムの開発

群馬銀行

17 2710110035 群馬県 有限会社田胡製作所 5070002010837
ロボット業界向け極小ロット部品の低コスト・短納期切削
加工技術の確立

高崎信用金庫

18 2710110037 群馬県 有限会社松盛ジャガード 6070002024794
ハンド風機械刺繍技術の高度化と多種複合刺繍技術の
開発

石埜茂

19 2710110038 群馬県 美峰酒類株式会社 1070001010949
紫外線カットフィルム外装による長期品質保持可能なリ
キュール類の開発

群馬銀行

20 2710110053 群馬県 村田刺繍所              
チェーン刺繍技術を応用した伸縮性に優れた立体刺繍
製品の開発

桐生商工会議所

21 2710110054 群馬県 株式会社イノウエ 8070001018721
高度な幅広の無縫製横編み技術により、世界的アウトド
ア・ブランド製品を受注する

アイオー信用金庫

22 2710110055 群馬県 株式会社ウエノテクニカ 6070001015638
アーム装備型モバイルロボットとステレオカメラによる自
動ピッキングシステムの開発

東和銀行

23 2710110056 群馬県 金子林産有限会社 1070002023090
原材料廃棄ゼロを実現する新規設備導入による生産性
向上

群馬銀行

24 2710110067 群馬県 有限会社沢田製作所 3070002016241
複合ＮＣ旋盤と表面性状測定機導入による高品質切削
加工技術開発と生産性向上

しののめ信用金庫

25 2710110069 群馬県 株式会社林製作所 6070001008096
３Ｄデータ積極活用による金融・情報端末向け精密板金
加工プロセス革新と生産性向上

高崎商工会議所

26 2710110070 群馬県 株式会社サンテックス 9070002014842 太径丸棒素材における複雑形状部品製造の高度化 しののめ信用金庫

27 2710110071 群馬県 有限会社ティー・アイ・エス 6070002024159
内製化を推し進め、低コストでの部品づくりからアッセン
ブリ供給へと提案力を高める

桐生商工会議所

28 2710110076 群馬県 株式会社シマダ製作所 2070001011764
伸長する高齢者ユーザー層が求める耳掛式集音器開
発による国内での自社カラーの確立

富岡市妙義商工会

29 2710110078 群馬県 有限会社三和食品 9070002017432
高安全性を確保しリードタイム短縮を実現する乾燥スー
プ等充填ラインの確立

東和銀行

30 2710110079 群馬県 株式会社三山精機 4070001011952
ＨＥＭＳ蓄電池用部品加工に供する精密な新金型構造
の開発

しののめ信用金庫

31 2710110085 群馬県 株式会社冨士製作所 3070001012563
即席麺プラントの麺生産時間短縮及び、成形装置の製
作納期短縮

東和銀行

32 2710110086 群馬県 株式会社松原新 2070001014453 高精度捺染台による浸透染め技術の確立 桐生信用金庫
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33 2710110087 群馬県 有限会社共栄製作所 3070002018782
繰返し安定したリード線材加工を実現するための温度管
理の高度化

アイオー信用金庫

34 2710110088 群馬県 株式会社銀星社印刷所 6070001006595
再生紙利用高級菓子パッケージの検査省力化による短
納期化計画

株式会社エフアンドエム

35 2710110089 群馬県 有限会社森戸製作所 2070002031290 オートバイ用セーフティージャケット用部品の高精度化 邑楽町商工会

36 2710110097 群馬県 株式会社アールフレイム 4070001002118 ツーバイフォーパネル製作工程の完全自動化 東和銀行

37 2710110101 群馬県 ダイヤゴム株式会社 3070001001970
革新的ゴム素材を用いた化学防護手袋の開発と成型技
術の確立

群馬銀行

38 2710110103 群馬県 須田装置株式会社 4070001017264
高品質かつ生産効率の高い配管バーリング加工技術の
確立

桐生信用金庫

39 2710110109 群馬県 朝日印刷工業株式会社 7070001000143
地域に根差した、誰でも気軽に利用できる小ロット印刷
プラットフォームの構築

若杉拓弥

40 2710110110 群馬県 株式会社下井田製作所 1070001016112
高張力鋼板を使用した自動車用部品の生産・開発～試
作プロセスの改善と競争力強化

足利銀行

41 2710110115 群馬県 株式会社矢野 4070001016687
全自動調色‐染料計量システムを活用した染色試験の
高精度・高効率化事業

桐生信用金庫

42 2710110117 群馬県 株式会社糀屋 2070001006863
マイクロ波殺菌により顧客要求を満たす高品質な甘酒
の開発と短納期の実現

群馬銀行

43 2710110120 群馬県 株式会社サンレジン 7070001018219
プラスチック成形における高速射出成形機による生産性
向上

榛東村商工会

44 2710110121 群馬県 有限会社オオカワ刺繍 2070002022876
デザイン性に優れた特殊刺繍ワッペンのセミオーダー内
製化システムの構築

足利銀行

45 2710110124 群馬県 株式会社ヤマザキテクノ 4070001020854
複合加工機導入による半導体製造装置向け消耗部材
の精度向上と納期短縮

桐生信用金庫

46 2710110133 群馬県 株式会社オオガ 3070001015681
色測定器を活用したインクジェットプリント製法による高
品質な看板製作技術の確立

桐生信用金庫

47 2710110135 群馬県 株式会社仲川工業所 8070001019843
次世代自動車に搭載されるホットスタンプ成形部品の製
造工程における高度化事業

群馬銀行

48 2710110136 群馬県 有限会社三益精工 7070002034347
精密部品に対する独自選別技術による混入防止とＩｏＴ
の実践

館林信用金庫

49 2710110137 群馬県 有限会社萩本製作所 1070002030483
再生医療機器向け板金部品加工の工程集約によるリー
ドタイム短縮の実現

群馬銀行

50 2710110138 群馬県 三洞製線株式会社 6070001016058
革新的新型技術における直線加工の差別化と競争力強
化の実現

群馬銀行

51 2710110140 群馬県 ジャパンアートレーザー株式会社 1070001016153
レーザー加工機の改造と周辺設備強化による顧客要望
への対応

桐生商工会議所

52 2710110141 群馬県 ユウエツ精機株式会社 5070001011976
工程改善とノウハウ活用でグローバル展開を目指す複
合旋盤導入計画

群馬県信用組合

53 2710110142 群馬県 群馬精工株式会社 2070001000916
高潤滑型複合被膜技術による新たな量産冷間鍛造工
法の開発

群馬銀行

54 2710110147 群馬県 株式会社丸橋鉄工 1070001003119
椎間板ヘルニア等腰痛患者向け寝返り防止機能付き３
Ｄベッドの試作開発

高崎信用金庫

55 2710110148 群馬県 有限会社太伸工業 4070002029837
住設用板金製品の溶接工程における高品質化と生産性
向上

邑楽町商工会

56 2710110150 群馬県 株式会社林製作所 6070001023046
射出成形における高サイクル・低コスト化に向けた試作
開発

北群馬信用金庫

57 2710110151 群馬県 株式会社北斗 5070001013948 産業機械用精密プレス製品における生産性向上 群馬銀行

58 2710110155 群馬県 有限会社五十嵐木工 8070002000471
日本の伝統技術である組子細工を活用したデザイン性
の高い建具の開発

富士見商工会

59 2710110156 群馬県 株式会社ジャオス 7070001018004 海外特装車用品の生産リードタイム短縮 しののめ信用金庫

60 2710110159 群馬県 株式会社島田製作所 3070001007225
高品質な純チタン絞り加工を実現する熱酸化被膜生成
プロセス技術の開発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

61 2710110162 群馬県 株式会社トムコ 5070001002298
ＣＯ２ヒートポンプ給湯器（エコキュート）向け　新型圧縮
機の開発・試作の高生産性の確立

東和銀行

62 2710110166 群馬県 株式会社大志精工 9070001024636 建機の低騒音化促進への長尺物高精度加工の構築 群馬銀行

63 2710110167 群馬県 株式会社キムラ 6070001011570
窒素充填技術による複雑形状部空洞化成形と高品質成
形集中管理システムの構築

富岡商工会議所

64 2710110177 群馬県 福島工業株式会社 3070001014279
次世代自動車向け軽量化中空ブレーキペダルの試作開
発

足利銀行

65 2710110182 群馬県 株式会社ナノプレシジョン 8013401001442
ガラス加工品の測定時間短縮及び測定精度の向上によ
る高精度化と生産性向上

東和銀行

66 2710110183 群馬県 有限会社浅野製作所 5070002021009 自動車試作部品の集成工程の生産性向上 東和銀行
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67 2710110184 群馬県 株式会社岡田製作所 9070001021609
有機性廃棄物等の堆肥化処理に係る高効率な大型撹
拌機の製作技術の確立

東和銀行

68 2710110194 群馬県 株式会社長井精機 9070001007888
コンバインドサイクル発電用タービンブレードの高効率
加工技術開発

税理士法人合同会計

69 2710110196 群馬県 有限会社シンコー 6070002020430 大型船舶向け高精度長尺プレス部品の試作開発 群馬銀行

70 2710110199 群馬県 株式会社ジュンコーポレイション 6070001009945
困難とされていた「ガスアシスト製法における多数個取
り」の実現

しののめ信用金庫

71 2710110205 群馬県 株式会社市川食品 7070001006198
タピオカこんにゃくを使った付加価値の高いチルドデ
ザートの開発・販売

群馬銀行

72 2710110208 群馬県 株式会社江田製作所 2070001018801
鉄パイプ曲加工の芯金挿入省略による生産性の向上と
品質の安定

足利銀行

73 2710110209 群馬県 株式会社群協製作所 5070001006745
精密加工品の製造効率化による収益性向上を実現する
生産管理システムの構築

東和銀行

74 2710110210 群馬県 有限会社三光製作所 8070002020412
小ロット多品種生産での付加価値の見込める板金曲げ
加工体制の構築

桐生信用金庫

75 2710110227 群馬県 システムセイコー株式会社 9070001009455 ５軸制御立形マシニングセンタ導入による生産性向上 群馬銀行

76 2710110228 群馬県 有限会社山口精工 6070002019935 自動車における鋳造部品向けスライドコアの試作開発 群馬銀行

77 2710110230 群馬県 有限会社青柳 3070002022446
日々高まっている健康志向のニーズに応える新規製菓
の開発

桐生商工会議所

78 2710110231 群馬県 株式会社シェモワ 2070001023446 経産牛肉の新たなドライエイジング技術による品質向上 片品村商工会

79 2710110233 群馬県 有限会社福島製作所 9070002019651
難削材モールドマックスを使った高精度金型加工技術
の開発

東和銀行

80 2710110237 群馬県 株式会社正英 7070001019464 医療機器用樹脂部品成型の高効率生産工程の確立 東和銀行

81 2710110238 群馬県 株式会社モハラテクニカ 9070001008597
金属部品のバリ取り加工における生産性と品質の高度
化に関する技術開発

商工組合中央金庫

82 2710110241 群馬県 協同組合群馬炊飯センター 5070005000570 「麹から作った甘酒酵母パン」の開発と新市場の開拓 商工組合中央金庫

83 2710110247 群馬県 株式会社協和 1070001026169
革新的な開発設計プロセスの設備導入による強化で、
一貫生産売上額向上の実現

群馬銀行

84 2710110249 群馬県 ナカムラ精密株式会社 3070002019459
車両用／エコキュート用コンプレッサー部品であるスク
ロールの超高精度切削加工

桐生信用金庫

85 2710110252 群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910
食品用折箱製造での効率化を図るＶ溝加工と蓋割加工
の変革

桐生信用金庫

86 2710110254 群馬県 有限会社長澤鉄工所 6070002033721
次世代自動車向け高付加価値順送プレス金型加工技
術開発事業

群馬銀行

87 2710110255 群馬県 アイ・フィールド有限会社 4070002016991
ロボット産業向け「大流量・ステンレス仕様」流体回転継
手の試作開発

群馬銀行

88 2710110256 群馬県 セキヤ工業株式会社 1070001021525
ダイヤモンドチップ再整形における高精度・短納期放電
加工技術の構築

桐生信用金庫

89 2710110260 群馬県 有限会社桐生明治製作所 6070002023169 歯科用切削機器における高精度部品製造への取組み 群馬銀行

90 2710110261 群馬県 株式会社足利セラミックラボラトリー 9070001022581
デジタル技術を利用したインプラント手術補助装置の試
作開発

群馬銀行

91 2710110262 群馬県 株式会社群鐵 1070001001072
システム建築向け軽溝鋼階段の技術確立と高生産性ラ
インの構築

群馬銀行

92 2710110264 群馬県 有限会社オノザト 3070002034680
建築基礎の問題を解消する柱脚ベースの生産性向上を
図る

税理士法人群馬中央会計

93 2710110268 群馬県 有限会社ドリーム 6070002024258
航空機産業向け繊維装備品の裁断技術高精度化と業
務過程の効率化

しののめ信用金庫

94 2710110271 群馬県 株式会社阿部製作所 2070001015559
次世代自動車用試作品加工分野での加工技術の高度
化

桐生信用金庫

95 2710110277 群馬県 株式会社タカノ 7070001019646
半導体の生産性向上に資するクリーンルームで使用可
能な無給油部品の開発

群馬銀行

96 2710110289 群馬県 浅間酒造株式会社 8070001023647
発酵由来の炭酸ガスを活かした、澄んだ発泡清酒の開
発

東和銀行

97 2710110291 群馬県 株式会社英技研 9070001014273
コスト優位性を持つ縫合針カウンターの量産化技術の
確立

東和銀行

98 2710110295 群馬県 株式会社ＴＥＲＡＤＡ．ＭＬＴ 1070001012763
プラスチック製品の生産性向上による国際競争力強化
のための試作開発

群馬銀行

99 2710110300 群馬県 株式会社イチカワ電機 4070001009369
自律型試験システム導入による鉄道車両用モニタ装置
の生産性向上

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

100 2710110301 群馬県 株式会社一倉製作所 6070001018070
医療機器に使用される樹脂部品の高精度化と生産シス
テムの確立

群馬銀行
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101 2710110302 群馬県 共和産業株式会社 4070001006630 自動車用エンジンの軽量化に伴う加工技術の開発 商工組合中央金庫

102 2710110304 群馬県 有限会社陽春工業 7070002032846
パイプ加工で材料の削減及び加工困難なステンレス管
の加工法を開発

群馬銀行

103 2710110306 群馬県 有限会社小林製作所 7070002009910
超薄肉グラファイト電極加工技術によるヒートシンク用ダ
イカスト金型製造

群馬銀行

104 2710110307 群馬県 株式会社荻野製作所 8070001006404 産業用ロボットお手軽導入サポートプロジェクト 商工組合中央金庫

105 2710110314 群馬県 株式会社加藤工業 3070001018973 次世代自動車用パイプ部品の生産技術の高度化 群馬銀行

106 2710110315 群馬県 梅原モデル株式会社 9060001018358
３Ｄプリンターを活用した自動車向け大型外装部品用加
工治具の試作開発

商工組合中央金庫

107 2710110316 群馬県 コーワ株式会社 8070001021205 防災性能とデザイン性を兼ね備えた寝具製品の開発 東和銀行

108 2710110322 群馬県 株式会社グーバル 9013301031084
新たな方式によるプラスチックリサイクル方法の確立と
量産体制の構築

巣鴨信用金庫

109 2710110323 群馬県 株式会社中央ハイテック 4070001009492
小型プラスチック製品の独自一体製法を応用した、革新
的生産技術の開発

しののめ信用金庫

110 2710110329 群馬県 東洋化工株式会社 5070001017809
成形技術の高度化によるガス焼け防止成形品の試作開
発

群馬銀行

111 2710110335 群馬県 株式会社タキエンジニアリング 4070001029631 設備導入による新たな自社内一貫生産体制構築 桐生信用金庫

112 2710110336 群馬県 株式会社ニノミヤ 7070001019935 次世代自動車向け冷間鍛造部品の生産能力の向上 群馬銀行

113 2710110337 群馬県 有限会社石川鉄工所 8070002028026
プレス成形解析技術の活用による金型設計製作期間の
短縮

ぐんまみらい信用組合

114 2710110338 群馬県 株式会社サンキテック 6070001014458
搬送装置の個別受注設計における、３Ｄスキャナを用い
た効率ＵＰと自動設計

東和銀行

115 2710110341 群馬県 有限会社渋沢技研 2070002020161
次世代自動車用パイプ加工における金型加工技術の高
度化

東和銀行

116 2710110349 群馬県 株式会社落合鉄工所 3070001018940
独自加工技術開発による難削材試作における生産性の
大幅改善

公益財団法人群馬県産業
支援機構

117 2710110350 群馬県 有限会社高柳エンジニアリング 5070002019317
一体化した自動車向けコンプレッサー継手部品の試作
開発

桐生信用金庫

118 2710110351 群馬県 ＰＶＲ              
過酷な環境向半導体製造に適合する高温、高速、高真
空基板加熱機構の試作・開発

東和銀行

119 2710110353 群馬県 有限会社新光機工 4070002029465
顧客ニーズに対応する次世代自動車用金属プレス金型
の生産性向上

桐生信用金庫

120 2710110354 群馬県 東京山陽プラス株式会社 3030001051268
樹脂リサイクルの生産性向上とＱＣＤ改善のための設備
投資計画

群馬銀行

121 2710110358 群馬県 オーラ産業株式会社 9070001018919
新規に開発した高輝度塗装に関する、生産技術レベル
での確立

邑楽町商工会

122 2710110367 群馬県 有限会社茂木製作所 2070002020161 次世代自動車用試作部品の高精度加工技術の開発 群馬銀行

123 2710110368 群馬県 株式会社大道産業 8070001000621
ＩＯＴ設備導入による食品加工専業ロボットの製造開発
および販売

公益財団法人群馬県産業
支援機構

124 2710110371 群馬県 株式会社砂塚製作所 4070001017140
自動車向けＣＶＴ構成部品の短納期化および生産性の
向上

桐生信用金庫

125 2710110375 群馬県 トキワコンクリート工業株式会社 2070001002276
生産の自動化を実現し、顧客要望である製品の量産体
制を構築する

株式会社エフアンドエム

126 2710110379 群馬県 有限会社荒井家具製作所 4070002022560
有効エネルギーの小さい低温の熱を利用した低コスト・
省エネ型乾燥機の開発

桐生信用金庫

127 2710110381 群馬県 雪国アグリ株式会社 2070001023108 高純度こんにゃく粉の開発による新市場開拓事業 東和銀行

128 2710110385 群馬県 株式会社キンセイ産業 7070001006594 小型高効率ガス化発電機１０ｋｗモデルの試作開発 群馬銀行

129 2710110386 群馬県 株式会社金谷塗装工業所 1070001019016
汚泥の軽量化による品質の飛躍的向上を実現するシス
テム構築

太田市新田商工会

130 2710110387 群馬県 株式会社鈴木機械 8070001016171 形鋼・鋼管素材の多品種・少量切削加工方法の開発 桐生信用金庫

131 2710110388 群馬県 大洋工業有限会社 7070002020454
耐電用ゴム手袋安定供給の為の最新型オートクレーブ
の導入

東和銀行

132 2710110389 群馬県 有限会社エース木型 3070002008932 「ＳＴＬ形式の木型製作」による自社優位性の確立 東和銀行

133 2710110390 群馬県 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 9070001011601
保存性を高め常温配送可能な高機能低価格「発酵ロー
スイーツ」の試作開発

東和銀行

134 2710110393 群馬県 杉浦紙工株式会社 7070001007312
食品系、医療系向け「個装箱」「内箱」の高品質・小ロッ
ト・多品種生産の高度化を図る

株式会社群馬マーケティン
グセンター
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135 2710110395 群馬県 株式会社サイテックス 7070001019290
次世代自動車用高精度プラスチック部品の生産プロセ
スの革新

商工組合中央金庫

136 2710110396 群馬県 有限会社関越精光 2070002020665
次世代自動車関連部品に用いるクリーン研磨技術の確
立

東和銀行

137 2710110397 群馬県 株式会社セイワ食品 2070001007374
米の芯を残さないレトルトおかゆ（ミールがゆ）の商品開
発

東和銀行

138 2710110399 群馬県 株式会社伊勢崎金型製作所 3070001013074 放電加工機によるミガキレス鏡面入子の試作開発 東和銀行

139 2710110405 群馬県 有限会社ゴトー 9070002023430
超精密歪コントロール技術開発による高難度大型部品
加工市場への進出

笠懸町商工会

140 2710110408 群馬県 井上熱処理工業株式会社 9070001005272 生産プロセスの抜本的改善によるコスト競争力の強化 群馬銀行

141 2710110416 群馬県 群馬合金株式会社 6070001013253 製造データと不具合情報を対応付けた革新的不良撲滅 森田高史

142 2710110417 群馬県 株式会社マーキュリー 4070001020152 産業機械用プラスチック部品の生産工程の革新 桐生信用金庫

143 2710110419 群馬県 東京レーダー株式会社 4020001030255
廉価版（４値ＦＳＫ方式による）デジタル防災行政無線開
発のための測定機器導入

公益財団法人群馬県産業
支援機構

144 2710110422 群馬県 株式会社土屋合成 2070001012176 筆記具用プラスチック部品の生産プロセスの革新 東和銀行

145 2710110426 群馬県 スバル工業株式会社 7070001021791
歯科治療機器向け高精度軸部品の生産プロセスの革
新

群馬銀行

146 2710110428 群馬県 株式会社萩原産業 2070001018099
大型バスに使用する既存砂型アルミ鋳造工法を低圧鋳
造工法による試作開発

榛東村商工会

147 2710110429 群馬県 株式会社ステッチ 5070001005581
立体造形販促物の印刷技術の高度化による付加価値と
生産性の向上

桐生信用金庫

148 2710110431 群馬県 株式会社半田製作所 6070001020935
生産自動化を見据えた自動車用配管部品の高精度化、
低コスト化に向けた試作開発

桐生信用金庫

149 2710110435 群馬県 有限会社梶山鐡工 9070002020353
次世代自動車向け金属プレス製品の高効率化に向けた
試作開発

群馬銀行

150 2710110441 群馬県 株式会社山岸製作所 8070001008631
プラネタリギアシャフトの革新的整流生産システムの開
発

高崎信用金庫

151 2710110443 群馬県 株式会社キャリア 1070001006641
３Ｄプリンタを活用した、照明機器製品の新試作開発プ
ロセスの確立

東和銀行

152 2710110444 群馬県 株式会社鐵建 3070001012951
鉄骨製作の要である一次加工ラインの高度化と生産性
の向上

高崎信用金庫

153 2710110448 群馬県 株式会社富士精工 8070001020066
３色成形機とヒート＆クール技術を組合せた自動車用照
光式ＳＷ成形品の開発

足利銀行

154 2710110452 群馬県 有限会社ビーエーアシスト 5070002007239
桑の葉の粉で血糖値の上昇を抑制する新しい麺（低ＧＩ
麺）の開発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

155 2710110458 群馬県 株式会社マルクニ 2070001024898
鉄筋自動曲装置導入による短納期実現及び加工精度・
安全性向上

栃木銀行

156 2710110461 群馬県 株式会社タナカペインティング 7070003000422 コンクリート鏡面加工工法導入による、新分野への展開 前橋東部商工会

157 2710110462 群馬県 大野歯科医院              
日本で初、一日で歯周病治療が完結する新サービス開
発

群馬銀行

158 2710110465 群馬県 株式会社ＡＵＣ 2070001010948
高付加価値と汎用性を持つ血液検体の全自動前処理
装置開発

原澤一壽

159 2710110469 群馬県 有限会社岩崎鉄工 4070002028153
産業機械用高精度長尺シャフトの加工技術の高度化に
よる生産性向上

東和銀行

160 2710110471 群馬県 株式会社コスモ 6070001015968
新型平型プレス機と高性能プリント機で生産性の向上と
ポリエステル素材に対応した商品作り

足利銀行

161 2710110473 群馬県 明彩化学株式会社 2070001020245
食品業界向け異物混入検知プラスチックスの原料開発
と生産性向上

足利銀行

162 2710110475 群馬県 株式会社吉田鉄工所 8070001003401 エレベータ部品の品質向上及びメーカー増産計画対応 東和銀行

163 2710110477 群馬県 株式会社みやした 8070001020215
ウレタン畳の品質と意匠性を高める新規生産技術の開
発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

164 2710110480 群馬県 株式会社オギノ 6070001018913
複合加工機導入による印刷機器関連部品の高精度・低
コスト加工の実現

商工組合中央金庫

165 2710110482 群馬県 有限会社マツイ 8070002030980
熱交換器用パイプの溶接レス化による品質及び生産性
の向上

太田市新田商工会

166 2710110485 群馬県 株式会社多胡製作所 7070001012287
大型ＣＮＣ旋盤の導入によるリードタイム短縮とセキュリ
ティ向上の実施

群馬銀行

167 2710110487 群馬県 株式会社御幸 6070001010102
電子・医療分野に向けた金型製造の加工精度及び生産
性向上の開発

群馬銀行

168 2710110488 群馬県 有限会社田谷野製作所 5060002036718
最新鋭射出成型機導入による多品種小ロット対応とｉｉｉ－
Ｓｙｓｔｅｍ導入による生産管理システムの構築

あかぎ信用組合
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169 2710110494 群馬県 有限会社長谷川エンジニアリング 7070002024422
高硬度材の高精密加工実現による試作開発及び技術
の確立

桐生信用金庫

170 2710110497 群馬県 株式会社豊田技研 4070001012728
５軸加工による自動車照明部品用高精度プレス金型の
製作

東和銀行

171 2710110500 群馬県 旭鉄工株式会社 5070001000153
建築用鉄骨溶接ロボットとＩｏＴの導入による品質と生産
体制の強化

東和銀行

172 2710110503 群馬県 株式会社栗食 5070001014847
豚肉小間スライスの生産性向上並びに商品の品質と歩
留向上を図る為の新設ラインの構築

東和銀行

173 2710110508 群馬県 株式会社小森製作所 7070001019266 建設機械用大型溶接部品の生産性向上 群馬銀行

174 2710110510 群馬県 株式会社タヒラ 2070001007696
次世代航空機用高精度長尺部品の生産プロセスの開
発

群馬銀行

175 2710110515 群馬県 サンテック株式会社 2070001018124 電気治療器の高電圧発生新ユニット開発 東和銀行

176 2710110524 群馬県 食事処あぜみち              
食堂発！もう一度使いたくなる「卵の殻を再利用した容
器」の創造

千代田町商工会

177 2710110531 群馬県 エムティーエス株式会社 6070001011653
切削のみで高圧水素ガス漏洩を防ぐシール面の革新的
鏡面工法の確立

東和銀行

178 2710110549 群馬県 株式会社岩崎工業 5070002028160 熱交換器曲げ工程の高度化による競争力強化 浅沼みらい税理士法人
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