
旭鉄工株式会社
〒379-2154　前橋市天川大島町2-3-6　
TEL▪027-224-0397　FAX▪027-224-8409
https://www.asahitk.net/

鉄（Fe）は有史以前から知られている金属で、長い時間の
中で私たち人間と広く深い関係を築いてきました。銑鉄
や鋼、種族の金属との合金として広く用いられ、工業的に
も最も重要な元素のひとつと言えます。そんな人々との
生活と密接な係わり合いを持っている鉄は、私どものよ

代表者名
代表取締役　佐藤　敬

資本金
1,000万円

アサヒテッコウカブシキガイシャ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和44年10月25日

業種
金属製品製造業
重軽量鉄骨、一般建築、
各種鉄工作物、建設施工

従業員数
22名

主要取引先
各種商用施設、店舗等

問い合わせ部署
TEL.027-224-0397

Company Profile

うな鉄加工業の手によって日々生み出されています。時
代や社会情勢の著しい変化にも迅速な対応が求められて
います。旭鉄工は、いち早くお客様ニーズにお応えできる
よう精進し時代の一歩先を見据えながら新しい鉄加工時
代へと向かいます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
2.8t 室内クレーン 13
鉄板切断機12×2,000 1
半自動溶接機 13
アーク溶接機 6
エンジンウェルダー280KVA 4
多軸穴開機（3軸） 1 DNF1050 大東
高速型鋼切断機 1 GT7010 大東
高速型鋼切断機 1 H-650HD アマダ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ボール盤 6
ショットブラスト 1 H900 神東工業
鋼版用ショットブラスト 1 ニッチュー
両面開先加工機 1 MH1-1050 シンクス
アングルカッターポンチングマシン 2
大組溶接ロボット 1 コマツ製
コア溶接ロボット 1 コマツ製
コア・仕口用溶接システム 1 REΘARC コベルコ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

近年のテクノロジーの急速な進歩に従う
ように、鉄加工の世界においても機械化
が進んでいますが、依然「人の手」に委ね
られている所が多分に残されています。
我が社は技術者たちの能力を最大限に活
かしながら、各種加工機械の充実を図り、
また、お客様の多様化・高度化するニーズ
に対しても迅速且つ的確に対応できる体
制をより整えていきます。

得意分野

職人気質と確かな技術がもたらす高品質と安全性
重軽量鉄骨の加工、施工はお任せください！Point

PR

得意とする
技術分野等

重軽量鉄骨の製造、加工、建築工事、
施工

生産品目情報 重軽量鉄骨



天笠商工有限会社
〒371-0847　前橋市大友町2-19-4
TEL▪027-251-6737　FAX▪027-251-6737

当社は、水管理機器メーカーの協力会社として定流量バ
ルブの部品加工等、多品種小ロット製品の精密加工をし
ております。また流量計につきましては組み立て、性能テ
スト、耐圧検査、梱包まで一貫して生産しております。
切削加工及び組み立てのご要望のある方は、ご相談くだ

代表者名
代表取締役　天笠　知通

資本金
300万円

アマガサショウコウユウゲンガイシャ

前橋（本社）
主な拠点

創業年月
昭和57年2月27日

業種
金属製品製造業
流量（水、気体）管理機器
製造

従業員数
6名

主要取引先
流量管理機器メーカー

問い合わせ部署
TEL.027-251-6737
担当：天笠真人

Company Profile 　

さい。
長年培ってきた経験と加工技術で短納期の試作部品や治
工具の製作にも積極的に挑戦してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

NC 旋盤 1 SL-25 森精機

電脳旋盤 1 TAC-510 滝沢鉄工

CNCフライス 1 ST-NR 静岡鉄鋼

旋盤 3

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ボール盤 3

耐圧テスト装置 1 13Pa 明治

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

旋盤とフライスによる精密加工を得意とし
ており、単品、小ロットの部品加工を行っ
ております。短納期での注文も承ってお
ります。
素材は主にSUS304、316を中心に鉄、
真鍮、砲金、樹脂（テフロン･ダイフロン
･PVC等）を扱っております。

得意分野

機械加工の便利屋。小ロット、単品加工はお任せ下さいPoint
PR

得意とする
技術分野等 小ロット、精密部品加工

生産品目情報 SUS、真鍮、砲金、FC、樹脂

テフロン･ダイフロン製品 SUS316製品



株式会社宇野製作所
〒379-2105　前橋市東大室町149
TEL▪027-268-0121　FAX▪027-268-1103
http://www.uno-ss.co.jp

当社は主に電気・通信機器業界で使用される金属製の
筐体及び周辺部品の製作を長く生業としてまいりました。
近年、ものを精密に、安定した品質かつお求めやすい価
格での提供は、業界を限らず様々なところでお引き立て
いただいております。例えば家具インテリアの分野で。

代表者名
代表取締役社長
宇野　友洋

資本金
1,000万円

カブシキガイシャウノセイサクジョ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和35年1月

業種
金属製品製造業
機械用精密部品製造

従業員数
10名

主要取引先
電気通信機器メーカー、
工作機械メーカー、住宅
設備メーカー

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
TEL.027-268-0121

Company Profile

もちろん、検査・組付け・梱包等々お客様の管理ご負担
を減らす対応も致します。是非お気軽に当社の製造技術
ノウハウをお試しください。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
NCターレット
パンチプレス 1 EMZ3510NT アマダ

レーザー加工
機 1 LC1212αⅢNT アマダ

NCベンダー 4 FBD5012NT　2400
㎜ アマダ

プレス 1 60t アマダ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
スポット溶接
機 3 YR-350SAZ Panasonic

ア ル ゴ ン／
TIG溶接機 2 YC-200WX4 Panasonic

Co2 ／ MAG
半自動溶接機 2 YD-160SL6 Panasonic

Sheet-Works 2 AP100、SolidWorks
内蔵 アマダ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

精密プレス板金加工の一貫生産体制を整
え、多品種少量生産を得意としておりま
す。1個からご注文を承り、金型作製等の
イニシャル費をかけずに製造いたします。
細かい成形を必要とする部品への対応は
お任せください。短納期と安定した品質
を専任対応で実現いたします。生産工程
やトレサビリティー、化学物質の含有調査
に関しても、管理体制が整っております。

得意分野

よく管理された小回りの利く一貫生産体制Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工、外観品質

生産品目情報 鋼 板 (SPC・SGC・SECC)、アル ミ・
SUSほか非鉄金属を使用可能



金井金属工業株式会社
〒371-0846　前橋市元総社町337-4
TEL▪027-251-4551　FAX▪027-251-3845
http://www.kanaikinzoku-kk.jp/

当社は昭和21年、アルミニウム砂型鋳造を以って、創業
以来、社会貢献という創業精神に則り今日に至っていま
す。以降、アルミニウムダイカスト鋳造、金型鋳造（グラ
ビティ鋳造）の操業を開始し、環境にやさしいアルミニウ
ム素形材産業発展のために、一層の技術力、人材の育成、

代表者名
代表取締役　金井　正直

資本金
4,000万円

カナイキンゾクコウギョウカブシキガイシャ

本社工場（前橋市）
福島工場（福島県
南相馬市）

主な拠点

創業年月
昭和24年7月14日

業種
金属製品製造業
アルミニウム製品鋳造業

従業員数
47名

主要取引先
澤藤電機㈱、日立工機㈱、
日本信号㈱　他

品質管理
ISO9001,14001
認証取得

問い合わせ部署
営業部：高橋・松井・金井
TEL.027-251-4551

Company Profile 　

組織活性化を行い、多くの皆様の信頼をいただけるよう
努力してまいりました。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ダイカストマシン 12 125t 〜800t 東芝　他

グラビティ鋳造機 7 東横　他

トリミングプレス 8 5t 〜30t

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ショットブラスト 5

三次元測定機 1 三豊

発光分析機 1 島津

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

鋳造方法において、砂型鋳造、金型鋳造、
ダイカストについては125tから800tまで
のマシンを有しており、多様な顧客ニーズに
応えるためのより良い提案が可能となりま
す。また、当社には長年にわたり各種の形
状や品質の製品作りに携わってきた「匠の
技」を持つ職人とそれを実現するバリエー
ション豊かな生産設備を備えていることで、
軽量・高強度・高耐圧・複雑形状など高度
な顧客ニーズへの対応が可能となります。

得意分野

“アルミニウム製品の鋳造”ならお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等

砂型・金型鋳造・ダイカスト等アルミ
ニウム製品の鋳造

生産品目情報 各種機械部品・自動車部品　等



株式会社関東高圧容器製作所
〒371-0131　前橋市鳥取町153-1
TEL▪027-269-3111　FAX▪027-269-3128
http://www.skcylinder.co.jp

あらゆるガスの貯蔵・運搬には、専用の高圧ガス容器が
欠くことの出来ない存在になっています。
今日では、容器の品質の強化や軽量化、ハイレベルなク
リーン精度が進められ、鋼製からアルミニウム合金・ステ
ンレス鋼まで、素材の高度なパフォーマンスとともに、高

代表者名
代表取締役社長
矢端　和之

資本金
1億円

カブシキガイシャカントウコウアツヨウキセイサクショ

前橋工場（本社）
相模原工場

主な拠点

創業年月
昭和35年3月18日

業種
金属製品製造業
高圧ガス容器製造業

従業員数
138名

主要取引先
エスケイシリンダー株式会
社

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
TEL.027-269-3111

Company Profile

圧ガス容器は進化を続けております。
関東高圧容器製作所は、拡がり行く高圧ガス容器の未来
を見極め、最先端の技術とたゆまぬ研究開発を続け、限
りなく拡がる高圧ガス容器の可能性に挑戦し続けてまい
ります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
油圧プレス 4 500t・400t・300t×2 コジマプレス
スピニングマシーン 2 MAX205φ 東芝、ライコ
焼鈍炉 1 610℃コンベア式 東海プラント
QT炉 1 850℃ウォーキングビーム式 東海プラント
塗装装置 1 下塗・上塗100本/h ランズバーグ
耐圧試験装置 3 35Mpa 水圧（最大） システック
高圧コンプレッサー 1 150Mpa 空気圧縮 田辺空気機械
中圧コンプレッサー 2 40Mpa 空気圧縮 カジテック

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
低圧コンプレッサー 8 0.6Mpa37kw 三井精機
自動縦溶接機 7 マグ溶接500A ダイヘン
自動縦周接機 9 マグ溶接500A ダイヘン
ツインローリングマシーン 3 幅1200×4.5t 井上産業
バンドソー 2 HA5001台HFA3001台 アマダ
搬送ロボット 6 165kg可搬 安川エンジニアリング
自動ボンベ印刷装置 3 レタロボ LAC
X 線装置 1 400φ×1500回転 島津製作所

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

当社は、LPガス容器、バルク貯槽、アセチ
レンガス容器、半導体用ステンレス容器な
ど、素材や容量や内容物などお客様の要
望に沿った高圧ガス容器の製造が可能で
す。ステンレス容器は、半導体製造用の
高純度ガス容器として使用されており、全
数溶接時の熱影響などによる脆化や加工
歪を除去する固溶化熱処理を行っている
ほか、溶接部のX 線検査を行うなど品質
を厳しく管理しています。

得意分野

高圧ガス容器ならお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 各種高圧ガス容器

生産品目情報 各種高圧ガス容器



株式会社群鐵
〒371-0221　前橋市樋越町116-3
TEL▪027-283-6018　FAX▪027-283-9867
http://guntetu.co.jp/

国内で建設されている、オリンピック関連施設、高層ビ
ル、マンション、学校や商業施設といった様々な建築物の
鉄骨階段から、高速道路や駅、ダムなどの生活に欠かす
ことのできない、施設の階段製造をしております。
設立から37年間、1台ずつ造りあげてきた、確かな技術

代表者名
代表取締役　近藤　圭二

資本金
1,000万

カブシキガイシャグンテツ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和56年2月21日

業種
金属製品製造業
鉄骨階段製造

従業員数
50名

主要取引先
鹿島建設㈱、大成建設㈱、
㈱竹中工務店、戸田建設㈱

品質管理
社内規格

問い合わせ部署
TEL.027-283-6018

Company Profile 　

力と実績で、作図から製造、納品、施行まで、責任をもっ
て担当させていただきます。
階段1台からの小型物件から、数百台に及ぶ超大型物件
や、建物の主役といっても過言でもない、魅せる階段（意
匠階段）まで、お気軽にお問い合わせください。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

レーザー切断機 1 TF2000E 日産TANAKA

レーザー切断機 1 TF35000D 日産TANAKA

レーザー切断機 1 TF4000 日産TANAKA

ベンダー 1 BH2504D 村田機械

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ベンダー 1 HYB250WIN 東洋工機

開先加工機 1 VK-200 SINKO

半自動溶接機 20 複数 複数

バンドソー 1 HFA500 AMADA

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

レーザー切断機とベンダー機を使用し、
高精度に加工された部品を熟練した技能
工が一台ずつ組立を行います。一次加工
から完成まで一貫して行う事により、迅速
で柔軟な納期対応が可能です。
また、階段専門メーカーとしてのノウハウ
を活かし、意匠性の高い装飾階段（螺旋
階段など）の製造を得意としております。
営業品目：鉄骨階段、踏板PC階段、特殊
階段（螺旋階段・装飾階段、土木階段）

得意分野

1台ずつ造り上げてきた、実績と信頼　階段造りの専門メーカ群
ぐん

鐵
てつ

Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 鉄骨階段



〒375-0053　藤岡市中大塚字瀧前1065-1　
TEL▪0274-22-7003　FAX▪0274-22-7590
http://www.gunmaseiko.co.jp

当社はアルミニウムと鉄の両方に対する多くの冷間鍛造
実績と経験に裏打ちされた、開発・生産体制を整えてお
ります。私たちの製品の8割以上は、自動車・オートバイ
関係のお客様に採用されています。
また、100%出資のタイ現地法人、インド技術支援先の

代表者名
代表取締役社長
丸茂　洋一

資本金
1,000万円

グンマセイコウカブシキガイシャ

本社：群馬県前橋市朝倉
町3-31-8
神川工場：埼玉県児玉郡
神川町元阿保1295-13
藤岡西工場：群馬県藤岡
市中大塚字瀧前1065-1
タイ工場：GUNMASEIKO

（THAILAND）CO.,LTD.
（ピントン3工業団地）

主な拠点

創業年月
昭和43年（1968年）7月8日

業種
金属製品製造業
高精度冷間鍛造による輸
送 用 機 器、OA 機 器、レ
ジャー部品の製造・供給

従業員数
113名

主要取引先
㈱ショーワ、ボッシュ㈱、
KYB ㈱、NSK ステアリン
グシステムズ㈱、トヨタ自
動車　（順不同）

品質管理
ISO9001（2015）認証取得
ISO14001（2015）認証取得

問い合わせ部署
技術部　技術営業課
TEL.0274-22-7003

Company Profile

ローカル企業とのルートにより、日本-タイ-インドの3か
国・連携生産が可能です。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
冷間鍛造プレス 2 630Ton KOMATSU
冷間鍛造プレス 3 400Ton KOMATSU、AIDA
冷間鍛造プレス 1 300Ton KOMATSU
冷間鍛造プレス 4 250Ton KOMATSU
冷間鍛造油圧プレス 1 800Ton KAWAMURA
冷間鍛造油圧プ
レス（絞り加工） 5 40Ton　2台 ／30Ton

　2台／20Ton　1台
SANKEI、SANNKEI　
TOKAI、ORIGINAL

NC旋盤（複合機含む） 40 6〜8　inch MIYANO、TAKAMATSU、MURATA
TAKISAWA、MORISEKI、OKUMA 2
タッピングセンター 12 #30 BROTHER、FANUC、MECTRON
転造盤 2 2D、3D 転造 TSUGAMI、NISSEI

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
センターレス研削盤 1 OHMIYA
ホーニングマシン 1 KURAKI
電解バリ取り機 3 ACRITECH

アルミニウム・鉄　焼鈍炉 Al　2／ Fe2台（大
気炉、無酸化炉） 500㎏／1500㎏ Orienntal　Engineering、THARMAL

ボンデ処理 アルミニウム・鉄　各1ライン 5Ton/D ／15Ton/D ORIGINAL

T6処理炉 1 バッチ式連続炉 O r i e n n t a l 　
Engineering

検査機器 6 三次元測定機、真円度測定器、輪
郭形状測定機、表面粗さ測定器

マイクロビッカース硬度計、
ロックウェル硬度計

MITSUTOYO
　Others

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

アルミニウム、鉄鋼などの異種材料の冷
間鍛造が可能です。昨今注目されている

“自動車の軽量化 ”に対しても鉄鋼材⇒ア
ルミニウム材への変更の提案が可能です。
金型設計・製作を内製化しております。
当社では金型を内製する事でノウハウを
蓄積しています。また、FEM 解析ともリ
ンクし、お客様から高い信頼を頂いており
ます。

得意分野

高品質でしかも生産性の高いアルミニウムや鉄の冷間鍛造の一貫加工体制を構築しています！Point
PR

得意とする
技術分野等 アルミ二ウム・鉄鋼の冷間鍛造

生産品目情報 アルミニウム・鉄鋼・銅・SUS（開発中）
の冷間鍛造品

群馬精工株式会社



株式会社精和製作所
〒371-0845　前橋市鳥羽町10-1　
TEL▪027-253-6891　FAX▪027-253-6823
http://www.seiwa-seisakusyo.com

私達は創業以来お客様のニーズに応えるようにして参り
ました。
その結果、板金溶接から精密機械部門まで仕事内容が違
う4部門が生まれ育ちました。
それぞれ長年蓄積してきた技術がありますので、今後よ

代表者名
代表取締役　金井　謙治

資本金
3,000万円

カブシキガイシャセイワセイサクショ

本社工場
鳥羽工場

主な拠点

創業年月
昭和38年4月1日

業種
金属製品製造業
機械用精密部品製造

従業員数
26名

主要取引先
自動車関連メーカー
半導体製造装置メーカー

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-253-6891

Company Profile

り一層努力を重ね、更にお客様に満足して頂けるように
社員一丸となって頑張って参りますので、皆様の御支援、
御指導を賜りますことを心からお願い申し上げます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
立型マシニングセンター 2 TMC-40V 800X450X500 日平トヤマ
立型マシニングセンター 1 TMC-50VW 1500X600X600 日平トヤマ
立型マシニングセンター 1 TMC-430V 800X450X450 日平トヤマ
立型マシニングセンター 1 α-T14iA 500X300X400 ファナック
立型マシニングセンター 2 MV-50E 1000X500X450 森精機
立型マシニングセンター 1 VS10000 2050X1000X600 森精機
横型マシニングセンター 1 BTD-200Q 1150X1000X800 東芝
立型マシニングセンター 1 KN40Hb 500X400X400 キラ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
NC 立型フライス盤 1 VHR-AF 700X320X400 静岡鐡工所
立型フライス盤 3 VHR-SD 700X250X350 静岡鐡工所
立型フライス盤 1 VS2N-LH 750X400X300 武田機械
立型フライス盤 1 VS3N-LH 850X450X400 武田機械
立型フライス盤 1 VS5N-LH 1500X400X400 武田機械
横型フライス盤 1 SP-CH 500X180X400 静岡鐡工所
中繰りフライス盤 1 BZ-8 1000X700X700 東芝
NC 旋盤 1 DL530 φ300X1500 大日金属工業

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

精和製作所では、大型のマシニングセン
ター、複合NC旋盤などの最新設備によ
る機械加工と同時に、高精度な平面研削
加工、特殊な追加工、金属パレットの製作
といった職人による金属加工を行なって
おります。
数多くの金属加工設備と職人技の融合に
より、多くのお客様のニーズにお応えして
おります。単品から量産の依頼も承って
おりますのでお気軽にご相談下さい！

得意分野

機械加工から溶接、塗装まで対応致します。Point
PR

得意とする
技術分野等

金属パレット設計製作、ボールねじ軸
端加工

生産品目情報 鉄、AL,SUS, 真鍮、銅　小型部品



株式会社田村製作所
〒379-2153　前橋市上大島町393-4
TEL▪027-261-6591　FAX▪027-261-1746
http://www.tamura-shaft.co.jp

「品質は製品のいのち」を理念とし技術開発の追及をして
おります。品質の向上、コストの低減、納期短縮と需要
の幅広いご要望にお応えする為、設備のNC化を図りア
イデアを組み込んだ専用機の導入など技術の ”田村製作
所 ”として「より良い製品を早く安く」をモットーに懸命に

代表者名
代表取締役　田村　征之

資本金
1,000万円

カブシキガイシャタムラセイサクショ

 本社
主な拠点

創業年月
昭和39年12月

業種
金属製品製造業
産業用精密部品製造

従業員数
17名

主要取引先
草津電機㈱、三和電機㈱、
㈱双和電機製作所

問い合わせ部署
TEL.027-261-6591

Company Profile 　

推進しております。お客様の期待に応える企業へと発展
して行きたいと社員一丸となって努力してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
CNC自動旋盤 1 SV-38R　高精度複合機 スター精密

CNC自動旋盤 2 JNC-25　長尺シャフト用 スター精密

CNC自動旋盤 2 KNC-32　複合機 スター精密

CNC自動旋盤 1 B206Ⅲ　高精度くし刃複合機 ツガミ

CNC自動旋盤 2 B018Ⅱ　高精度くし刃 ツガミ

転造 1 R15A　15t ツガミ

転造 2 6A　6t ツガミ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
センターレスグラインダー (通過) 5 GR-200-45 Φ1.5㎜〜Φ110㎜ 日進

CNCセンターレスグラインダー (停止) 2 HI-GRIND 〜φ75 日進

センターレスグラインダー (停止) 4 18BR-200 φ1〜φ40 大宮

複合フライス盤 7 オリジナル　複合機 大月精工

フライス盤 3 AM41-602 テーブル230*725 NT40 ブラザー

面粗さ測定器 1 SV-400 ミツトヨ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

素材径φ5〜φ31をベースにCNC 精密
自動旋盤、各種研磨、フライス加工、各
種ネジ、ローレット加工に至り一貫生産
によるシャフト完成品を製作しているた
め、高技術はもちろん納期厳守、低コス
トが実現できます。材質におきましては
S45C,SUS303,416,420Fなどがメイン
です。当社の得意分野といたしましては
製品全長700mmを超える長物加工が特
色です。

得意分野

700㎜を超える各種シャフトを振れ0.03㎜以内に職人が叩きだす！Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 モータシャフト



合同会社土づくり推進機構
〒371-0837　前橋市箱田町139-4
TEL▪027-353-3838　FAX▪027-329-5290
http://tuchi.net/
organicms@ybb.ne.jp

当社は、スマホでカンタンに土壌養分測定を行える「つち
博士M3」を販売しています。長年にわたって土壌特性と
農産物の美味しさの関係に関する技術開発に取組んでき
ました。「つち博士M3」の測定項目は、硝酸態窒素、リン
酸、カリ、石灰、苦土など他に、腐植率からCEC、C/N、全

代表者名
代表社員　麦島　昌

資本金
350万円

ゴウドウガイシャツチヅクリスイシンキコウ

前橋本社
高碕事務所（製造・
分析・研究拠点）

主な拠点

創業年月
平成19年11月26日

業種
金属製品製造業
精密部品製造

従業員数
3名

主要取引先
農業法人（個人も含む）、
肥料販売店、商社など、

問い合わせ部署
TEL.027-353-3838

Company Profile

炭素などを求めることが出来ます。土づくりのためには、
日常的な腐植率の変化を知ることは重要で、腐植を「畑の小
さな肥料工場」として活用することが、過剰施肥を防ぎコス
ト競争と品質に打ち勝つ第一歩です。尚、平成29年度関東
地方発明表彰の日本弁理士会会長賞を受賞しました。

企業 PR

製品情報・得意分野

作物生産用農業用地の土壌分析を専門に実施しており、同時に作物
の特性も計測しています。土壌の評価は、作物を評価して初めて妥当
な土壌評価が出来るという、極めて自然な発想から、日々のデータを
採取しています。機会があり
ましたら、是非、土壌と作物
を同時にお送りください。事
前にご連絡いただければと思
います。（有料）　本製品は、
群馬産業技術センターと共同
研究で開発しました。

得意分野

腐植率も測定できるスマホでカンタン土壌養分測定装置！（ソフトも含む）Point
PR

得意とする
技術分野等

農業用地の土壌分析
土づくりコンサルタント事業

M3土壌分析器の構成部品

mol/100g 



株式会社テンダイ
〒379-2154　前橋市天川大島町1303-5
TEL▪027-261-5757　FAX▪027-261-5577

当社は、配電盤メーカー、工作機械メーカーに、配電盤、
制御盤等の筺体製作、各種精密板金部品製作などで、協
力させていただいております。お客様のご要望によっては、
図面から製品製作まで携わらせていただいております。
品質第一に納期を守ることによって信頼を得ています。

代表者名
代表取締役　清水　洋市

資本金
120万円

カブシキガイシャテンダイ

本社工場
主な拠点

創業年月
平成17年2月28日

業種
金属製品製造業
配電盤、制御盤等の筺体製
作、各種精密板金部品製作

従業員数
16名

主要取引先
㈱因幡電機製作所
関東精機㈱
㈱電研工業　他

問い合わせ部署
TEL.027-261-5757

Company Profile

定期的に全体会議を行い、全員が品質を確認し、製品の
品質向上、維持に努めています。今後もお客様に信頼し
て貰えるよう技術・技能の向上に努め、社員一丸となり
努力してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
タレットパンチングプレス 1 EM-2510NT アマダ
セットプレス 1 SP-30Ⅱ アマダ
アイアンワーカー 1 SPI-30 アマダ
ベンダー 1 F-BEST-1503 アマダ
ベンダー 1 I-PROMECAM N-09MINI アマダ
ベルトサンダー 1 BG-100 日立
シャーリング 1 M2545 アマダ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
CO2溶接機 4 PanaAuto K 200 パナソニック
CO2溶接機 1 DINA AUTO 160BC ダイヘン
ティグ溶接機 2 TIGミニ 200 ダイヘン
スポット溶接機 1 Super Timer 300K ダイヘン
スタット溶接機 1 DI-7000Z ダイヘン
CAD/CAM 1 AP100 アマダ
ボール盤 3

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

配電盤、分電盤、制御盤等の筺体製作、
フレーム製作を得意としており、各種精密
板金部品等、小ロット、多品種に対応して
おります。難しい曲げなども、熟練の曲
げ加工技術者により対応しています。急
な納期にも対応するなど、可能な限りご
要望にお応えいたします。また、加工の提
案などもさせていただいており、お客さま
のコストの削減にも繋がっています。

得意分野

筺体製作ならお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 工場精密板金

生産品目情報 薄板鋼板加工



東洋圧造株式会社
〒371-0131　前橋市鳥取町157-2
TEL▪027-269-2211　FAX▪027-269-2217
http://www.toatsu.co.jp/

　当社は冷間圧転造技術を駆使し、通常のボルトから脱
却し、特殊部品化、冷間圧造部品とプレス部品等とのドッ
キング等新しい部品加工に取り組んでおり、自動車産業
を中心としたボルト、リベット、特殊部品等を製造してお
ります。親会社である日東精工との連携強化により技術

代表者名
代表取締役　河野　修治

資本金
9,000万円

トウヨウアツゾウカブシキガイシャ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和32年（1957年）3月11日

業種
金属製品製造業
ボルト、リベット、特殊部
品、ベンダー品等製造

従業員数
39名

主要取引先
国内自動車部品メーカー

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
管理課
TEL.027-269-2211

Company Profile 　

提案型企業として皆様のニーズを商品化し、期待される
企業をめざすとともに、日 、々品質、納期の向上を図り、
安心され信頼される東洋圧造になるように努力致します。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

W、2-2、2-3
ヘッダー 24 φ5〜φ20 旭サナック、中島田鉄

工所他

平、丸ダイス
転造機 17 φ5〜φ12（φ20） 三明製作所、ツガミ他

三 次 元 ワ イ
ヤーベンダー
＆端末加工機

1 φ6〜φ12 京葉ベント

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

メッシュベル
ト 式 連 続 調
質炉

1 950℃ オリエンタルエンヂニ
アリング

画像選別機、
検査機・測定
機・硬度計他

8 日東精工、ミツトヨ、
キーエンス他

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

昭和32年創業以来、冷間圧転造技術を
得意としており、自動車産業向けのボルト
やリベットを中心に、高品質な製品を提供
しております。また、圧造・転造加工品に
切削やプレス加工を施した特殊形状部品
や、ベンダー機を使用した曲げ加工品等
を生産しております。

得意分野

高品質なボルト、リベット、特殊部品はお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 圧造、転造

生産品目情報 ボルト、リベット、特殊部品、ベンダー品



株式会社トミザワ
〒371-0132　前橋市五代町1132-3
TEL▪027-269-4433　FAX▪027-269-2409
http://www.tomipane.jp/

当社は、外壁化粧パネル・内部金属金物（ステンレス、ア
ルミニウム含む）の製作を行っています。焼付塗装設備
を備えており、アクリル樹脂塗装、フッ素樹脂塗装等各
種焼付塗装を行っています。また、ご要望に応じ製品取
付まで、一貫してお任せ頂いています。顧客満足を信条と

代表者名
代表取締役　富澤　吾一

資本金
1,100万円

カブシキガイシャトミザワ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和54年4月

業種
金属製品製造業
建築用金属製品製造業

従業員数
21名

主要取引先
㈱テラサワ、㈱海山商事、
小竹金物㈱

問い合わせ部署
TEL.027-269-4433

Company Profile

し、お客様のご要望を設計段階から取り入れ、製作から
納期まで反映させています。広い工場敷地を有し、多彩
な製品の製作に対応しています。今後、市場のニーズに
対応したQ（品質）、C（コスト）、D（納期）をお客様に満
足いく形で提供してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
シャーリング
マシン 2 M4045 4m, 3m アマダ

NCタレット
パンチプレス 1 PEGA306072 5 尺

x10尺 アマダ

プレスブレー
キ 4 FBD2004NT　4m, 

3m, 1m, 1m アマダ

レーザ加工機 1 F A N U C  L A S E R 
C2000 5尺 x10尺 アマダ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
焼付塗装ライ
ン 1 75m　 タクト 搬 送 方

式、MAX300℃仕様

バンドソーマ
シン 1 HFA　400 アマダ

アイアンワー
カー 1 IW-45 アマダ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

NCタレットパンチプレス、プレスブレー
キ、レーザ加工機、電気溶接機による板
材の加工を主としており、アルミ、ステン
レス、スチール製の製品を製作していま
す。パネル関係は塗装まで一貫した製品
としています。小ロット、多品種、短納期
対応を可能としています。

得意分野

建築用金属部品、設計から製作、取付まで一貫してお受けいたします。Point
PR

得意とする
技術分野等 厚板板金加工（t1.0〜 t6．0）

生産品目情報 AL・SUS・ST 製　曲げ加工部品



富沢鉄工株式会社
〒371-0858　前橋市総社町桜ヶ丘1035-16
TEL▪027-251-3805　FAX▪027-251-4489

当社は創業以来長きにわたり、電力関連機器の製造に携
わってまいりました。大型の架台やタンク・製缶から小
さな子部品に至るまで対応しており、特に溶接技術では
他社に負けないノウハウを持っております。ボイラー溶接
の有資格者が在籍し、丸型タンク製品も加工しております。
また精度を要するベースや架台等も、お客様のニーズに

代表者名
代表取締役　富澤　伸行

資本金
1,000万円

トミザワテッコウカブシキガイシャ

本社工場
主な拠点

創業年月
昭和31年10月1日

業種
金属製品製造業
産業用機械部品製造

従業員数
40名

主要取引先
日新電機、NHVコーポレー
ション、高布、東光高岳

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
代表
TEL.027-251-3805

Company Profile

合った製品を、適正価格で迅速に納入できるよう技術者
と設備を整えております。新技術導入と生産工程の見直
しで日々生産技術の向上に努めており、少量の加工から
でも責任を持って対応いたします。
今後も要求精度を充たし、安心して使用できる製品を目
指してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

マシニングセンタ 3 OKK他

レーザー 1 三菱重工

ドリルバンドソー 1 DB3C5030 大東精機

バンドソー 2 HFA400、250 アマダ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

CNC 旋盤 2 TAC950 滝澤鉄工

ベンダー 1 100t アマダ

シャーリング 1 HSS-1325 ニコテック

ロボット溶接 2 AX21 ダイヘン

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

近年新規に導入したドリルバンドソーと
CNC旋盤を含め、レーザー、マシニング
センタ等多工程に対応した加工設備を有
しており、当社のノウハウを活かした溶接
技術による金属加工を得意としておりま
す。少量多品種に対応した生産管理シス
テムにより、お客様のご要望に迅速に対
応できるものと考えております。

得意分野

製缶、溶接技術に自信あり、少量多品種に対応Point
PR

得意とする
技術分野等 精密板金、製缶加工

生産品目情報 製缶、架台、金属子部品等



株式会社トムコ
〒379-2154　前橋市天川大島町1351
TEL▪027-263-1031　FAX▪027-261-0065
http://www.tomco-web.co.jp

当社は、多品種少量でスピーディなモノづくりに応える加
工技術の確立を目指し、生産設備の充実や技術革新を繰
り広げている機械加工メーカーです。試作開発品の機械
加工、同時５軸マシニングセンタによる切削機械加工、難
削材加工を得意としています。

代表者名
代表取締役　松井　繁樹

資本金
3,000万円

カブシキガイシャトムコ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和32年1月

業種
金属製品製造業
宇宙航空・自動車部品及
び産業機械部品の製造

従業員数
40名

主要取引先
富士機械㈱、㈱ IHI、ダイ
ハツ工業㈱、ハネウェル
ジャパン㈱、サンデン㈱

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
業務部　松井治樹
TEL.027-263-1031

Company Profile 　

■マシニングセンタ ・NC旋盤による機械切削加工
・被削材 : 金属、非鉄金属、難削材
・生産品目 : 自動車部品、宇宙航空部品、医療部品、　
　半導体産業用部品、光学産業用部品

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
マシニングセ
ンタ 6 e-800VⅡ　テーブルφ

630　同時5軸制御 MAZAK 他

マシニングセ
ンタ 10 YBM-80N　 テ ーブル

630x630mm　横型 安田工業 他

マシニングセ
ンタ 24 VM7Ⅲ　X1530 Y740 

Z660mm　縦型 OKK 他

CNC 旋盤 50 TC40　 φ450　 加 工
長1020mm TAKISAWA 他

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
三 次 元 測 定
機 3 CONTUR A　X700 

Y1000 Z600mm Carl Zeiss 他

形状測定機 1 C-3000 ミツトヨ

粗さ測定機 2 SURFCOM480A 東京精密

3D CAD・
CAM 3 Master Cam 他

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

試作、量産機械加工対応可能です。SUS、
チタン、インコネル、ニッケル、カーボン
等も加工出来ます。3DCAD/CAM、最
新の同時5軸マシニングセンタやNC 旋
盤を多数ラインナップ。複雑・高精度の機
械切削加工を短納期で実現致します。自
動車部品の量産もしておりますので、品質
保証体制は整っております。納品時、検
査成績書添付。

得意分野

複雑・高精度の機械切削加工を短納期で実現致します。どの様な材質でも対応致します。Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 エンジン、ミッション、ターボチャー
ジャー、モーター等の部品



野村鋼機株式会社
前橋支店：〒371-0857　前橋市高井町1-28-8　
TEL▪027-253-6266　FAX▪027-253-6970
関東テクノセンター：〒371-0132　前橋市五代町1103-2　
TEL▪027-230-2233　FAX▪027-230-2237
http://nomura-koki.com/

当社は、特殊鋼・ステンレス鋼の販売・加工を主とする
専門商社として、素材の提案機能に加え、加工設備を備
えることで、より付加価値の高い提案を行い、半世紀以
上にわたりお客様との信頼関係を築いてきました。オリ
ジナル製品を含む各種構造用鋼、工具鋼、ステンレス鋼

代表者名
代表取締役　湊　義明

資本金
3,200万円

ノムラコウキカブシキガイシャ

東京本社
茨城支店、関東ス
チールセンター
広島支店、浦安特
殊鋼センター
新潟営業所

主な拠点

創業年月
昭和28年5月

業種
金属製品製造業
特殊鋼・ステンレス鋼の
加工・販売

従業員数
148名

品質管理
ISO9001

問い合わせ部署
前橋支店
TEL.027-253-6266

Company Profile

を豊富に在庫し、材料調達から加工までの一貫体制によ
りスピーディな金型加工にも対応しております。迅速なデ
リバリーと合わせ、NOMURAならではの提案力で対応
します。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
全自動バンドソー・丸鋸
CNCシステムバンドソー
パルスカッティングバンドソー
全自動バンドソー
ダイナミックハイパフォーマンスバンドソー
縦型バンドソー
ラジアルボール盤
万能フライス盤

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
プレートミル
両頭フライス盤
立型・横型マシニングセンター
横中ぐりフライス盤
五面加工機
NC 旋盤
円筒研削盤
三次元 CAD ／ CAM

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

各種鋼材を在庫として常時10,000t 以上
保有しており、ニーズに合った製品がジャ
ストインタイムにて供給できます。夕方3
時までの受付であれば、即座に切断を行
い、翌日には各拠点からの自社トラック便
にて指定の場所までお届け可能です。工
数の削減や耐久性の向上、高寿命化、コ
ストダウンなど、目的や用途にきめ細かく
対応した工具鋼を提案します。金型の加
工、製作もお任せください。

得意分野

豊富な特殊鋼・ステンレス鋼の在庫を持ち、調達から加工まで
の一貫体制によりスピーディな金型加工にも対応します！Point

PR

得意とする
技術分野等

工具鋼・構造用鋼・ステンレス鋼の加
工

生産品目情報 各種加工品（金型・設備・精密部品・
その他）



ビソ株式会社
〒371-0101　前橋市富士見町赤城山17071-16
TEL▪027-288-7373　FAX▪027-288-6424
http://www.e-biso.jp

金型棚、金型反転機、金型開閉機の総合メ－カ－です。
横スライドＢＸ棚は当社の得意とするところです。地
震、災害時には機構的、構造的に棚、及び金型の転倒防
止、こぼれ防止は万全です。東日本大震災にも、当社の
棚は転倒等の事故はありませんでした。地震・安全対

代表者名
代表取締役　花木　英雄

資本金
1,000万円

ビソカブシキガイシャ

赤城工場
主な拠点

創業年月
昭和54年4月

業種
金属製品製造業
他金属製品業

従業員数
10名

主要取引先
国内企業全般

問い合わせ部署
営業
TEL.027-288-7373

Company Profile 　

策強化仕様品＜A Series＞を好評発売中です。また製
品には安全第一を考えて業界第一の対策を施しており
ます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

バンドソ－ １ ＨＫ-400 アマダ

溶接機 5 ＹＭ350ＲＸ1 パナソニック

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ボール磐 4

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

製品は溶接一体構造で、トラックにて輸
送・搬入・据え付け工事まで責任施工で
す。製品の製作は精度品質を重視して時
間をかけて丁寧な製品づくりをめざして
おります。業歴25年の豊富なノウハウ
とユーザー各社様の現場の声を製品開発
に取り入れ、安全な製品を皆様にお届け
いたします。

得意分野

金型棚はお任せくださいPoint
PR

得意とする
技術分野等 精密製缶加工

生産品目情報 フルスライド棚、横スライドBX棚
反転機、金型開閉機　



株式会社真柄鉄工所
〒371-0858　前橋市総社町桜ヶ丘1035-7　
TEL▪027-253-3252　FAX▪0027-253-3186
http//www.magara.jp/

当社は、重電部品加工をはじめとした様々な金属機械部
品加工を行っております。又、鍛造品特殊鋼加工技術に
おいては、長年培ってきた技術を有しております。また、
自社製品である漬物切断機等のメーカーでもあり製造・
販売も手掛けております。日 、々技術・技能の向上を目

代表者名
代表取締役　真柄　智

資本金
1,000万円

カブシキガイシャマガラテッコウジョ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和2年11月30日

業種
金属製品製造業
機械用金属部品製造

従業員数
19名

主要取引先
日新電機㈱、大同特殊鋼
㈱、大洋電機㈱
東京電設サービス㈱、東
京電力パワーグリット㈱

問い合わせ部署
TEL.027-253-3252

Company Profile

指して、今後もお客様のご希望に沿える品質と金属部品
加工に挑戦し続けてまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
マシニングセンタ 1 V77　7/24テーパ NO.50 牧野フライス製作所
マシニングセンタ 2 VM7Ⅲ／ VM1260 OKK
CNC 旋盤 1 SL-603C/1000　1,000×930㎜ 森精機
CNC 旋盤 1 SL-65　1,000×550㎜ 森精機
正面汎用旋盤 1 TFL-100　1,000×1,200㎜ TUDA
正面汎用旋盤 1 MS-650　240×400×650㎜ TUDA
汎用フライス盤 1 FQS-400　300×350×1,000㎜ ドイツ製
ラジアルボール盤 1 TRD-950‐S　950㎜ 東亜

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
スロッター 1 ストローク110×200×360㎜ 中部鉄工
CNC 縦型旋盤 1 OMega80　2,000×1,500㎜ O-M
縦型汎用旋盤 1 VTO-16　1,600×1,200㎜　 O-M
プラノミラー 2 門型　1,800×」2,200×6,000㎜ ソ連製
プラノミラー 1 門型　1,700×1,800×5,000㎜ 日立精機
プラノミラー 1 門型　1,200×1,800×4,5000㎜ 日立精機
CNC バンドソー 1 PCSAW720　700×700×5,000 アマダ
自動ガス切断機 1 HL-7　50×1,800×5,000㎜ 小池酸素

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

溶断から溶接までの一貫加工の生産を主
とし、小型〜大型加工を行っております。
大型加工を得意とし多品種小ロット生産
を得意とします。又、プラノミラーによる
大型鍛造品のフライス・切断加工も行っ
ております。自社製品でもある漬物切断
機の製造・販売も手掛けております。

得意分野

小ロットの小型〜大型金属加工のことなら一声を！Point
PR

得意とする
技術分野等

一貫加工（切断・旋盤・穴明け・溶接・
フライス）

生産品目情報 SS・AL・SUS・Ti



株式会社牧機械製作所
〒371-0854　前橋市大渡町2-1-12
TEL▪027-251-3425　FAX▪027-252-8380
http://www.makikikai.jp/

当社は、昭和14年に創業し、旋盤機器開発、各種金属加
工から出発しました。以来、産業機械部品、精密機械部
品、自動車部品と様々な精密部品の加工に従事してま
いりました。最近は自動車部品の中枢とも言える、ス
テアリングシャフト、トルクセンサーシャフト（電動

代表者名
代表取締役社長　牧 清彦

資本金
1,200万円

カブシキガイシャマキキカイセイサクジョ

本社工場
主な拠点

創業年月
昭和14年4月10日

業種
金属製品製造業
自動車部品加工

従業員数
135名

主要取引先
NSK ステアリングシステムズ
株式会社
マーレエレクトリックドライブ
ズジャパン 株式会社
株式会社山田製作所

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
総務部
TEL.027-251-3425

Company Profile

パワーステアリング）スライドドア軸、モーター軸、鍛
造ヨークなど自動車部品の精密加工が主で、小ロット
の試作品から量産品まで毎月100万本程度生産してお
り、今後は新規製品の受注、技術開発に向けて取り組む
所存です。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

横型 NC 転造盤 7 PCTH-1200E NHKビルダー他

NC 旋盤 10 NL-2500 森精機

NC 旋盤 50 TC-200他 TAKIZAWA

NC 旋盤 10 L-20、A-32 シチズン

マシニング 10 a-14、TCR ファナック、ブラザー

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

NC円筒研削盤 10 PD-32他 ミツビシ

NC円筒研削盤 3 G-18 ツガミ

NCロール転造盤 2 R-17NC ツガミ

切断機 4 津根

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

軸もの（シャフト）の旋盤加工を中心に高
性能、高品質の精密加工が出来ます。中
でも転造加工（ネジ・セレーション・
スプライン）に特化しており、当社独自
のNC転造盤でステアリングシャフト、
モーター軸などの精密スプライン加工が
可能です。また社内でオリジナルの専用
機などの製作もしており、最新の設備と
合わせて、お客のニーズに応えるべく柔
軟な発想でものづくりを心がけてます。

得意分野

シャフト加工極めてます!Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 ステアリングシャフト　モーターシャ
フト



株式会社丸橋鉄工
〒371-0131　前橋市鳥取町151-9
TEL▪027-269-2567　FAX▪027-269-2934
http://maruhashi.co.jp/

ホテル向けスチールベッド、個人向け電動介護ベッド、防
衛装備車輛・器具、椅子収納台車、体育器具などの製造
を主力事業としており製品は全国各地で使用されていま
す。幅広い年齢層の熟練工が在籍しており材料を一から
製品へと作り上げ社内で一貫して製造しております。今

代表者名
代表取締役　丸橋　哲郎

資本金
4,000万円

カブシキガイシャマルハシテッコウ

本社オフィス工場
本社物流センター
五代工場
第三工場
東部五代工場
東北営業所

主な拠点

創業年月
昭和34年4月

業種
金属製品製造業
家具・装備品製造業

従業員数
70名

主要取引先
シモンズ㈱、フランスベッ
ド㈱、コクヨ㈱、プラス
㈱、セノー㈱

問い合わせ部署
TEL.027-269-2567

Company Profile

般、最新鋭の3次元レーザー加工機・溶接機・プレス機を
導入するなど設備投資も行っております。お客様も大手
取引先であり信頼ある当社の製品を納入させて頂いてお
ります。また、産学官共同製品開発にも取り組んでおり
新製品開発も積極的に行っております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
レーザー加工
機 2 三菱電機　アマダ

タレットパン
チプレス 6 アマダ　富士機工

プレス機 10 アマダ　富士機工

NC 旋盤 8 OKK

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ベンダー 11 アマダ　オプトン

自動溶接機 6 パナソニック

ワイヤー放電
加工機 1 ソディック

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

レーザー加工・精密プレス加工・旋盤加工・
溶接加工などあらゆる鉄製品への加工を
することができる熟練工と設備を有し、ま
た、長年の間に培ったノウハウを駆使し、
短納期でお客様のもとへ信頼ある製品を
納品できる能力があります。当社の製品
は、ホテルの客室、防衛省、公共施設など
高い品質が求められる場所に納品されて
おります。

得意分野

鉄製品ならなんでも製造できるプロ集団です！Point
PR

得意とする
技術分野等

金属加工全般（レーザー・精密プレス・
旋盤・溶接など）

生産品目情報 スチールベッド、防衛装備車輛、
椅子収納台車



株式会社ミツミ
〒371-0216　前橋市粕川町込皆戸380-2
TEL▪027-285-5221　FAX▪027-285-5222
http://www.mitumiunso.ecnet.jp/

当社は平成元年に設立し、「安心・安全」、「創意工夫」を
経営理念として、加工部、運輸部、農業部の3部門を主業
務としています。加工部では、マシニング・切断加工・プ
レス等でアルミをはじめとした軽金属加工を行なっており
ます。また、運輸部では住宅建材や雑貨等を関東一円か

代表者名
代表取締役　小林　正和

資本金
1,500万円

カブシキガイシャミツミ

粕川工場（本社）
女渕事業所
長野営業所

主な拠点

創業年月
平成元年5月

業種
金属製品製造業
屋内サッシ窓枠等の軽金
属加工

従業員数
90名

主要取引先
国内有名コンビニエンス・
ストア、国内トップメー
カーの壁紙貼付機メー
カー

品質管理
各取引会社品質に合格

問い合わせ部署
TEL.027-285-5221

Company Profile

ら関西方面等へ輸送しています。軽車両による個人宅の
配送やディスカウントショップの買い物サービスを受託す
る等、製造から配送まで幅広く事業を展開しております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
アルミ切断機 1 CS100、80×260㎜ 増田精機
アルミ切断機 1 ASKC-3、100×300㎜ 朝霞サンソ工業
アルミ切断機 1 PRIMAC-3N、80×600㎜ 大同興業
鉄、ステン、銅切断機 1 P-50SAV、70×120㎜ 大野鋼機
プレス 1 TP-45A、45t アマダ
プレス 1 TP-35A、35t アマダ
プレス 1 TP-22、22t アマダ
プレス 1 SP-25K、25t 岩井鉄工所

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
プレス 1 OBS25-2、25t 小松製作所
プレス 1 KWP-20、20t 加藤機械
プレス 1 OY-10020、20t 山田ドピー
プレス 1 LR-22、22t 品川プレス
タッピングマシン 4 KRT-10 KIRA
ボール盤 2 KRT-340 KIRA
ボール盤 2 KRT-420 KIRA
マシニングセンター 1 5V-NC,1,050×560×560㎜ 大隈豊和

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

国内有名コンビニエンスストアの屋内
サッシ窓枠等の軽金属加工を中心に、
様々なアルミ枠の加工を行っております。
また、国内トップメーカーの壁紙貼付機の
部品等も手がけ、アルミをはじめとした軽
金属の切断及び加工全般を行っておりま
す。また、運送部では、住宅建材から雑
貨まで多様な物流業務を行っております。

得意分野

生産・加工・販売と地域の特性を生かしながら営業展開しています。Point
PR

得意とする
技術分野等 アルミ型材の切断、プレス、加工

生産品目情報 アルミ型材の屋内サッシ窓枠、
機械部品



株式会社皆川製作所
〒370-3571　前橋市池端町599-2
TEL▪027-251-9411（代表）　FAX▪027-253-3550
http://www.towa-tacs.co.jp/minagawa/index.html

当社は1978年、ＮＣ自動旋盤の導入を図って以来、精密
部品の切削加工における技術ノウハウを蓄積し、様々な
ユーザーニーズの実現に取り組んできました。中でも角ネ
ジや多条ネジなどの特殊な精密シャフトの技術開発は20
年以上にわたり、今なお高い生産実績をあげています。

代表者名
代表取締役　大沢　利雄

資本金
1,000万円

カブシキガイシャミナガワセイサクジョ

本社工場（前橋市）
吉岡工場（吉岡町）

主な拠点

創業年月
昭和36年11月17日

業種
金属製品製造業
特殊精密部品製造

従業員数
30名

主要取引先
エトー㈱、三協㈱、㈱コー
マ　他

問い合わせ部署
製造部
TEL.027-251-9411

Company Profile

【経営理念 】
1． 繁栄は創造性の発揮から生まれる。自ら物事を観察し、考え、

行動を起こす。
2． 活力ある人財の育成に努め、企業と社会の発展に貢献する。
3． 社員が付加価値創出の原動力であり、一人一人の社員が企業繁

栄の基礎である。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

NC自動旋盤 72 Φ3〜Φ30 シチズン、スター精密
　他

小型 NC自動
旋盤 3 Ｊ24 長谷川

小型マシニン
グセンター 2 ブラザー、ハマイ

センタレス研
磨 2 Φ3〜Φ20 日本精密

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

転造盤 5 Ｒ6Ａ　Ｒ16Ｂ-Ⅱ ツガミ

平転造盤 1 ＨＲ-ＤＷ 東田機工

バレル研磨機 5

磁器バレル 1

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

角ネジ・多条ネジ・リードネジの技術開
発に成功しました。
また、正確かつ迅速な検査技術により、
量産品の不良納入ゼロが実現可能です。
生産工場を2つ持ち、小ロッドでフレキ
シブルなモノづくりから量産品の安定的
な供給まで、幅広く対応が可能となって
います。

得意分野

あらゆる刃物加工ニーズを技術力で具現化してゆきますPoint
PR

得意とする
技術分野等

精密加工（小ロット/大ロット両方可
能）

生産品目情報 自動車部品・弱電関連部品・医療機
器部品　等



有限会社宮田製作所
〒379-2153　前橋市上大島町182番地
TEL▪027-261-3270　FAX▪0027-261-3272
―

現在、我社では、顧客満足度を向上するべく、ISO9001
の取得に向け、社員一丸となって取り組んでおります。原
点回帰（一貫生産）を理念とし、提案型の企業となるべく
努力し、若いスタッフが技を磨きながら、既存のお客様と
長年、信頼関係を築いてきました。異形物・軸物・様々

代表者名
代表取締役社長
芹澤　輝俊

資本金
500万

ユウゲンガイシャミヤタセイサクショ

本社
主な拠点

創業年月
昭和23年

業種
金属製品製造業
機械・建機・自動車部品
製造

従業員数
30名

主要取引先
NSK㈱、センクシア㈱、
古河RD ㈱

品質管理
ISO9001認 証 取 得 予 定

（2018年3月〜4月）

問い合わせ部署
TEL.027-261-3270

Company Profile

な材質の鍛造、加工ができ、多品種少量から量産まで、
お客様の要求に応えていきます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
切断機（丸鋸、バンドソー） 2 ∅10〜∅400 アマダ
油圧サーボプレス 1 HAF100（100トン） コマツ
フレキションプレス 1 80トン ―
NC 旋盤 15 6インチ〜12インチ DMG 森、オークマ、滝澤、他
マシニングセンター 5 BT30、BT40、BT50　パレチェン有 コマツNTC、ブラザー
ブローチ盤 1 20トン 不二越

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
カスタム旋盤 1 9インチ アマダワシノ
放電加工機 1 三菱電機
フライス盤 2 NT40 牧野フライス
その他 5 ガンドリルM、ボール盤、転造盤
その他 6 専用検査機、バリ取り機、穴あけ機 自社製

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

熱間鍛造を施し、NC 旋盤・マシニング
Cを駆使し機械部品・建機用ボルトを提
供しております。近年、自動車部品並び
に搬送用部品の製造を主体に、多品種少
量品から量産品に至るまで『一貫生産』を
モットーに、得意先様の要求に応えた柔
軟な体制を取っております。

得意分野

素形材から手掛けており、多品種少量から量産品まで、
一貫生産を得意としております。Point

PR

得意とする
技術分野等

素形材の製造、からの異形状の切削
加工

生産品目情報 SC、SCM、SUS、各種材



理研鍛造株式会社
〒371-0846　前橋市元総社町395-3
TEL▪027-251-1831　FAX▪027-251-6760
http://www.riken-forge.co.jp/

当社は日野自動車のグループ企業として産業用自動車（ト
ラック・バス等）を中心に、建設機械・農業機械・船舶用
など幅広い業界に製品を供給しています。高度な鍛造技
術と金型加工技術、多彩な鍛造機を用いて生み出す製品
は、エンジンの中心部や駆動部といった強度が必要で決

代表者名
代表取締役　石橋　壽生

資本金
4億4,400万円

リケンタンゾウカブシキガイシャ

前橋工場（本社）
インドネシア

主な拠点

創業年月
昭和25年5月1日

業種
金属製品製造業
鍛造品製造

従業員数
315名

主要取引先
日野自動車、いすゞ自動
車、ヤンマー、小松製作
所、日立建機

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-251-4055

Company Profile

して壊れてはいけない”重要保安部品 ”が中心。そのほ
かにも大小さまざまな製品を製造しています。また、ロ
ボット化の推進や3Dシミュレーション・3Dスキャンの
採用など最新技術を駆使して効率化を実現。お客様の要
望に応えるべく日々挑戦し成長を続けています。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

フォージングプレス 1 FPA-6000 住友重機械工業

フォージングプレス 1 TFPA-5000 住友重機械工業

フォージングプレス 1 C2F-5000 栗本鐵工所

フォージングプレス 1 LZK-4000 栗本鐵工所

フォージングプレス 1 C2F-3000 栗本鐵工所

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
エアドロップ
ハンマー 1 Newton25000E 大谷機械製作所

エアドロップ
ハンマー 1 ADH40 日鍛製作所

エアドロップ
ハンマー 1 Newton13000E 大谷機械製作所

アップセッター 1 7.5インチ ナショナル

アップセッター 2 4インチ ナショナル

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

金型の生産から鍛造、熱処理、機械加工
までの一貫した生産技術が持ち味です。
3Dシミュレーション等を用いた超精密金
型設計により高品質・短納期を実現して
います。また軽量化を図るため複数の鍛
造品を圧接して一つの鍛造品に仕上げる
"摩擦圧接工法"も得意。ハンマー、プレ
ス、アップセッターなど豊富な機械で、お
客様の要望に合わせた大小さまざまな製
品作りが可能です。

得意分野

鍛造品のことなら迷わず理研鍛造へ！Point
PR

得意とする
技術分野等 熱間鍛造、機械加工

生産品目情報 コネクティングロッド、クランクシャフト、
ナックルアーム他


