
旭化成株式会社
〒379-2104　前橋市西大室町1257-3
TEL▪027-268-2321　FAX▪027-268-0685
http://www.asahikasei-kk.co.jp/

当社は早くより、機能部品としての発泡スチロール成形に
積極的に取り組み業界をリードしてきました。樹脂・金
属との一体成形や発泡スチロールの表面皮膜成形など、
独自技術により機能性を付加した発泡スチロールの製品
実現が可能となります。また、設計部門を有しており、設

代表者名
代表取締役　梶 徹也

資本金
2,000万円

アサヒカセイカブシキガイシャ

本社工場
赤堀工場

主な拠点

創業年月
昭和43年7月1日

業種
プラスチック製品製造業

（別掲を除く）
発泡樹脂製造

従業員数
76名

主要取引先
家電、自動車、産業機器、
医療、住宅、生活資材メー
カー

品質管理
ISO9001認証取得
エコアクション21認証取得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-268-2321

Company Profile

計〜試作〜量産まで、社内一貫体制によりトータルでサ
ポート致します。お客様の業界は家電、自動車、医療、住
宅、産業機器など多岐に渡り、断熱・軽量など、発泡スチ
ロールに関わる技術的な課題をご提案により解決致しま
す。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
発泡スチロー
ル成形機 1 VS-2200

（2,080×1,040㎜） ダイセン工業

発泡スチロー
ル成形機 2 T-2100

（2,000×1,050㎜） ダイセン工業

発泡スチロー
ル成形機 1 AK-1020X 笠原工業

発泡スチロー
ル成形機 1 T-2070 ダイセン工業

発泡スチロー
ル成形機 8 VS-2000

（1,580×1,340㎜） ダイセン工業

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
発泡スチロー
ル成形機 17 VS-1300

（1,230×1,030㎜） ダイセン工業

発泡スチロー
ルカット機 3 自動カット機 ー

発泡スチロー
ルカット機 1 2次元自動カット機 ー

発泡スチロール3次元
NC切削機 1 1,300×1,300 ー

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

①発泡スチロールと樹脂・金属との一体
成形により、ユニットへの組立工数の削
減が可能となります。
②発泡スチロール表面皮膜成形技術によ
り、外観意匠や耐久性の向上、発泡スチ
ロール特有のきしみ音が低減できます。
③成形機は業界随一のラインナップで（小
型〜大型）、お客様の製品に最適なサイ
ズをご提案できます。

得意分野

発泡スチロール機能部品の事ならお任せ下さい!Point
PR

得意とする
技術分野等

発泡スチロールと樹脂金属との一体
成形

生産品目情報 発泡スチロール精密部品・
大型成形品



加工が容易で耐久性にも優れるプラスチック。しかもそ
の活用方法にはまだまだチャレンジするべきことも多く、
アイディア次第では時代をリードする製品が生まれます。
当社は、プラスチック製品を通じて、この星と、この星に
暮らす人々のために役立つことを行う会社です。事業内

代表者名
代表取締役　井上　一彦

資本金
1,000万円

イノウエビニールカブシキガイシャ

本店
三俣店営業所
物流センター
粕川工場

主な拠点

創業年月
昭和27年4月

業種
プラスチック製品製造業、農業
用資材・ビニール製品及びプラ
スチック製品の製造・加工・販売

従業員数
28名

主要取引先
官公庁、全農、農協、食品
製造工場、量販店、等

問い合わせ部署
三俣店営業所
TEL.027-231-6999

Company Profile

容は、主に農園芸資材関連事業、包装資材関連事業、廃
プラスチックのリサイクルによるプラスチック、掛矢等の
製造を行う、リサイクル関連事業、工場等の間仕切り用の
ビニール加工から施工までを行う製造・加工関連事業、
と多岐にわたっております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
廃プラスチック
押出成形機 1 石川機械㈱

廃プラスチック
リサイクラー 1 MK-PL01 嶺工機㈱

一軸式破砕機 1 ZSS-850 ZERMA社
ホットスタンプ箔押し機 2 カタニ産業
半自動梱包器 2 D-55 ストラパック㈱
ボール盤 1 B-13S 日立工機
ウエルダー（ビニール
高周波溶着機） 2 KW400TRA 4KW 200V 成電舎

工業ミシン 1 XO-GMF-10-05 550W 三菱

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
インパレスシーラー 計3 FⅠ-600、FⅠ-600-2 富士インパレス
高周波・熱溶着中継機 計3 LAM-W304TS、LHPW-703 クインライト
高周波ハトメ打ち機 2 LW-105-1 クインライト
高周波ウエルダー 各1 LW-4540、LW-3500 クインライト
メデル加工スリット機

（井上開発機械） 1 明東工業

ポリフイルム巻き返
し機（井上開発機械） 1 明東工業

POフイルム解反機 1 岡マシンサービス
ビニール原反カット機 1 岡マシンサービス

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

農業用のハウス向けビニールや植付けマ
ルチでは、多様な加工が可能です。また、
スーパーの包材用品では、機能性だけでな
く、デザイン性を考慮しているため、商品
価値までも包み込む包装資材として好評
です。そうしたコンシューマー向けの商
材以外にも、製造工場内の間仕切り用ビ
ニールの加工、設計、施工や、境界杭など
プラスチック製品のリサイクルを行った
環境製品にも力を入れております。

得意分野

ビニール・ポリエチレン加工用品の製造から施工ま
で、プラスチック用品なら当社にお任せください！Point

PR

得意とする
技術分野等 ビニール・ポリ加工

生産品目情報 ビニール・ポリ加工用品

井上ビニール株式会社
〒371-0018　前橋市三俣町3-11-9　
TEL▪027-231-6999　FAX▪027-233-2384
http://www.inoue-vinyl.co.jp/



当社では、プラスチック製品製造メーカーや市場にて使
用済みのプラスチック製品及び梱包資材等を回収し、選
別〜洗浄〜粉砕〜ペレット加工（原料）〜成形と社内にて、
循環型リサイクルを構築しております。今まで廃棄物とし
て扱われていたものをリサイクルするための提案やテスト

代表者名
代表取締役　前原　政輝

資本金
100万円

エコライフカブシキガイシャ

本社（前橋市）
主な拠点

創業年月
平成21年10月20日

業種
プラスチック製品製造業
プラスチック再生加工

従業員数
8名

主要取引先
国内外製品製造メーカー

問い合わせ部署
TEL.027-283-1999

Company Profile

加工等を行い、廃棄物削減を念頭にリサイクル加工しゴ
ミ0を目指し取り組んでいます。また、現在は複合プラス
チック製品等リサイクル困難なものの再生加工を実現す
るために新しい再生原料つくりを各機関と共同研究して
おります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
軟質プラスチック
ペレット加工機 2 YDN-100 一億社

硬質プラスチック
ペレット加工機 2 NS-100 長田製作所

押出成形機 1 DNP-B65 小野製作所

押出成形機 1 ES-65-22 池貝鉄工

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

押出成形機 1 OHP-65 長田製作所

粉砕機 2 XL-15 森田精機工業

粉砕機 2 XL-30 森田精機

粉砕機 1 SM5U65 三興

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

軟質プラスチック、硬質プラスチックを各
樹脂ごとに選別作業、再生ペレット化を行
い、多種多様のプラスチックをリサイクル
原料として各メーカー様の製品条件に見
合った原材料づくりをしています。

得意分野

プラスチック製品の再生加工から製品作りまで行います。Point
PR

得意とする
技術分野等 プラスチック樹脂再生加工

生産品目情報 各樹脂粉砕、ペレット加工

ecoライフ株式会社
〒371-0241　前橋市苗ケ島町1185-1
TEL▪027-283-1999　FAX▪027-283ー1971



三和化工株式会社
〒371-0857　前橋市高井町一丁目7-5
TEL▪027-251-0525　FAX▪027-252-9656
http://www.sanwa-kako.co.jp/

当社は群馬県前橋市と北群馬郡榛東村に工場を持ち、主
に自動車関連部品を製造しています。前橋工場では、大
型射出成形機、榛東工場では小型〜大型成形機、特殊成
形機、二色成形機を設備し成形からASSYまで一貫生産
を行っております。「人にやさしい環境保全に努めつつ、

代表者名
代表取締役　福島　信輔

資本金
1,500万円

サンワカコウカブシキガイシャ

前橋工場（本社）
榛東工場

主な拠点

創業年月
昭和38年4月5日

業種
プラスチック製品製造業
プラスチック射出成形

従業員数
78名

主要取引先
クミ化成株式会社、株式
会 社ヴァレオジャパ ン、
ティ・エステック株式会社、
サンデン株式会社

品質管理
ISO 9001認証取得

問い合わせ部署
星野　輝雄
TEL.027-251-0525

Company Profile

顧客の満足を得る製品の研究と生産のため継続的研鑽
に励む」を経営理念に、お客様のものづくりの一翼を担う
べく、生産技術を磨いております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

射出成形機 1 1800MMW、型締力1,800t、
射出質量13,250 三菱重工業

射出成形機 1 1600MMW、型締力1,600t、
射出質量9,660 東芝機械

射出成形機 2 IS1300DE、型締力1,300t、
射出質量6,560 東芝機械

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

射出成形機 14 一般射出成形機、型締
力850t 〜150t

三菱重工、東芝機械、住友重
機、日精樹脂、名機製作所

一体成形特殊
射出成形機 4 FN5000〜 FN3000、

型締力220ｔ〜140ｔ 日精樹脂

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

独自射出成形システムのSIFLをはじめ、
大型射出成形、2色成形等多彩な生産
システムを確立し、様々なお客様のニー
ズに対応しております。SIFL（Sanwa　
Idemitsu　Foam　Lamination）と は、
出光石油化学㈱のIPM 表皮一体成形技
術をベースに、当社が長年培ってきた成形
技術を加味して生まれた、軟質のウレタン
フォームと樹脂の一体成形技術です。

得意分野

多彩な生産システムで様 な々ニーズにお応えしますPoint
PR

得意とする
技術分野等

射出樹脂成形、異材料2色成形
ウレタン一体成形（ⅠPM 工法）

生産品目情報 自動車内外装製品、
カーエアコン用ダンバー



富士化学株式会社
本社工場　〒371-0132　前橋市五代町1009-4
TEL▪027-269-6060　FAX▪027-269-6116
南部事業所　〒371-0132　前橋市五代町495-5
TEL▪027-289-9922　FAX▪027-289-9923

当社は、自動車内装部品や日用品のキャップなどのプラ
スチック製品を成形加工するプラスチック射出成形の専
業メーカーです。46期目を迎えて、熟練の技術者による
ノウハウでお客様のさまざまなニーズにお応えします。
また、平成28年に本社工場を新築しクリーン工場を併

代表者名
代表取締役　黒澤　忠之

資本金
5,000万円

フジカガクカブシキガイシャ

本社工場（前橋市）
南部事業所（前橋市）

主な拠点

創業年月
昭和48年3月14日

業種
プラスチック製品製造業
日用品、自動車内装部品製造

従業員数
132名

主要取引先
国内自動車部品ティア1
メーカー、日用品ボトル
メーカー

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
業務部　営業G
TEL.027-269-6060

Company Profile

設しました。協力工場にはプラスチック塗装メーカーと
も取引があり加飾にも対応できます。お客様のタイトな
オーダーにもお応えできるよう24時間操業にて社員一丸
となってお声がけをお待ちしております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

射出成形機 47 型締め力　50t 〜850t SHI（住友重機）、日本
製鋼所、FANUC

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

横型射出成形に特化し、品質管理が厳し
い自動車の内装部品を数十年手がけてお
客様からは北関東地区の拠点として重宝
されています。また、近年では日用品のボ
トルに装着するポンプノズルの部品を新
設のクリーン工場で成形しています。原材
料の管理は自動倉庫のシステムで先入先
出を徹底しロット管理は万全です。

得意分野

顧客ニーズを満たし、信頼される企業です。
当社は射出成形一筋お任せください！Point

PR

得意とする
技術分野等 多品種生産

生産品目情報 熱可塑性プラスチックの射出成形



本州油化株式会社
〒371-0853 前橋市総社町1-5-4
TEL▪027-251-6431　FAX▪027-251-6412
http://honsyu-yuka.co.jp/

当社では、発泡スチロール成形品製造において、高い技
術力のもと一貫した生産システムの構築と、（株）JSPの
多面的に蓄積された技術協力を得て、常に新しい技術と
用途を紹介できる体制を整えております。また、工場設
備には、大型自動成型機、省力化設備などを積極的に導

代表者名
代表取締役　飯塚　正

資本金
5,000万円

ホンシュウユカカブシキガイシャ

本社工場
主な拠点

創業年月
昭和44年7月10日

業種
プラスチック製品製造業
発泡スチロール、発泡ポリ
プロピレン製造販売

従業員数
42名

主要取引先
㈱ JSP、パナソニック㈱、
キャノン電子㈱、㈱三喜、
笠原工業㈱、㈲塩野商店

品質管理
ISO14001認証取得
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-251-6431

Company Profile 　

入し、製品の品質をより高めて、しかもコストダウンをさ
らに実現していくために、当社は今後も生産技術の革新
に努力を続けてまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

EPS型物成形機 1 VS-500 DAISEN ㈱

EPS型物成形機 9 VS-1300 DAISEN ㈱

EPS型物成形機 4 VS-2000 DAISEN ㈱

EPP 型物成形機 4 EP-1300 DAISEN ㈱

EPSブロック成形機 3 VS-2000 DAISEN ㈱

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

EPSブロック成形機 1 PEONY-184DS 笠原工業㈱

EPS型物用予
備発泡機 1 DYH-500 DAISEN ㈱

EPS型物用予
備発泡機 3 DYH-1000 DAISEN ㈱

EPS ブ ロ ッ ク
用予備発泡機 2 DYH-1000 DAISEN ㈱

EPSブロック
カット機 1 P-2010HC 笠原工業㈱

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

発泡スチロール(EPS)は断熱・緩衝・二
次加工・省資源・リサイクルに優れ、食品
包装材・緩衝包装材・建築用断熱材・土
木資材などの製品に幅広く使用されてお
ります。発泡ポリプロピレン(EPP)は、よ
り軽く・より強く省資源・自由な成形性が
あります。お客様に対し、迅速で柔軟な
対応を可能としております。

得意分野

発泡スチロールならお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 発泡スチロール成形、加工

生産品目情報 発泡スチロール成形品、発泡スチロール
ブロック、発泡ポリプロピレン成形品


