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ものづくり企業による技術・製品展示
◦出展分野別企業一覧を裏面に掲載
◦今回、オフィスや工場等の新型コロナ感染予防に役立つ 

感染防止対策製品特別展示コーナーを設置

1

特設展示
◦新型LEVORGなどSUBARU車展示、（株）NT Tドコモによる５G実演、

（株）アイチコーポレーションの高所作業車展示 等

3

感染防止対策の徹底 等

◦本展示商談会は、県や国によって定められたガイドラインや指針、 
「Gメッセ群馬の利用ガイドライン」等を遵守し、感染防止対策を徹底

した上で開催します

4

各種講演・ビジネスセミナー開催
◦ 【基調講演】SUBARU のクルマ作りと次世代戦略 

株式会社 SUBARU　取締役専務執行役員　調達本部長  大拔 哲雄　氏
◦ 5G 時代のビジネス協創に向けて ～さまざまなパートナーさまと創る未来～
◦ 『知財を活かす』製造業向け知財戦略 ～収益につなげた生の声をお伝えします～
◦ 自動車産業激変 ～部品メーカーの生き残り策～
◦ 航空宇宙産業危機 復活のシナリオ ～最新の情勢から今後の動向を探る～
◦ 人を成長させるＩｏＴによる生産性革新 他

2 聴講無料

特設WEBサイト開設　
事前登録のほか、出展企業情報や
セミナーなどの最新情報を随時更新予定

https://www.gunma-monodukurifaire.jp

◦お車でご来場の方 …… 無料駐車券発行
◦電車でご来場の方 …… 高崎駅から徒歩約15分
 または無料シャトルバス運行（駅～会場）

発注メーカー様など、ご来場いただいた方には
全出展企業の技術・製品を掲載したガイド
ブック（約200ページ）を１冊無料贈呈！
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【会場】

令和3年 金15.1  14 木 10:00~16:30両日とも 

展示ホールA.B 
（群馬県高崎市岩押町12-24） 入場無料

Ｇメッセ群馬
初開催！

ものづくり企業の技術や製品の提案・ＰＲを行う展示商談会を、高崎駅東口に今年６月オープンした
Ｇメッセ群馬にて開催します

今回は、過去最大規模となる180社以上の企業 や支援機関などが出展します
サプライチェーン強化のための新たな技術や製品発見の場として、是非ご来場ください

【主　　催】	 群馬県、群馬県産業支援機構、北関東産官学研究会、ものづくり情報発信推進協議会

【協　　賛】	 群馬銀行、東和銀行、高崎信用金庫、桐生信用金庫、アイオー信用金庫、北群馬信用金庫、しののめ信用金庫、商工組合中央金庫前橋支店

【特別後援】	 群馬県中小企業団体中央会、日本政策金融公庫前橋支店･高崎支店

【後　　援】	 経済産業省関東経済産業局、群馬県商工会議所連合会、群馬県商工会連合会、群馬県発明協会、利根郡信用金庫、館林信用金庫、日本経済新聞社前橋支局、日刊工業新聞社群馬支局、	
	 上毛新聞社、ＮＨＫ前橋放送局、群馬テレビ、エフエム群馬、ラジオ高崎



出展予定企業一覧（2020.11.30時点 185社）

切削
　旭産業株式会社
　東精機株式会社
　株式会社浦和製作所
　有限会社エスエス精工
　加藤金属工業株式会社
　川口精研株式会社
　関東精機工業株式会社
　株式会社桐生明治
　株式会社小久保精密
　有限会社コバ
　株式会社コマキン
　株式会社小間工業
　株式会社サトウスチール
　三幸機械株式会社
　株式会社サンテックス
　サンヨー株式会社
　株式会社ＪＳテック
　伸成工業株式会社
　株式会社須藤機械
　スバル工業株式会社
　ダイセン株式会社
　株式会社タイヨー
　高崎鋼管株式会社
　株式会社タツミ製作所
　東和工業株式会社
　日本アクアリフォーミングシステムズ合同会社
　株式会社町田ギヤー製作所
　株式会社メイワ
　有限会社茂木製作所
　株式会社山岸製作所

プレス/板金/溶接
　ＡＲＴ－ＨＩＫＡＲＩ株式会社
　株式会社浅野
　アサヒライズ株式会社
　市川鉸工業株式会社
　伊藤金属株式会社
　株式会社エス工業
　株式会社太田治工
　株式会社群協製作所
　株式会社小花製作所
　株式会社島田製作所
　株式会社シミズプレス
　第一正和工業株式会社
　株式会社高橋製作所
　東成イービー東北株式会社
　株式会社富岡富士製作所
　株式会社豊里金属工業
　株式会社豊田技研
　株式会社ナカヨ
　株式会社西村製作所
　日本パイプシステム株式会社
　株式会社野口製作所
　有限会社橋本商事
　株式会社林製作所
　株式会社北斗
　有限会社松見精工
　株式会社松村機械製作所
　株式会社丸橋鉄工
　株式会社モハラテクニカ
　有限会社山崎製作所
　株式会社吉坂製作所
　有限会社和田精密

鋳造/鍛造
　金井金属工業株式会社
　群馬合金株式会社
　群馬精工株式会社
　株式会社サトキン
　日亜鍛工株式会社

その他金属加工
　株式会社共立発条製作所
　有限会社中里スプリング製作所

樹脂/ゴム
　旭合成株式会社
　株式会社一倉製作所
　関東スチレン株式会社
　関東冷熱工業株式会社
　株式会社協栄包装
　株式会社サンエイ
　株式会社三共エクセル
　ジャテック株式会社
　株式会社ジュンコーポレイション
　株式会社セイコーレジン
　株式会社ダイテック
　株式会社土屋合成
　東栄化学工業株式会社
　有限会社濱水製作所
　株式会社矢野
　株式会社ワークステーション
　和光紙器株式会社

金型/治工具
　勝山精機株式会社
　高陽精工株式会社
　株式会社清光金型
　株式会社富士精工
　株式会社御幸

表面処理/印刷
　株式会社エルグ
　株式会社大野製作所
　株式会社協和
　有限会社清宮シール
　三共株式会社
　株式会社三和鍍金
　C.S.S.株式会社
　上毛電化株式会社
　有限会社高崎塗装工業所
　有限会社巽社
　株式会社テック・エイト
　トーカロ株式会社
　株式会社プリテック
　ヘイワテクノ株式会社
　株式会社ＭＯＲＩＮＯＢＵ

設備/装置/ロボット
　アイエムティー株式会社
　アイテック株式会社
　株式会社ウエノテクニカ
　株式会社荻野製作所
　有限会社笠井製作所
　株式会社クラインズ
　サンデン・リテールシステム株式会社
　精電舎電子工業株式会社
　日本省力機械株式会社
　日本スピードショア株式会社
　株式会社パーソナル
　株式会社ファソテック
　株式会社古川製作所
　株式会社ユニオン
　株式会社吉田鉄工所

電気/電子
　有限会社アイエンジニアリング
　石坂電器株式会社
　伊原電子工業株式会社
　桐生電子開発合同会社
　昭和電子産業株式会社
　ポニー電機株式会社
　持田商工株式会社
　株式会社理工電気

各種設計・製作
　株式会社アイテクシステム
　株式会社サンシステム
　システムセイコー株式会社
　株式会社成電工業
　合同会社竹とんぼ技術設計
　株式会社長島エンジニアリング
　株式会社丸山機械製作所
　有限会社モトイ機械

ＩｏＴ/ＩＴソリューション
　アイ・オーシステムインテグレーション株式会社
　株式会社アイクルー
　株式会社アイティーエム
　有限会社エイ・ケイ・システム
　株式会社エキスパートギグ
　コンピュートロン株式会社
　株式会社シーキューブ
　スマーティエ株式会社
　有限会社創造デザイン
　東京レーダー株式会社
　株式会社ブロードリーフ
　株式会社プロコード
　株式会社両毛システムズ

環境・新エネルギー
　株式会社荻野製作所
　クボタ金属株式会社
　蔵前産業株式会社
　株式会社サイテックス
　株式会社スイシン
　日栄鋼材株式会社
　日本遮熱株式会社
　株式会社村上製作所
　株式会社ヤマト

その他ものづくり
　株式会社アート
　株式会社アドバネクス
　アメニティ
　株式会社イノウエ
　大澤木工有限会社
　株式会社小林機械
　群馬レジン株式会社
　株式会社光佐
　サンキン株式会社
　株式会社HAMAR&D
　株式会社松井ニット技研
　株式会社メルシー

感染防止対策製品特別展示コーナー
　株式会社アート
　市川鉸工業株式会社
　イヅハラ産業株式会社
　岡部工業株式会社
　川上産業株式会社
　株式会社協和
　株式会社グッドアイ
　株式会社クラインズ
　群馬電機株式会社
　小池化学株式会社
　株式会社コグレ
　株式会社サンエイ
　島田工業株式会社
　株式会社島田製作所
　株式会社セイコーレジン
　株式会社ソフィア
　株式会社ＤＳｉｎＪａｐａｎ
　株式会社ＴＭＲ
　株式会社パーソナル
　株式会社英技研
　株式会社三山精工
　有限会社ヤマグチ刺繍
　大和樹脂株式会社

関東経済産業局、中小企業基盤整備機構、 
日本貿易振興機構（JETRO）、 
国際協力機構（JICA）、パキスタン大使館
群馬県産業支援機構、ぐんま産業創造倶楽部、 
群馬県発明協会、群馬大学、前橋工科大学、 
群馬工業高等専門学校
群馬銀行、東和銀行、高崎信用金庫、 
アイオー信用金庫、しののめ信用金庫、 
日本政策金融公庫前橋支店・高崎支店
群馬県（産業技術センター、繊維工業試験場、 
産業政策課、労働政策課）

支援機関等コーナー

ものづくりフェア初出展 95社


