
平成２７年度 ぐんま新技術・新製品開発推進補助金採

択企業一覧 

次世代産業推進型（２社） 

No. 申請者名 所在地 代表者 開発テーマ 

1 株式会社ウエノテクニカ 桐生市広沢町 5-1311 松井 真二 
バイオメディカル・ロボットの開発

による創薬研究の効率化 

2 日本精密測器株式会社 渋川市中郷 2508-13 浦 秀樹 高精度・小型 CO2 モニタの開発 

一般型（４社） 

No. 申請者名 所在地 代表者 開発テーマ 

1 株式会社宮原合成 桐生市新里町板橋 979-216 宮原 一二 
コスト優位性を持つポリイミド樹脂

量産化技術の確立 

2 株式会社松金 富岡市一ノ宮 1660 松本 政良 コネクタ・プラグの無線化 

3 株式会社市川鉄工 桐生市境野町 7-1764-10 市川 導宏 
炭素繊維連続バイアス織物製織装置

の目曲がり防止装置の開発 

4 株式会社北斗 
伊勢崎市赤堀今井町 2-1044- 
1 

高草木 篤 
精密せん断加工技術による２次加工

レス精密プレス部品の開発 

産業支援機関・県パートナーシップ支援型（２社） 

No. 申請者名 所在地 代表者 開発テーマ 

1 株式会社ハナダ 太田市六千石 137-5 花田 幸三 
小型水中溶存酸素増量装置と機能性

植物の栽培方法の開発 

2 株式会社アタゴ製作所 みどり市笠懸町阿左美 590-6 大友 望 
汎用材料を使用した熱交換器に表面

処理を施すことによる耐腐食性向上

の研究 

市町村・県パートナーシップ支援型（２５社） 

No. 申請者名 所在地 代表者 開発テーマ 

1 株式会社ステッチ  前橋市天川大島町 33-1 大海 英美 
軽量かつデザイン性の高い、建築用

三次元内装材の課発 

2 株式会社中居機械製作所  高崎市中居町 2-19-10 小板橋 貴 
特殊刃物（プロ用彫刻刀）研磨装置

の開発 

3 株式会社シミズプレス  高崎市倉賀野町 2987 清水 紀幸 
リハビリ（歩行訓練）用新型グリッ

プ平行棒のカバーの開発 

4 三喜産業株式会社  高崎市倉賀野町 2454-2 林 克典 履けるし脱げる「くつべら」の開発 

5 パナケア真中株式会社  高崎市足門町 150-1 岡田 穂積 エアマット用オゾン消臭装置の開発 

6 小野塚精機株式会社  高崎市北原町 853 栁原 健也 高効率モーターの開発 
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平成２７年度 ぐんま新技術・新製品開発推進補

助金採択企業一覧市町村・県パートナーシップ支援型（２５社） 

No. 申請者名 所在地 代表者 開発テーマ 

7 森産業株式会社  桐生市西久方町 1-2-23 森 裕美 機能性成分を強化した菌株の開発 

8 有限会社トシテックス  桐生市東久方町 2-6-30 金子 俊之 
織組織と加工により視覚形状変化を

創りだす織物の開発 

9 泉織物有限会社  桐生市東 5-5-16 泉 太郎 
遮熱性及び紫外線遮蔽性を付与した

夏用絹織物製品の開発 

10 村田捺染加工有限会社  桐生市錦町 2-9-5 村田 紳光 
高品質の絹糸を利用した高級ストー

ルの開発 

11 株式会社鈴木機械  桐生市広沢町 5-1455 鈴木 至典 
自動車部品等の振動耐久試験におけ

る共振点可変型治具の開発 

12 シロテックス株式会社  伊勢崎市連取町 1335-1 下城 郁雄 
製造メーカーが考える伊勢崎銘仙の

継続性と新商品開発 

13 株式会社グンビル  伊勢崎市ひろせ町 4088-12 髙野 健 
カーペットクリーニングにおける廃

液処理方法の開発 

14 石坂コイル株式会社  伊勢崎市長沼町 214 石坂 一男 新機構における流量調整弁の開発 

15 株式会社半田製作所  太田市新田小金井町 321-12 半田 昌明 
パイプ曲げ加工金型における耐久性

金型の開発 

16 有限会社ほだか製作所  太田市二ッ小屋町 15-1 齊藤 学 
建設用金属部品における加工時間の

短縮に関する研究 

17 有限会社アイ・ディ  太田市由良町 1584-35 石川 神兵 
内窓対応型換気機構機構付構造体の

開発 

18 有限会社松井農産  沼田市秋塚町 312 松井 希賢 
糸こんにゃくを利用した新規加工食

品の開発 

19 スバル工業株式会社  館林市日向町 841 野村 和子 
歯科医療用回転機器向け高精度部品

の試作開発 

20 株式会社森展産業  藤岡市金井 11-1 森田 眞一 超大型フォトマスク用治具の開発 

21 有限会社パワーシステム  安中市下秋間 3664-1 山本 力也 重量物を限りなく安全に運ぶ台車 

22 親和有限会社  みどり市大間々町塩原 1585 須藤 嘉裕 絹のジャガード織物の塩縮スカーフ 

23 株式会社英技研  佐波郡玉村町上之手 2103 永塚 徹 
水翅が少なく、柔らかく（水流が人

に優しい）洗浄性を備えたシャワー

装置の試作・開発 

24 株式会社ケアコム  佐波郡玉村町箱石 419-1 池川 充洋 電子タグシステムの開発 

25 
東毛福祉事業協同組合東毛給食

センター 
邑楽郡大泉町古氷 22-20 木島 健司 

クックチルにおける、揚物・炒め物

の新製品開発 
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