
蔵前産業株式会社
〒379-2153　前橋市上大島町176番地44
TEL▪027-261-3552　FAX▪077-263-0414
http://www.kuramae.co.jp/

当社は、医療機器の部品を正確に動かすためのレール製
造が会社の始まりです。医療機器部品や製造装置部品等
の加工や冶具製作などを行っています。材料調達からの
一貫生産で高精度加工への特化を特徴とする「機械加工
事業」と紙容器事業や診断機事業の開発・販売を進めて

代表者名
代表取締役　松下　信一

資本金
4,800万円

クラマエサンギョウカブシキガイシャ

本社工場
第二工場
紙容器成形工場

主な拠点

創業年月
昭和44年1月30日

業種
業務用機械器具製造業
医療機器部品製造、生産
用機械部品製造業

従業員数
28名

主要取引先
国内医療機器メーカー、
工作機械メーカー、各種
製造装置メーカー

品質管理
ISO9001、ISO14001認証取得

問い合わせ部署
HPからお問い合わせメー
ルフォームへ　または
TEL.027-261-3552

Company Profile 　

いる「Explo事業」を柱とする開発型ものづくり中小企業
です。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
5面加工門形マシニング 1 MCR-A5CⅡ  5,000x3,800x800mm オークマ
横形マシニングセンタ 1 FH630R  1,000x800x850mm ジェイテクト
立形マシニングセンタ 1 FV2090S  2,000x900x900mm ジェイテクト
立形マシニングセンタ 1 V77L  1,500x700x650mm 牧野フライス
立形マシニングセンタ 1 V55  900x500x450mm 牧野フライス
立形マシニングセンタ 1 VS-100  2,050x1000x450mm 日立精機
立形マシニングセンタ 1 KV-80  1,800x820x760mm 倉敷機械
立形マシニングセンタ 2 KV-2150  2,150x800x760mm 倉敷機械

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
立形マシニングセンタ 1 KV-2000  2,000x800x760mm 倉敷機械
立形マシニングセンタ 1 KV-1600  1,600x800x760mm 倉敷機械
立形マシニングセンタ 1 MCV-560  1,050x560x560mm 大阪機工
門形マシニングセンタ 1 KMV-130  2,500x1300x550mm 倉敷機械
両頭形NC生産フライス 1 4MP-DS-NC  800x800x300mm 浜井産業
ワイヤー放電加工機 1 U53j  550x370x220mm 牧野フライス
精密平面研削盤 3 PSG-208B他 岡本工作機械
横型タッピングボール盤 1 SR5000XLY-16QC  1,600x130x60mm 三和ロボティクス

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

小型から大型までの精密加工を多種多様
な機械を駆使して遂行しています。「小
ロット」「短納期」「精密」「大型部品」「高
精度」「難削材」など、ご要望に対し柔軟
にご対応させていただきます。当社の加
工にご興味をお持ちいただきましたら、ま
ずはお気軽にお問い合わせください。

得意分野

蔵前の卓越したソフト力を支える、ハードとチャレンジ精神。ここから次代を担う製品が生まれます。Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 医療機器部品　各種精密機械加工
治具設計製作等



システムセイコー株式会社
〒370-3523　群馬県前橋市亀里町878　
TEL▪027-226-1211　FAX▪027-226-1217
http://www.system-seiko.co.jp

2016年8月前橋工場の生産がスタートしました。稼働
と同時に立形マシニング5台門形マシニング、5軸制御マ
シニング、横形マシニングを各1台導入。高崎工場にも立
形マシニング2台、12インチ複合旋盤、CNC旋盤、平面
研削盤各1台を導入。設備投資も最新鋭の高精度高効率

代表者名
代表取締役　細野　正己

資本金
1,000万円

システムセイコーカブシキガイシャ

本社
前橋工場

主な拠点

創業年月
平成2年5月2日

業種
業務用機械器具製造業
半導体製造装置製造業

従業員数
90名

主要取引先
㈱日立製作所
㈱日立ハイテクノロジーズ
名古屋電機工業㈱　（他）

品質管理
ISO9001認証取得、
ISO14001認証取得

問い合わせ部署
営業・工務
TEL.027-373-2645

Company Profile

機を導入し未来に向けた体制づくりに取組んでおります。
今後も時代と技術の先駆けになるよう未来への投資を
行っていきます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ワイヤ放電加
工機 7 MV1200R 等 ,810x700x215

㎜ 三菱電機

複合加工機 3 INTEGERXJ-400等φ500㎜ MAZAK

立型マシニン
グセンタ 28 VB-53等1050×530×510㎜ OKK他

高精度門型マシ
ニングセンタ 1 LH2502500×1000×600㎜ 三菱重工

横形マシニン
グセンタ 6 a51560×640×640㎜ 牧野フライス

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
5軸マシニン
グセンタ 1 D300φ450×270㎜ 牧野フライス

NCフライス盤 3 AEV-74710×400×360㎜ 牧野フライス他

CNC 旋盤 4 QSM250等　φ380㎜ MAZAK

平面研削盤 10 MSG-250H1480×200㎜ 三井ハイテック

三次元測定器 1 BHV507500×700×340㎜ ミツトヨ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

半導体製造装置をはじめ、精密機械、精
密金型にいたるまで当社の製品は、多岐
にわたります。製造装置や検査装置など、
自動化装置の設計製作や開発など、お客
様と一体になり提案から立ち上げまで、責
任を持った装置製造を手がけています。
また、特殊材料や特殊処理など、さまざ
まな加工部品から高精度部品や微細部品
など難易度の高い加工部品までニーズに
応じた部品をご提供しています。

得意分野

お客様の一躍を担い、未来を見据えた技術革新を成し
遂げ、 「夢」を乗せた製品を提供し、社会に貢献します。Point

PR

得意とする
技術分野等

半導体製造装置設計製作
精密金型・精密部品設計製作

生産品目情報 半導体製造装置、精密加工製品



当社の主力部門である製本・印刷業界をはじめ、あらゆ
るメーカーで問われているのが、マーケット競争のグロー
バル化に対応した効率的な生産体制の構築です。そのた
めには、生産の高速化や省力化を実現するシステム機器
の開発が欠かせません。そうした生産ラインの高速化・

代表者名
代表取締役　松田　淳一

資本金
9,800万円

フジユアツセイキカブシキガイシャ

本社
東京支店
大阪支店

主な拠点

創業年月
昭和40年8月17日

業種
業務用機械器具製造業
印刷・製本・紙工機械製
造業

従業員数
103名

主要取引先
共同印刷㈱、大日本印刷
㈱、図書印刷㈱、凸版印
刷㈱、㈱ミツバ

品質管理
当社独自の品質管理体制

問い合わせ部署
管理部
TEL.027-268-2631

Company Profile

省力化で、卓越した独自の技術力を発揮しているのが当
社です。今日では製本・印刷関連分野に限らず、機械メー
カーや一般産業用設備機械の機器開発を手掛けるなど、
世界のオンリーワン企業となるべく総合メカトロニクス
メーカーへと大きく前進しています。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ワイヤ放電加工機 1 AQ600L 790×550×300㎜ 930kg ソディック
門型マシニングセンタ（五面加工機） 1 MPC-3150 作業面2500×5000mm 東芝機械マシナリー
レーザー加工機 1 TROMATIC-3030 3050×1525×100㎜ トルンプ社
プレシジョンセンター 1 H40i 875×740×685㎜ 安田工業
立形マシニングセンタ 1 NV5000α1B/50 1020×510×510㎜ 森精機
CNC 旋盤 1 NL2500Y/700 356Φ 705㎜ 森精機
高効率複合加工機 1 MT2000α1 同時5軸加工 サブスピンドル 森精機
横型マシニングセンター 1 YBM-660N 850×750×700㎜ 安田機械工業

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
スイス製精密円筒研削盤 1 S30 iean PRO 研削長さ1000mm スチューダ社
高性能加工機 1 YBM-640V 金型加工の高性能機械 安田機械工業
超精密成形平面研削盤 1 NP840-F テーブルストローク 400×800 長嶋精工
ハイブリッドベンディングマシン 1 HDS8025NT 折畳長2600㎜ AMADA
高剛性・高精度CNC 旋盤 1 NL1500SML/500 356Φ 515mm 森精機
立型マシニングセンタ 1 MILLAC 468VⅡ 820×460×450mm オークマ
YAGレーザハンディ溶接機 1 YLW400MT AMADA
複合加工機 1 INTEGREX　J-300 ヤマザキマザック

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

製本・印刷関連機械は、書籍や印刷物が
様々な形状やクセを持つことからシステ
ム化が困難でしたが、30年以上にわたり
他の追随を許さない技術ノウハウを蓄積
し、業界の高速化・省力化に大きく貢献
するシステム製品の開発を行い、お客様
から高い評価をいただいております。ま
た、紙関連業種以外の業界へも、自社開
発設備機械など、お客様の様々な形の
ニーズに応える対応を実現しています。

得意分野

製造ラインのコンサルティング、企画、ライン設計、機械
製造、機械設置まで一貫したサービスをご提供します！Point

PR

得意とする
技術分野等

機械設計、電気設計、金属精密加工、
機械組立

生産品目情報 産業用機械設備

富士油圧精機株式会社
〒379-2101　前橋市泉沢町1250-2　
TEL▪027-268-2631　FAX▪027-268-1633
http://www.fuji-y.co.jp/



増田煉瓦株式会社
〒371-0841　前橋市石倉町四丁目18-11
TEL▪027-251-5824　FAX▪027-251-4185
http://www.masudarenga.co.jp

当社は、煉瓦製造と煉瓦積み工事の2本柱で大正6年創業
して100年を迎えました。煉瓦積みの建物はもとより家庭
用のかまどから業務用の酒釜や工業窯業炉など製造してき
ました。現在は時代のニーズでピッツァや肉を調理する煉
瓦の石窯を企画⇒設計⇒ユーザー様打合せ⇒製造⇒検査
⇒お引渡し、その後、メンテナンスを一貫して行っており、

代表者名
代表取締役
増田　晋一(5代目）

資本金
1,000万円

マスダレンガカブシキガイシャ

前橋工場
主な拠点

創業年月
大正6年2月1日

業種
業務用機械器具製造業
厨房機器製造業

従業員数
14名

主要取引先
フジマック、タニコー、ホ
シザキ、FAYOL(仏）、　
VALORIANI(伊）

品質管理
社内規格による

問い合わせ部署
TEL.027-251-5824　　
　　027-252-6565
メール：info@masudarenga.co.jp

Company Profile

煉瓦耐火材料の販売もお請けいたします。職人は煉瓦工・
石工・タイル工・溶接工が揃っていますので、量産にない一
品一様の石窯を国内や海外に向けて出荷実績が多数ありま
す。市場で必要とされるものに絶えず挑戦しております。

平成29年度前橋市産業振興･社会貢献優良企業

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ガ ス 燃 焼 検
査室 3 CLF6 テラル

すす取装置 1 CLCC型 クリエ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
強 制 排 気 装
置 1 DORACO クリエ

プ ロ パ ン エ
アー発生装置 2 PA-13A4NA I・T・O 株式技社

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

石窯では当社独自の煉瓦ドーム積みで多
様な環境に耐えうる高温域オーブンの設
計・施工を行っています。材料は国内耐
火煉瓦のほか、イタリア・フランスから窯
用の材料を直輸入して当社の職人の手で
石窯に組上げられます。ピッツァ窯はじめ
パン窯、グリル窯、また日本古来神社で
ご使用のかまども製作可能です。輸出対
応も可能です。製品についてはお気軽に
ご相談をお待ちしております。

得意分野

ピッツァ、パン、グリルの石窯のご相談から、設計・現場施工・
特殊施工・軽量化など国内唯一の職人集団にお任せください。Point

PR

得意とする
技術分野等

煉瓦工　築炉工　タイル工　石工　
ガス溶接工　バーナー

生産品目情報 ガス窯、薪窯（ピッツァ、パン、グリル）
積煉瓦、煉瓦タイル、耐火物の加工



株式会社山口製作所
〒371-0231　前橋市堀越町691-1　
TEL▪027-283-5311　FAX▪027-283-6057
http://www.yamaguchi-mill.com/

『お客様の想いをかたちに』を基本理念とし、安全、品質、
納期対応、環境に配慮したものづくりで社会の発展に貢
献しています。様々な製品を溶接、板金、機械加工、表面
処理から組立試運転調整まで自社工場で一貫して製作し
ており、お客様の要求を上回る製品の製作に総力を結集

代表者名
代表取締役　山口　克容

資本金
1,000万円

カブシキガイシャヤマグチセイサクショ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和23年2月3日

業種
業務用機械器具製造業
製缶・溶接・機械加工・組立

従業員数
40名

主要取引先
新明和工業㈱、三菱重工
機械システム㈱、日本ス
ピンドル製造㈱、パナソ
ニック㈱

品質管理
自社規定

問い合わせ部署
TEL.027-283-5311

Company Profile

して取り組み、低炭素社会の実現に向けて、エネルギー
効率の良いものづくりを目指します。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
五面加工機 1 MVR35 三菱
門型マシニング 1 MCV-A オークマ
NCプラノミラー 1 品田
横フライス盤 1 遠州
立型マシンニング 1 MB-56VB オークマ
NC 旋盤 2 400Ф×1500L・350Ф×500L 山﨑マザック

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
汎用旋盤 3 500Ф×4000L 山﨑マザック
レーザー加工機 1 コマツNTC
トレーサー切断機 1 小池
オートボーラー 1 竹田
ボール盤各種 5 日立

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

機械式立体駐車場、空調用機器、集塵装
置、免制震装置、ジェットコースター等の
遊戯設備等の産業機械を中心に『一品一
様のものづくり』をおこなっています。

得意分野

多種多様な製品とお客様ニーズへの対応を、製作
から試運転調整まで一貫していたします。Point

PR

得意とする
技術分野等 溶接、機械加工、組立

生産品目情報 産業機械、プラント工事


