
有限会社今井鉄工所
〒371-0131　前橋市鳥取町158-2
TEL▪027-269-1035　FAX▪027-269-9262

　当社は、スバル車の部品づくりに携わって43年、常に
最新で最高の加工技術を追求し、製造領域の拡大と品質
の向上に、日々全社員が全力で取り組んでいます。確か
な製品を自信持って、お客様にお渡しできることが当社
の誇りであり喜びです。また、群馬県から環境GS事業

代表者名
代表取締役　今井　敏夫

資本金
800万円

ユウゲンガイシャイマイテッコウジョ

前橋工場
主な拠点

創業年月
昭和37年（1962年）3月27日

業種
輸送用機械器具製造業
自動車部品製造

従業員数
60名

主要取引先
富士機械株式会社

品質管理
ISO9001認証取得、
EA21認証取得

問い合わせ部署
TEL.027-269-1035

Company Profile 　

者として認定されるなど積極的に環境問題に取り組んで
おります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
マシニングセンタ 4 30番
CNC 旋盤 22 8インチ
2ス ピ ン ド
ル ロ ー ダ 付
CNC 旋盤

9 8インチ

複合 CNC 旋盤 2 8インチ
ロ ー ダ 付
CNC 旋盤 9 8インチ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
ブローチ盤 3
転造盤 2
洗浄機 3
三次元測定機 1
輪 郭 形 状 測
定機 1

専用機 4

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

NC 旋盤、マシニングセンター等の工作
機械で、高精度自動車部品の生産を得意
としており、試作品から多量生産までお
客様の要望に沿い、高品質管理のもとに
迅速で柔軟な対応を可能としております。
また、経済産業省の平成28年度「ロボッ
ト導入実証事業」に採択されており、生産
性向上のための取り組みを日々行ってお
ります。

得意分野

高品質のギヤ、シャフトの旋削生産なら当社にお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 CVTトランスミッション用ギヤ、シャ
フト



株式会社浦和製作所
〒371-0845　前橋市鳥羽町118番地
TEL▪027-251-2634　FAX▪027-252-1329
http://www.urawa-seisakusho.co.jp/

当社は1940年に創業以来、一貫して機械加工に取り組
んでまいりました。高付加価値を提供するパーツメーカー
として、加工から組立までの総合力を活かし、また試作
品製作により、メーカーを製品開発段階から支援してい
ます。それぞれの技術力を融合し、また独自のスタンス

代表者名
代表取締役　森谷 行雄

資本金
8,750万円

カブシキガイシャウラワセイサクショ

前橋工場
藤岡工場

主な拠点

創業年月
昭和15年7月（1940年）

業種
輸送用機械器具製造業
自動車部品･精密機械部
品・試作部品加工

従業員数
171名

主要取引先
NSKステアリングシステム
ズ㈱、日本精工㈱、KYB㈱、
㈱ショーワ、美濃工業㈱、
群馬合金㈱

品質管理
ISO9001、14001認 証 取
得

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-251-2634

Company Profile

により協力企業として、顧客各社から高い評価と信頼を
かちえて「モノづくり力」を強化し続けております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
マシニングセ
ンタ 118 ロボドリル等　直交3

軸制御
FANUC 等　各種メー
カー

ＮＣ旋盤 10 Ｍ４Ｎ、LB-300等 マザック、大隈、滝沢等

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

複合旋盤 6 ＷＴ-250 中村留

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

主力の前橋工場においてはマシニングセ
ンタ等150台を揃え､ アルミダイキャスト
の切削加工を中心に、ステアリング部品
などの自動車重要保安部品やリニアガイ
ド・ボールねじなど産業用機械部品の生
産を行っております。

得意分野

複雑形状な高精度のアルミ切削加工ならお任せ下さい!Point
PR

得意とする
技術分野等 精密加工

生産品目情報 ステアリングボックス、リニアガイド
ベアリング



当社は1961年に前橋市内で自動車用ステアリングシステ
ムの生産を開始し、部品メーカーとして半世紀以上この
地で生産活動を行っております。ステアリングシステム
専門メーカーとして、これからも国内をはじめ海外のお客
様の元へ車を通じて安全と信頼をお届けし、地球環境に

代表者名
代表取締役社長
入谷　百則

資本金
75億円

エヌエスケーステアリングシステムズカブシキガイシャ

総社工場
総社製造部
赤城製造部

主な拠点

創業年月
平成13年2月21日
母体：日本精工㈱総社工場

業種
輸送用機械器具製造業
自動車部品製造

従業員数
956名

主要取引先
国内全自動車メーカー
海外主要自動車メーカー

品質管理
ISO/TS16949、
ISO14001　認証取得

問い合わせ部署
グローバル購買部
TEL.027-253-6975

Company Profile

も優しいものづくりを展開致します。NSKステアリング
システムズ（株）は100周年を迎えた日本精工グループの
一員として、これからも歩んでいきます。『あたらしい動
きをつくる』NSK・日本精工

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

プレス 345

組立機 227

加工機（旋盤・マシニングセンター） 363

検査機 248

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

高周波焼入機 21

溶接機 70

洗浄機 69

ロボット 200

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

EPS（電動パワーステアリング）は、軽量化
による燃費向上、コンパクトな構造による
省スペース等の様々なメリットを持ってい
ます。またドライバーへの的確な路面情
報の伝達は安全で快適なドライビングに
不可欠なものです。人が車との一体感を
感じられるステアリングを理想とし、幅広
い車種への対応を可能にしています。

得意分野

次世代システムの開発と、社会に貢献する新たな価値の創出を目指してPoint
PR

得意とする
技術分野等 メカトロ技術

生産品目情報 電動パワーステアリング、マニュアル
コラム

NSKステアリングシステムズ株式会社
〒371-8528　前橋市総社町1-8-1　
TEL▪027-253-1331　FAX▪027-253-0778
http://www.nsk.com/jp/



株式会社北爪製作所
371-0131　前橋市鳥取町158-15
TEL▪027-269-6195　FAX▪027-269-2230

創業時は、通信機部品製造から始まり、本田110CCスー
パーカブのスターター部品を、多い月には月産40万個程
度作っておりました。その後、時代の変化とともに自動
車部品も加工するようになるとともに、新たな得意先も
広がりました。当社は、創業以来一貫して、精密小型量

代表者名
代表取締役　北爪　始

資本金
1,000万円

カブシキガイシャキタヅメセイサクショ

前橋工場（本社）
主な拠点

創業年月
昭和35年4月

業種
輸送用機械器具製造業
自動車部品製造

従業員数
2名

主要取引先
㈲今井鉄工所、㈱小花製
作所、ソピア精機㈱、㈱丸
橋鉄工

問い合わせ部署
北爪宛て
TEL.027-269-6195

Company Profile

産部品を手がけており、特に棒材小物部品を得意として
います。時代の変化とともに当社のものづくりを通じて
皆様のお役に立てるよう、日々成長を願い進んでおりま
す。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
チ ャ ッ カ ー
NC 5 Φ120 テラノ、ワシノ

NC自動盤 2 Φ34 ミヤノ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

NC自動盤 1 Φ50 ミヤノ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

NC自動盤による印刷機部品、鉄板溶接
用ピン、ナット、ワッシャー、カラー等、小
物部品を得意としています。太径のパイ
プであればΦ50まで切断可能です。棒材
加工メーカーが少ない地域のなかで、様々
な仕事に取組み培ったノウハウをいかし、
皆様のビジネスパートナーとして製品製
造の一助となるようご協力させていただ
きます。

得意分野

棒材小物部品ならお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 精密小物量産部品

生産品目情報 ギヤー、カラー、ナット、ピン、
ワッシャー


