
株式会社アリギス
〒379-2152　前橋市天川大島町1214
TEL▪027-263-2765　FAX▪027-261-2879
http://www.arigis.co.jp/philosophy/

当社は板金加工品全般、プラケット類、カバー類、筐体、
製造品に至るまで板材の加工を手掛けており、お客様の
ニーズに合わせて多業種多品種変種変量生産で速やかに
対応できるよう準備しております。お客様から図面をお
預かりし、プログラムを組み、NCT・レーザー・切削・ベ

代表者名
代表取締役　須田　耕司

資本金
4,500万円

カブシキガイシャアリギス

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和29年11月

業種
その他の製造業
精密板金業

従業員数
65名

主要取引先
㈱アマダ、㈱アイチコーポ
レーション、日新電機㈱等

品質管理
環境経営システム　エコ
ステージ認証（ステージ2）

問い合わせ部署
代表電話
TEL.027-263-2765

Company Profile

ンダー・曲げ・板金・塗装・組付・運搬と、一貫してお手
伝いいたします。一貫製造を得意としてはおりますが、一
部分のみでも対応出来ますので、どうぞお気軽にご相談
ください。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
NCタレットパンチプレス 1 COMA　557、50t/6.0mm/1,270x2,500 アマダ
パワープレス 2 PUX55、25t 〜55t/PUX 型安全機付 ワシノ
レーザー加工機 1 FO3015NT、CO2レーザー加工機 アマダ
レーザー加工機 1 FOL3015、CO2レーザー加工機 アマダ
パンチ・レーザー複合機 1 ACIES-2515T、30t/6mm/2500×1525/300型　ATC付 アマダ
油圧セットプレス 1 SP-30、30t/NC104付 アマダ
ラジアルボール盤 1 AMK-11C、1,100mm アズマ
油圧ブレーキプレス 14 FBⅢ・NC9Ⅱ・EX、RG35〜 RG170t アマダ
ベンディングロール 2 ATB-6R、1850・3000 アマダ
三本ロール 1 SRR-185Ⅱ、1850　100φ以上 住谷

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
溶接ロボット 1 AV06　+　AW0660、アルゴン ダイヘン
溶接ロボット 2 AV06　+　AW0660、CO2 ダイヘン
CO2アーク溶接機 21 PANA-AUTO　KRⅡ200、160A 〜350A/200Y・300VM ナショナル
アーク溶接機 1 PANA-ARC　250KL、160A 〜250A ナショナル
ASTRO-165W 1 220t　長さ4m重量100kgまでBi-j付 アマダ
NCスタッド溶接機（GUNMAN1000Ⅱ） 1 、5種のスタッド自動供給 アマダ
パンチ・レーザー複合機 1 ACIES-2512T-AJ、2500×1270　300kN、定格出力4kw アマダ
ファイバーレーザ溶接システム 1 FLW-6000M4、発振器6kw アマダ
ハイブリッドベンダー 1 HG-8025　800kN アマダ
粉体塗装設備 1 パーカー処理、ワーク寸法：2700L×2000H×1000W

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

３D（三次元設計）プログラムからNC、
旋盤、曲げ加工、溶接、塗装（粉体塗装）、
組付けと、トータルでサポートいたしま
す。最新設備だけでは解決できないヒト
の「技」が私共の最新設備以上の最先端
技術とも言えます。「より高品質な精度の
高い製品を生み出す」こと、それが私達プ
ロ集団の誇りです。当社では、多業種の
製品を30,000種以上取り扱っており、小
ロットからの生産にも対応しております。

得意分野

精密板金の一貫製造なら当社にお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 精密板金加工

生産品目情報 板金加工品全般



株式会社アルモア
〒371-0231　前橋市堀越町2494
TEL▪027-283-2860　FAX▪027-283-9644
http://www.armor.co.jp

当社は、楽器、映像、照明、音響など、精密機器輸送用
ハードケースを企画・開発・製造するケースメーカーです。
アルモアケースの真価はカスタムメイドにあります。強度
はもちろんのこと、本来の目的は、「収納する機材の保護」
です。収納する機材をより安全に、また扱いやすく輸送

代表者名
代表取締役　茂木　誠

資本金
3,000万円

カブシキガイシャアルモア

本社
東京営業所

主な拠点

創業年月
昭和61年4月11日

業種
その他の製造業
音響、映像、楽器等　輸
送・保管用ケース製造・
販売

従業員数
40名

主要取引先
国内　映像、楽器メーカー

品質管理
ISO14001認証所得

問い合わせ部署
東京営業所
TEL.03-5694-2845

Company Profile 　

するために、専門スタッフが、機材の性質や形状を徹底研
究し、1つ1つ丁寧に設計・製作します。国内生産ならで
はの高い品質と信頼性を誇り、これまでの実績から、皆
様の多様なご要望にも柔軟に対応します。

企業 PR

製品情報・得意分野

さまざまなジャンルの機材データを豊富
にストックしており、過去数万点の実績
からお客様のご要望にあったものをコン
ピューターで迅速に検索し、ご提示いたし
ます。当社のケースは、精密機器、映像機
器、楽器、照明機材、輸送用などの分野
で利用されており、カスタムメイドはもち
ろん、専用のオンラインストアでのご購入
も可能です。

得意分野

特注ケースを1台から製作いたしますPoint
PR

得意とする
技術分野等 製造業

生産品目情報 各種精密機材ケース



関東防災工業株式会社
〒371-0857　前橋市高井町1-29-7
TEL▪027-251-3535　FAX▪027-251-3540
http://www.kanbou.co.jp

当社は昭和51年の創業以来、電気工事と消防設備の工
事・保守を行うとともに近年では、産学共同事業で開発
した茸栽培用培基の連続活性化処理装置「なめぞうさん」
が、群馬県の「1社1技術」に選定されました。消防設備
の工事・保守では工場や倉庫、病院や福祉施設のお客様

代表者名
代表取締役　宮崎　慎司

資本金
2,000万円

カントウボウサイコウギョウカブシキガイシャ

本社
安中営業所

主な拠点

創業年月
昭和51年9月21日

業種
その他製造業・はん用機
械製造業・電気工事業・
消防施設工事業

従業員数
24名

主要取引先
信越エンジニアリング、日
本精工、関電工

問い合わせ部署
営業部営業課
TEL.027-251-3535

Company Profile 　

より支持をいただいております。緊急対応専用電話も運
用しており、設備に何かあれば電話一本で伺います。お
客様へは安全な環境を提供することで安心を感じてほし
いと日々精進しております。おかげさまで41年。これか
らも安全な環境作りのお手伝いをいたします。

企業 PR

製品情報・得意分野

研究開発も行っており、なめこの増産装
置を作り、現在は家畜排泄肥料を活用し
て微生物発電を行い、発電素子を組み合
わせ、スターリングエンジンによりハイブ
リッド発電するシステムの開発を目指して
います。当社には電気工事士と消防設備
士の両資格を持った社員がいますので、
自分たちで配管配線も行います。また、
防爆工事も行っております。

得意分野

消防設備のことならなんでもお任せください！防災コンサルティング始めました！Point
PR

得意とする
技術分野等 産学官での共同研究

生産品目情報 はん用機械等



株式会社佐藤工業所
〒379-2134　前橋市力丸町487-5　
TEL▪027-265-2500　FAX▪027-265-2536
http://www.satohkogyosyo.co.jp/

当社は、消防の分野に特化した、消防関連機器の開発・
設計・製造を手がけています。全国の消防署・消防機関
をマーケットとし、独自の自社開発を特色としています。
たとえば動力式梯子昇降装置では全国シェア90％を誇
るなど、得意なポジションを占めています。また、当社は

代表者名
代表取締役　伊藤　英明

資本金
1,000万円

カブシキガイシャサトウコウギョウショ

前橋市（本社）
大阪

主な拠点

創業年月
昭和2年4月

業種
その他の製造業
消防機器製造業

従業員数
23名

主要取引先
㈱モリタ、㈱日本機械工
業、日本ドライケミカル
㈱、県内各市町村消防署、
全国各消防署

品質管理
ISO14001認証取得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-265-2500

Company Profile

消防現場のお客様からの要望をヒントに商品開発を展開
してきました。今後は併せて企画提案型の商品開発にも
注力していきます。外国の有力メーカーとの共同開発に
取り組み、「新しい開発力のSATOH」を標榜し、レベルの
高い製品をお届けしてまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
汎用フライス
盤 1 ON-3VⅡ 大鳥機工

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

汎用旋盤 2 TAL-460 TAC-510 滝澤鉄工所
（TAKISAWA)

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

消防車に搭載している梯子を上げ下ろし
させる電動式昇降装置
車載用LED照明装置
小型消防ポンプ積載型消防車
電子式タンク水位計
積載車9艤装など各種消防車に関する設
備機器

得意分野

車両用LED照明装置Point
PR

生産品目情報 梯子昇降装置“SSA-Ⅱ”、照明装置“NSC”ナイトスキャン
チーフ、LED 照明灯“FB”フラッシュボーイ



末広産業株式会社
〒379-2147　前橋市亀里町786
TEL▪027-265-1295　FAX▪027-265-1412
www.suehiro-sangyo.com

近年、県内ではメロディーラインの発明実施で好評を
頂きましたが、実はSF(スリップフォーム)工法による
特殊コンクリート工事、コンクリートポンプ2大メー
カーの指定サービス工場等、共に日本一を誇り、さらに
関連する特殊鋼製品も自社製造しているユニークな企

代表者名
代表取締役　足立　雅弘

資本金
3,000万円

スエヒロサンギョウカブシキガイシャ

前橋(六供)工場　
本社(亀里)工場　
東京(千葉)工場

主な拠点

創業年月
昭和23年

業種
その他の製造業
機械装置、舗装用特殊金
物、コンクリート配管製造

従業員数
70名

主要取引先
極東開発、加藤製作所、
NIPPO 他大手道路会社

問い合わせ部署
本社　足立
TEL.027-265-1295

Company Profile

業です。現在特に力を入れている最新プロジェクトに
高速道路に広く普及されている排水性舗装内部の汚れ
を除去できるロードキーパーという機械装置を開発し、
国内を中心に展開して行く計画です。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

配管ベンダー 1 5インチ IHI

NC 旋盤 1 　 　

フライス盤 1 　 　

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

自動溶接機 1 　 　

シャーリング 2 　 　

プレス機 2 　 　

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

高速道路に100％普及した排水性舗装と
は、雷おこしのように内部に空隙があり雨
水を浸透させることで走行環境を劇的に
変えました。しかし長期使用で空隙が塵
や埃で目詰まりし、機能が低下しています。
本装置ロードキーパーはユニークな方法で
これらを除去する国内初めての装置です。
現在国内に先駆け、海外からの受注が先行
している状況ですので、今後は、国内普及
をより加速していきたいと考えております。

得意分野

高速道路の汚れを取り去るユニークな未来技術　『ロードキーパー』Point
PR

得意とする
技術分野等 建設機械　鋼製品



株式会社ステッチ
〒371-0812　前橋市広瀬町3-2-15
TEL▪027-289-3315　FAX▪027-289-3317
http://www.e-stitch.jp

当社は、企画デザインから、内外装工事、看板工事、販促
品製造まで、全てワンストップで行う企画デザイン制作会
社です。店舗を持つお客様の願いはただひとつ、「ワクワ
クしてまた来たくなるお店をつくりたい」、わたしたちは
そうしたお客様の願いに応える仕事をしたいと思ってい

代表者名
代表取締役　松浦　正洋

資本金
1,000万円

カブシキガイシャステッチ

前橋本社
東京築地支店

主な拠点

創業年月
平成19年3月23日

業種
その他の製造業
企画デザイン制作

従業員数
20名

主要取引先
店舗(アミューズメント、
アパレル、飲食業)、飲料
メーカー

問い合わせ部署
TEL.027-289-3315

Company Profile

ます。お店は、わたしたちにとっても大事な場所です。設
計デザイナーの作品のための店ではなく、集客できる商
品・サービスが活きる店舗のデザインを心かけて仕事を
してまいります。ワクワクする店舗やオフィスづくりなら、
私たちにお任せください。

企業 PR

製品情報・得意分野

真空成型加工を応用した、販促POPや内
装パネル・立体看板やポスター等の設計・
製造・販売・店舗・事務所・住宅の内装
等のデザイン・施工を行っております。
積極的に自社製品を開発するだけでなく、
経済産業省創設おもてなし企画認証に登
録するなど、お客様のワクワクづくりのた
めに取り組む姿勢が評価され、群馬県優
良企業表彰　商業 サービス部門で優秀
賞を受賞しております。

得意分野

ワクワクする、お店やオフィスづくりならお任せください。Point
PR

得意とする
技術分野等 企画デザイン制作

生産品目情報 販促品



株式会社太閣産業
〒371-0856　前橋市総社町高井114-1
TEL▪027-252-6733　FAX▪027-252-5979
http://www.taikou-ind.com

当社は創業以来、樹脂又は木製の灯籠（とうろう）、仏具
を開発、製造、販売している企業です。
灯籠とは故人の冥福を祈るご葬儀や、ご先祖を祭るお盆
のご供養などに浄土への灯りの道しるべとしての大切な
意味を持つものです。

代表者名
代表取締役社長
片平　孝弘

資本金
1,600万円

カブシキガイシャタイコウサンギョウ

前橋工場(本社)
主な拠点

創業年月
昭和39年11月1日

業種
その他の製造業
葬祭具、仏具製造

従業員数
75人

主要取引先
全国葬祭関係商社

品質管理
QC活動実施中（15年間）

問い合わせ部署
本社
TEL.027-252-6733

Company Profile 　

当社では伝統的な3本足スタイルの灯籠の他、和のイン
テリアとして使用可能な商品の開発を行っております。
今後も生活スタイルの変化に合わせ、伝統と個性の調和
した癒しの空間づくりを追い求めます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
真 空 蒸 着 設
備 1 昭和真空

NC ルーター
加工機 1 平安

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ソフトワイド
サンダー 1 アミテック

両 面 超 研 磨
機 1 アミテック

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

故人とお客様との大切なひと時の為、当社
の商品は県内本社工場にて、ひとつひとつ
全て手作業で製造､点検しております。
また、設計から製作まで一貫体制を行っ
ており、お客様のご要望に対し迅速な対
応が可能です。

得意分野

故人を送る、灯りの道しるべPoint
PR

得意とする
技術分野等 葬祭具、仏具製造

生産品目情報 葬祭用灯籠、蓮華、砂糖盛り菓子



〒371-0122　前橋市小坂子町2318
TEL▪027-269-1358　FAX▪027-269-1392
http://www.taiyou-nousan.jp

当社の創業は1974年｡ それから40数年､ 有機肥料製造
販売会社の草分け的な存在として､ 今日まで高い信頼を
得てきました。有用な有機質資材のリサイクル利用によ
り、良質な有機質肥料の製造販売を手掛けております。
当社の有機肥料は、安全性を確認できる食品の副産物だ

代表者名
代表取締役  木村　英和

資本金
3,000万円

タイヨウノウサンカブシキガイシャ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
1974/12/4

業種
その他の製造業
有機質肥料製造

従業員数
15名

主要取引先
全国農業協同組合、商社、
食品工場

品質管理
ISO14001認証取得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-269-1358

Company Profile 　

けを原料にして、 原料を入れてから1〜2ヶ月の期間をか
けてじっくりと発酵させて製品になります。安全な農産
物は、しっかりとした土づくりから生まれます。私たちは
有機肥料の製造および販売を通じ、環境を守っていく農
業をめざしております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ワシオ発酵装
置 3 M120-6型攪拌機 ワシオ

岡田式堆肥舎ス
クリュー攪拌機 1 堆 肥 舎 ス ク リ ュ ー

OSTK-14 ㈱岡田製作所

自動計量包装
設備 1 自動袋パレット乗せロ

ボット ファインテック

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

袋詰機 1 1時間200袋 ニューロング㈱

ディスクペレッ
ター 2 1時間1t ㈱ダルトン

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

当社有機質肥料の主成分は､ コーヒー粕
及び植物性残渣。コーヒー粕などの植物
性残渣を発酵･熟成させて有機肥料とす
ることにより､ 土壌の活性力が向上し､ 種
･苗の育成力や耐病性に優れた理想的な
肥料とすることができるのです｡ 多くのお
客様から高い評価を得ています。ダンプ、
フレコン、20k袋詰(粉、ペレット)等お客
様のご要望にお応えします。

得意分野

有機肥料なら当社にお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 有機質肥料製造

生産品目情報 有機質肥料

太陽農産株式会社



株式会社高取製作所
〒371-0845　前橋市鳥羽町304番地
TEL▪027-251-4111　FAX▪027-251-5520
https://www.e-takatori.com

当社は、アルミ押出し形材の販売と切削加工を中心に営
業しております。創業時からのアルミ押出メーカーとの
親密な関係を生かした、直接取引による中間流通を省い
たコスト競争力と、これまで培ってきたアルミ押出用金型
の設計力を生かし、押出可能な形状や加工しやすい形状

代表者名
代表取締役　小野　靖浩

資本金
9,900万円

カブシキガイシャタカトリセイサクショ

本社工場（前橋）
主な拠点

創業年月
昭和40年3月

業種
その他の製造業
一般機械器具製造

従業員数
38名

主要取引先
㈱デジアイズ、㈱丸三電
機、SMC ㈱、三協サーモ
テック㈱、オーケービー㈱

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-251-4113

Company Profile

へのアドバイスが可能です。短期間での押出形状の決定・
押出し手配・加工まで一貫対応が可能ですので、新規物
件の早期の立ち上げにお役立て下さい。また各種工作
機械による試作対応も可能ですので、是非何でもお問
い合わせ下さい。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
立型マシニングセンタ 5 560x410x460 森精機
立型マシニングセンタ 1 800x510x510 森精機
立型マシニングセンタ 1 610x590x460 森精機
立型マシニングセンタ 2 760x450x500 森精機
立型マシニングセンタ 1 1050x560x520 大隈豊和
立型マシニングセンタ 1 2050x850x750 大隈豊和
立型マシニングセンタ 1 1500x660x660 大隈
立型マシニングセンタ 2 700x400x330 ファナック

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
横型マシニングセンタ 1 750x80x850 三井精機
アルミ切断機 2 600x200、600X100 津根精機
プレス 7 110t、45t、20t、10t コマツ、アマダほか
バンドソー切断機 2 700パイ、420パイ アマダ、ダイトー
ワイヤーカット放電加工機 2 500x350x280 三菱電機
ワイヤーカット放電加工機 1 500x350x250 ソディック
形彫放電加工機 3 350x250x350 三菱電機
三次元測定器 1 700x700x600 ミツトヨ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

アルミ押出し形材の中間流通を省いたコ
スト・短納期を生かした対応力は随一で
す。また切断・切削加工に加え、加工後
の表面処理などを含めてアルミ部品加工
に関しては、当社にご依頼いただければ、
一貫対応が可能です。

得意分野

アルミ形材の事ならなんでもお問い合わせください！Point
PR

得意とする
技術分野等 アルミ形材販売とアルミ部品加工

生産品目情報 アルミ製部品・アルミ形材販売・ステ
ンレス加工



株式会社タナカペインティング
〒371-0221　前橋市樋越町385-9
TEL▪027-283-8523　FAX▪027-283-7398
http://tnkp.co.jp

当社は、精密機械工場・自動車部品工場・化学製品工場・
食品工場・製薬工場・水産加工工場等のコンクリート床
を加工・改装してまいりました。下地処理（非常に重要）
から仕上げまで一貫して自社製造施工を行っております。
今後も、お客様の5Ｓ活動や食品の衛生・安全の一助に

代表者名
代表取締役　田中　幸夫

資本金
1,000万円

カブシキガイシャタナカペインティング

前橋本社
主な拠点

創業年月
平成17年1月21日

業種
その他の製造業
コンクリート床改修、改装
塗装業

従業員数
9名

主要取引先
日本精工株式会社様、株式会社フコク
様、上越印刷工業株式会社様、ニップン
冷食株式会社様、東亜工業株式会社様

品質管理
自社内検査

問い合わせ部署
TEL.027-283-8523

Company Profile 　

なれば幸いです。昨年からは、コンクリートの鏡面加工（ダ
イヤモンドフロアー工法）を新しく事業に加えました。床
面を均一で平滑なコンクリートに加工する独自の技術を
研究･開発いたしました。今後も新工法・新技術に挑戦
してまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
HTC800RX 1 コンクリート研磨巾800ミリ4ヘッド HTC社（スエ―デン）
PG600 3 コンクリート研磨巾600ミリ3ヘッド ㈱ライナックス
K-60EST 1 コンクリート研磨巾600ミリ ㈱ライナックス
ト ル ネ ー ド
DH 4 コンクリート重研削機 ㈱ CRTワールド

F-22EST 5 コンクリートハツリ巾220ミリ ㈱ライナックス
G -350 E グ
ルービング 1 溝切深20ミリ　溝切巾380ミリ ㈱ライナックス

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
G-50E 3 乾式コンクリート溝切 ㈱ライナックス
HTC80iD 集
塵装置 1 1分／11㎥ HTC社（スエ―デン）

TV-01集 塵
装置 3 1分／9,6㎥ ㈱ライナックス

LV-4　200V
集塵装置 3 1分／10㎥ ㈱ライナックス

K-380 1 コンクリ―研磨巾380ミリ ㈱ライナックスK-30
K-30 5 コンクリート研磨巾300ミリ ㈱ライナックス

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

コンクリート床加工・改装樹脂コーティ
ングは、下地処理が非常に大切な工程に
なっております。当社では、長年にわたる
経験から下地処理をしっかり行った上で樹
脂コーティングを施しております。又、そ
れぞれの工場の特徴に合わせた樹脂の提
案、工法の提案を迅速に行っております。
新工法鏡面加工（ダイヤモンドフロアー工
法）も是非ご相談ください。説明にお伺
いいたします。

得意分野

コンクリート床加工、改装の事ならお任せください。耐熱水・帯電防止・
抗菌・高耐久・耐タイヤマークなど何でもご相談してくださいPoint

PR

得意とする
技術分野等

コンクリートの樹脂コーティング・コ
ンクリート鏡面加工

生産品目情報 油面床・多機能床



株式会社プログレスファクトリー
〒379-2154　前橋市天川大島町1392
TEL▪027-212-5300　FAX▪027-212-5301
www.progress-gr.co.jp/

当社は、アミューズメント機器・自動車部品・各種分電
盤医療機器・PC機器・パーキング機器等あらゆる分野
での組立作業をメインとしております。会社同士のネット
ワークが非常に多く、組立協力会社10社・成形協力会社
20社あり、成形〜組立完成品まで一貫しての受注をして

代表者名
代表取締役　伊藤　貴宏

資本金
1,000万円

カブシキガイシャプログレスファクトリー

本社工場
第二・第三・
第四工場

主な拠点

創業年月
平成23年10月3日

業種
その他の製造業

従業員数
200名

主要取引先
アミューズメント機器メー
カー、自動車部品メーカー
分電盤メーカー、プラス
チック成形メーカー

問い合わせ部署
営業管理
TEL.027-212-5300

Company Profile 　

おります。さらに、グループ会社で人材派遣も営業してお
り、増産対応等の瞬発力には優れております。

企業 PR

製品情報・得意分野

自社工場での各種部品加工・組立業並び
に構内請負業、人材派遣業、清掃請負業
の三本柱事業を展開しています。人財集
人力に優れる為、数百人規模での組立を
受注可能です。キャパシティー・ＱＣＤ含
めお客様のご要望に応える自信がありま
す。

得意分野

組立の仕事ならお任せください。Point
PR

得意とする
技術分野等

組立作業・プラスチック成形（協力会
社にて）

生産品目情報 各種機械製品等



株式会社北関スクリーン
〒377-0311　前橋市住吉町1-13-23　303号
TEL▪027-226-1911　FAX▪027-226-1912
http://www.hokkaninc.co.jp

当社は、小型展示POPから大形看板、LEDディスプレイ、
イベント、販促グッズ、イルミネーション、のぼり、バナー
幕まで、デザイン・企画から製作・設置・納品まで、40
年の実績がございます。
社内一貫製作納品ですので、納期、価格、品質もご満足

代表者名
代表取締役　野村　雅弘

資本金
1,000万円

カブシキガイシャホッカンスクリーン

渋川本社
前橋営業所
高崎営業所
東京オフィス

主な拠点

創業年月
1977年5月2日

業種
その他製造業
屋外広告物、ディスプレイ
販促グッズ製造

従業員数
30名

主要取引先
株式会社すかいらーく
ウェルシア薬局株式会社
株式会社フレッセイ

問い合わせ部署
本社営業部
TEL.0279-59-2255
前橋営業所
TEL.027-226-1911

Company Profile

頂けます。
前橋市住吉町に販促グッズショップ「ホッカン・クリエイ
ティブ・ファクトリー」、高崎市下小鳥町にLED、イルミネー
ションショップ「LEDデポ」を併設して展開しており、お客
様のニーズに合った対応が可能です。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
大 型インクジェットプリン
ター① 1 ColorPainter

M-64s OKI

大 型インクジェットプリン
ター② 1 JV300-130 ミマキ

大 型インクジェットプリン
ター③ 1 SC-P8050 エプソン

ラミネーター 2 AE1400 アコブランズジャパン
カッティングプロッター 1 CG-130FX ミマキ
パネルソー 1 HP3 SHINX

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
半自動スクリーン印刷機 2 FB-1 RANAS
小型手押しかんな 1 D50R HITACHI
糸のこミシン 1 スクローラー A-700 旭工機株式会社
焼付及び乾燥炉 1 乾燥機 佐々木製作所
ビク抜き機 1 HOM　型油圧裁断機 堀鉄工所
ボール盤 1 NS-14R 中根製作所
工業用ミシン 1 DB-J704 JANOME

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

・屋外広告物看板加工製品
・LED加工製品
・スクリーン印刷加工製品
・インクジェット出力製品
・のぼり、バナー製品
・イベント設営
・アルミ加工
・イルミネーション企画、設営

得意分野

看板、ディスプレイ、販促グッズを企画から生産まで社内一貫生産Point
PR

得意とする
技術分野等 看板・ディスプレイ製造

生産品目情報 屋内外看板、販促グッズ



有限会社マエバシ熱処理
〒371-0124　前橋市勝沢町85番地　
TEL▪027-269-6036　FAX▪027-269-1157
http://www.maenetsu.com

当社は、金属熱処理の中でも特に真空熱処理に特化して
事業を展開しており、創業以来30有余年高品質と短納
期をモットーにしております。特に自動車部品、自動車
関連部品、金型、金型部品、航空宇宙関連部品等の精度
の高い熱処理の提供をさせていただいております。少量

代表者名
代表取締役社長
椛澤　隆次

資本金
500万円

ユウゲンガイシャマエバシネツショリ

本社工場
主な拠点

創業年月
昭和61年2月22日

業種
その他の製造業
金属熱処理業

従業員数
16名

主要取引先
国内自動車メーカー、自
動車部品メーカー等

品質管理
ISO9001:2008認証取得
AS9100取得予定（2018
年3月）

問い合わせ部署
総務部
TEL.027-269-6036

Company Profile

ロット、単品から量産品まで対応可能な設備態勢を整え
ており、お客様の色々なニーズに応えられると自負してお
ります。常に品質向上を考え、お客様の発展に寄与する
ことを第一に営業しております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
加圧ガスクエンチ横型真空炉
450㎏タイプ 1 NVFC-450PT IHI

加圧ガスクエンチ横型真空炉
　800㎏タイプ 1 NVFC-800PT IHI

ガスクエンチ横型真空炉
270㎏タイプ 1 NVC-424T IHI

高速ガス零曲式横型真空炉
600㎏タイプ 1 VUTK-524T IHI

ガスクエンチ式油焼真空二室炉
270㎏タイプ 2 NVFCQ-424T IHI

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
真空パージ雰囲気焼戻し炉
450㎏タイプ 1 NVFC-450PT IHI

加圧ガスクエンチ横型真空炉
1500㎏タイプ 1 NVFC-200PT（SP） IHI

加圧ガスクエンチ横型真空炉
450㎏タイプ 1 NVG-P-450 日本テクノ

ガス窒化炉　500㎏タイプ 1 日本テクノ

真空洗浄機 1 日本テクノ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

真空熱処理炉を使用した金型、部品等の
焼入れ・焼戻し（SKD、SK、SCM、SKH等）、
ステンレス製品（SUS304等）の固溶化、
真空ロー付、アルミ合金の熱処理などの
処理を社内で行い、また多様な熱処理協
力会社とのグループ化で熱処理のカテゴ
リーをほぼ網羅しております。

得意分野

真空熱処理ならぜひ当社に！Point
PR

得意とする
技術分野等

真空熱処理、表面処理（ガス窒化、ガ
ス軟窒化）

生産品目情報 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アル
ミ、銅等



三ツ葉楽器株式会社
〒379-2153　前橋市上大島町97
TEL▪027-261-0141　FAX▪027-261-7844
http://www.mituba-kk.com

当社は、前身の三ツ葉工芸が昭和23年から教育用木琴を手掛
け、昭和30年からウクレレを造り続け、国内シェアー70％を誇
る国内唯一の量産企業です。「低価格で高音質」を貫き通して、
国内の愛好者に信頼を得て外国産の攻勢にも負けない地位を確
立しています。過去にウクレレが全く売れない時代に造り続けた

代表者名
代表取締役　大澤　茂

資本金
1,000万円

ミツバガッキカブシキガイシャ

前橋（本社）
主な拠点

創業年月
昭和39年1月23日

業種
その他の製造業
楽器（ウクレレ）製造業、
家具製造

従業員数
30名

主要取引先
㈱キワヤ商会、プラス㈱、
㈱オリエント、㈱オーシカ

問い合わせ部署
TEL.027-261-0141

Company Profile 　

のが、ハワイのカマカ社と当社だけの2社だけでした。受け継が
れた伝統と技術が見えない音に現れ、どこにも負けないウクレ
レ造りを実現しています。これからも愛好者の期待を裏切らな
い高品質な音の出るウクレレ造りを目指し、2014年に設立した
ハワイ工場から全世界に日本の技術をアピールし羽ばたきます。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

CNCルーター 1 ホマック

NC ルター 1 　 弥栄

縁貼り機 1 　 ホマック

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

ウクレレは勿論、家具部門は小物家具、
特にスキマ家具は業界の先駆け、既製品
と塗装技術を生かした店舗や公共施設等
の特注家具も手掛けています。
ウクレレ：Famous（OEM）フェイマス
　　　　　Zephyr（自社ブランド）ゼファー
マイクシステム：Zephyr ゼファー
　　　　　　　  （ギター・ウクレレ用）
　　　　　　　　 コンデンサマイク使用で

楽器本来の音を再現

得意分野

低価格で高音質のウクレレを追及し、国内シェア―70％を誇る、唯一の量産企業Point
PR

得意とする
技術分野等 詳細な木工加工、塗装技術

生産品目情報 ウクレレ・マイクシステム（ギター・ウクレレ用）
小物家具・注文家具・店舗用什器



株式会社免疫生物研究所
〒375-0005　群馬県藤岡市中字東田1091-1　
TEL▪0274-22-2889　FAX▪0274-23-6055
http://www.ibl-japan.co.jp/

抗体の開発・製造、免疫学的手法に基づく各種測定キッ
ト製品の作製、培養関連試薬製造、及び受託サービスか
ら構成される「研究用関連事業」と体外診断用医薬品の
販売および医薬品シーズライセンスの提供による「医薬用
関連事業」という２つの事業を主として展開しています。

代表者名
代表取締役社長　清藤　勉

資本金
2,271,815千円

カブシキガイシャメンエキセイブツケンキュウジョ

藤岡研究所（本社）
前橋研究所
三笠研究所

主な拠点

創業年月
昭和57年9月9日

業種
その他の製造業
医薬品製剤製造業、試薬
製造業、化粧品製造業

従業員数
47名

主要取引先
製薬企業、大学、病院、研
究センター

品質管理
ISO13485

問い合わせ部署
販売サポート課
TEL.0274-50-8666

Company Profile

また、遺伝子組換えカイコから有用なタンパク質を発現
させる技術を有しており、化粧品事業等も手掛けており
ます。

企業 PR

製品情報・得意分野

抗体の開発・製造、免疫学的手法に基づく各種測定キット製品の作
製、培養関連試薬製造、及び受託サービスから構成される「研究用関
連事業」と体外診断用医薬品の販売および医薬品シーズライセンス
の提供による「医薬用関連事業」という2つの事業を主として展開し
ています。また、遺伝子組換えカイコから有用なタンパク質を発現
させる技術を有しており、化粧品事業等も手掛けております。

得意分野

抗体に関することなら当社にお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 医薬品等の開発・製造

生産品目情報 研究試薬、医薬品、遺伝子組換えカイ
コを用いたタンパク質生産



株式会社
〒371-0844　前橋市古市町118
TEL▪027-290-1800　FAX▪027-290-1896
http://www.yamato-se.co.jp/

お客様の事業収支計画をふまえた上で、お客様のニーズ
を明確にとらえ、建築プランから設計・施工・メンテナン
スまで、一貫してお客様のステージで行動し、製品・サー
ビスをワンストップで提供することをご提案します。もの
づくりでは、お客様に比較情報を提供し、品質・納期・価

代表者名
代表取締役社長　執行役員
町田　豊

資本金
50億円

カブシキガイシャヤマト

前橋（本社）、高崎、
埼玉、東京、栃木、
横浜、千葉、東北
各支店

主な拠点

創業年月
昭和21年7月12日

業種
その他の製造業
建設業

従業員数
843名

主要取引先
国内製造業、食品流通業、
官公庁

問い合わせ部署
TEL.027-290-1800

Company Profile

格の透明性を確保し、合理化・効率化を追求し、生産シ
ステムの改革を進めています。

企業 PR

製品情報・得意分野

ヤマトの建築事業は、建設プロセスにお
いて、3Dモデリングを活用した完成イ
メージの見える化を取り入れ、お客様の建
物の状態に合わせて最適なご提案をしま
す。生産システムの特長としては、設備配
管の工業化を推進し、自社工場での高品
質な設備配管を生産しています。

得意分野

施設の新築からリニューアルまで。「建築工事」はワンストップがおすすめです。Point
PR

得意とする
技術分野等

建築プランからメンテナンスまで
ワンストップで提供します


