
ソピア精機株式会社
〒371-0122　前橋市小坂子町925-7
TEL▪027-269-8799　FAX▪027-269-8795

創業以来、印刷機械部品製造およびアッセンブリで培っ
てきた、ミクロン単位の精度を削り出す経験と技術で、新
たな可能性へ挑戦しています。輪転機･特殊印刷機の重
要部品であるインキ装置・給水装置･駆動装置等部品・
ユニットのアッセンブリの技術力を他分野にも応用し、試

代表者名
代表取締役　櫻井　和夫

資本金
1,000万円

ソピアセイキカブシキガイシャ

本社工場（前橋）
主な拠点

創業年月
昭和45年8月6日

業種
生産用機械器具製造業
機械用精密部品製造

従業員数
9名

主要取引先
㈱コモリコーポレーション

問い合わせ部署
TEL.027-269-8799

Company Profile

作から少量多品種の製品対応をしています。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
立型マシニングセンタ 1 TVU5　950×650×600 池貝
立型マシニングセンタ 1 MV-40　750×550×600 森精機
立型マシニングセンタ 1 MA-550VB　1300×560×560 オークマ
立型フライス 4 2MLV 日立精機
NCフライス 1 RRM3V　920×300×450 OKK
NCフライス 1 RRM2V　720×300×450 OKK
NC 旋盤 1 TCN-2000 滝沢

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
旋盤 3 LS450 オークマ
旋盤 1 AM-20 池貝
卓上ボール盤 6 芦品
キースロット 1 MY-50 山毛
キーシーター 1 TK250NS 宝機械
三次元測定機 1 F403 ミツトヨ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

汎用旋盤での熟練した技術と、NC旋盤
による精度の高い加工の合わせ技で様々
な部品に対応します。マシニングセンタ、
フライスでは炭素鋼・鋳物・真鍮・アルミ
等の高精度加工も行います。加工のみな
らず、アッセンブリにも対応しており、一
貫した自社生産で、製品管理を行っていま
す。

得意分野

少量多品種に対応します。Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 SC 材、鋳鉄



工場の工程分析と問題点の改善及び
社員教育にも自動車生産技術的ノウ
ハウを活用下さい。

〒371-0841　前橋市石倉町5-14-18
TEL▪027-253-8156　FAX▪027-253-8157
http://www.highcomm.co.jp/

日本ハイコムは、グローバルな生産技術プロフェッショナ
ル集団企業です。日本国内・海外に於いて、自動車生産
ラインを始めとした生産ラインのエンジニアリング、自動
車の生産設備製作、生産技術コンサルティング、マイクロ
波加熱システムを展開しています。自動車会社の生産技

代表者名
代表取締役社長
佐藤　康明

資本金
1,200万円

ニホンハイコムカブシキガイシャ

前橋
中国浙江省
マレーシア

主な拠点

創業年月
1985年9月

業種
生産用機械器具製造業
生産技術エンジニアリング、
自動車生産設備の設計製作

従業員数
36名

主要取引先
日本国内自動車メーカー、
海外自動車メーカー、自
動車部品メーカー、その
他製造業全般

品質管理
ISO9001認証取得

問い合わせ部署
エンジニアリング事業部
TEL.027-253-8156（ 代
表）

Company Profile 　

術出身者による車両生産経験に基づく高い技術力を駆使
し、世界中のカスタマーに確かなエンジニアリングを提
供しています。当社の生産技術で、御社の生産性向上、
製品の品質向上、コストダウンのご提案ができます。
生産技術に関するモノ造りの事は、当社にお問い合わせください。

企業 PR

製品情報・得意分野

自動車生産技術のノウハウを駆使する当
社は、生産工程の改善、生産設備につい
て海外のメーカー様からも評価を得てい
ます。生産性向上に自動車生産技術を活
用下さい。きっとご満足頂けます。

得意分野

生産技術エンジニアリングと生産設備ならお任せ下さいPoint
PR

得意とする
技術分野等

生産技術エンジニアリング、自動車生
産設備製作

生産品目情報 自動車生産設備



株式会社藤生製作所
〒371-0845　前橋市鳥羽町126
TEL▪027-251-4281　FAX▪027-251-9467
http:://www.fujiu.co.jp

当社は経営理念として、【信頼 】を掲げ日々新たなる改
善を積み重ね、顧客・社会そして仲間と培った相互の

「信頼」をよりゆるぎないものといたします。
長年積み重ねてきた金属加工の知識と基礎技術をしっ
かりと踏まえた上で、独自の技術を更に磨き上げてい

代表者名
代表取締役社長　
藤生雅彦

資本金
5,000万円

カブシキガイシャフジウセイサクショ

本社鳥羽工場
大胡工場

主な拠点

創業年月
1957年（昭和32年）5月

業種
生産用機械器具製造業
金属工作機械部品製造業

従業員数
90名

主要取引先
FANUC㈱、NSKグループ、
日立オートモティブ他

品質管理
ISO9001-2015版
エコアクション21（環境）

問い合わせ部署
TEL.027-251-4281

Company Profile 　

きます。
その技術の蓄積を新しい人たちに伝えられるように、
当社では一貫した指導・教育に力を入れております。
常にお客様のニーズに応えていくため、技術力の向上
に積極的に取り組んでまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
マ シ ニ ン グ セ ン
ター (横型,立型、） 30 安田：横型（YBM-90N）

その他
CNC 旋盤（複合
NC 旋盤含む） 95 池貝（TU30）、中村留

（GR-10NE）その他
小型マシニングセ
ンターロボドリル 3 αーT21

ファナック㈱
五軸加工機 3 V55-5XA牧野フライス他
BTA 加工機 3 藤製作所

三次元測定機 2 CONTURAG2
㈱東京精密

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ガンドリル 2 ミロク機械　（MSEG）

研削盤：円筒・平
面・外内径ネジ 12 トヨダ、XLO、岡本

その他

歯切盤 5 グリーソン、XLO, 豊和
等

ネジ切盤（内径） 3 6BTI：新潟

ネジ切盤（外径） 3 山崎マッハ他

ブローチ盤 3 能力：ナチ（5、10トン）

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

精密機械部品では、マシニングセンター等の工作機械にとって最も重
要な部品であるスピンドル、更に軸・外筒・ナット類で構成される複
雑な形状の生産には、ミクロン単位の誤差も許さない高い精度が求
められますが、設備と加工技術で
対応しています。
自動車部品では、重要保安部品
であるステアリングの主要部品を
素材から　ねじ、セレーション、
ブローチ加工等の特殊工程を含
めた一貫生産で対応していす。

得意分野

加工技術を極めた精密機械部品加工Point
PR

得意とする
技術分野等

長尺部品の長穴加工及び大径部品旋
盤加工等

生産品目情報 精密工作機械部品及び自動車部品


