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ご　案　内

令和４年１２月

渋川市産業観光部商工振興課

　本冊子は、事業者をはじめ多くの人に地元企業を知って

もらい、企業間のビジネスマッチングのほか、地元企業の

雇用及び就労を促進することで、地域産業の振興と人口減

少の抑制を図ることを目的に、市が実施する渋川市工業技

術振興交流会事業の一環として作成しました。

　渋川市工業技術振興交流会は、渋川市と渋川商工会議所

及びしぶかわ商工会が連携し、製造業等に関する会員企業

の魅力ある地場産業製品の開発、技術力向上のための交流

研究、新規ビジネスマッチング、産学官金連携推進など、

本市工業のより一層の活性化を目的とした取り組みを行っ

ています。

  本冊子に掲載されている企業は、渋川商工会議所及びし

ぶかわ商工会に加入している企業で、各事業所それぞれが

特色を生かしながら、更なる技術の向上、経営管理、雇用

の推進、地域産業の振興を進めている企業ばかりです。

  本冊子を新製品・新技術開発並びに新規パートナー企

業、新たな就職先を探す資料としてご活用いただければ幸

いです。
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渋川企業ガイドブック　掲載事業所一覧

※五十音順

株式会社 赤城商会 グローバルピッグファーム 株式会社

（アカギショウカイ）

旭石材工業 株式会社 創業大正四年 桑野屋

（アサヒセキザイコウギョウ） （クワノヤ）

有限会社 庵古堂 株式会社 グンプン

（アンコドウ）

有限会社 伊勢屋商店 株式会社 群馬オートテクノサービス

（イセヤショウテン） （グンマオートテクノサービス）

井上印房 京浜発條 株式会社 群馬工場

（イノウエインボウ） （ケイヒンハツジョウ）

光山電気工業 株式会社

（イワトヤ） （コウザンデンキコウギョウ）

株式会社 ウスダ製作所 有限会社 寿屋

（ウスダセイサクショ） （コトブキヤ）

エム・エフ 株式会社コモチ

株式会社 大澤屋 子持食品 株式会社

（オオサワヤ） （コモチショクヒン）

おしくらまんじゅう 株式会社 サインクラフト

カーリット産業株式会社 サントリープロダクツ 株式会社 榛名工場

（カーリットサンギョウ）

焼肉 金山亭 シーエーファンドリー 株式会社

（カナヤマテイ）

かのうや ジェーシーボトリング 株式会社

株式会社 柄沢石材店 敷島電子 株式会社

（カラサワセキザイテン） （シキシマデンシ）

カンサン 株式会社 株式会社 渋川製作所

（シブカワセイサクショ）

関東電化工業 株式会社 渋川工場 清水屋

（カントウデンカコウギョウ） （シミズヤ）

株式会社 北日本フーズ 有限会社 勝月堂

（キタニホンフーズ） （ショウゲツドウ）

有限会社 錦光堂 株式会社 上武資機材

（キンコウドウ） （ジョウブシキザイ）

クミ化成 株式会社 関東工場 昭和プラスチックス工業 株式会社

（クミカセイ） （ショウワプラスチックスコウギョウ）

有限会社 クレヨン シンワ産業 有限会社

（シンワサンギョウ）
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渋川企業ガイドブック　掲載事業所一覧

※五十音順

有限会社 STRAWBERRYFARM陽一郎園 有限会社 本舗丹次亭

（ストロベリーファームヨウイチロウエン） （ホンポタンジテイ）

株式会社 清芳亭 有限会社 牧商事

（セイホウテイ） （マキショウジ）

大黒屋本店 有限会社 松島屋

（ダイコクヤホンテン） （マツシマヤ）

大同特殊鋼 株式会社 渋川工場 有限会社 マルフクストアー

（ダイドウトクシュコウ）

株式会社 田丸屋 有限会社 水澤亭

（タマルヤ） （ミズサワテイ）

デンカ 株式会社 渋川工場 光菱生コンクリート 株式会社

（ミツビシナマコンクリート）

中澤自動車 三升屋

（ナカザワジドウシャ） （ミマスヤ）

有限会社 ニッポ渋川 株式会社 森の香

（ニッポシブカワ） （モリノカ）

日本カーリット 株式会社 群馬工場 有限会社 山源

（ニホンカーリット） （ヤマゲン）

日本精密測器 株式会社 有限会社 山本屋

（ニホンセイミツソッキ） （ヤマモトヤ）

株式会社 ニュー東屋物産

（ニューアズマヤブッサン）

野口電子 有限会社

（ノグチデンシ）

有限会社 野村製作所

（ノムラセイサクジョ）

有限会社 萩原製材所

（ハギワラセイザイショ）

有限会社 原田いちご園

（ハラダイチゴエン）

聖酒造 株式会社

（ヒジリシュゾウ）

藤岡自動車整備工場

（フジオカジドウシャセイビコウジョウ）

有限会社 豊栄

（ホウエイ）

北州電機 株式会社

（ホクシュウデンキ）

株式会社 北関スクリーン

（ホッカンスクリーン）

オンライン対応、採用に関する
問い合わせ先の見方

オンライン対応
Web商談 Web会議 テレワーク

採用に関する問い合わせ先
担当部署

担当者

説明会 見学受入れ 職場体験

Webを活用した商談・会議の実施、
テレワーク等を導入している場合に
記載

合同説明会等への参加、事業所見
学の受入れ、職場体験を実施して
いる場合に記載
※見学や職場体験の詳細な条件等
については、各事業所にお問い合
わせください。



株式会社 赤城商会 アカギショウカイ

〒 377-0203 渋川市吹屋1093-4
TEL 0279-24-3131 E-mail akagi-sk@akagi-sk.co.jp
FAX 0279-23-1447 HP https://akagi-sk.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者
代表取締役社長 永井　辰弥

設立年月日
1959年8月28日

資本金
80,000,000円

【企業PR】 従業員数
90名(内アルバイト2名)

営業時間
8:00-17:00(休憩65分)

休日
日曜・祝祭日・お盆休み・年末年始・
土曜(月1回程度出勤)

【得意とする技術分野】
コンクリート製品の開発、製造、輸送 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先
ＪＩＳ建築用ブロック、Ｌ型擁壁、
大臣認定擁壁(ＣＰ型枠)、
道路側溝、袋詰め骨材(砂、砂利)など

担当部署 総務部

担当者 竹内　英夫

説明会 見学受入れ 職場体験

旭石材工業 株式会社 アサヒセキザイコウギョウ

〒 377-0311 渋川市村上3632
TEL 0279-59-2311 E-mail asahisekizai@ivory.plala.or.jp
FAX 0279-59-2312 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 朝比奈　敏

設立年月日

1962年1月29日

資本金

20,000,000円

【企業PR】 従業員数

20人

営業時間

7:30-17:00

休日

第二土曜、日曜、祝祭日、年末年始、
お盆

【得意とする技術分野】
道路工事における砕石、鉄道用砕石、建物基礎砕石、　
生コン用骨材

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

各種砕石、リサイクル砕石 担当部署 総務部

担当者 松岡　浩一

－ 見学受入れ 職場体験

当社は昭和21年の創業以来、地元だけでなく県内外のお客様にも支えられ、コンクリート
製品メーカーとして歩んできました。近年では気候変動や獣害対策など、時代の変化に対
応した製品の開発にも力を入れています。

・建築及び土木用ブロック、道
路側溝など、各種コンクリート製
品の製造販売
・エクステリアおよび土木、建設
資材の販売
・建築及び外構工事の施工管
理

群馬県、渋川市、吉岡町、榛東村、
東日本高速道路㈱、㈱カインズ、勝
野建設㈱、㈱木暮組、佐田建設
㈱、㈱大林組、沼田土建㈱、瑞穂
建設㈱、萬屋建設㈱、群馬ホーム
㈱、三井ホーム㈱、大東建託㈱、大
林道路㈱、前田道路㈱　他

・ＪＩＳ工場認証
・国土交通大臣認定擁壁製造
工場認証

「守る、をつくる」
○当社はコンクリート製品の供給を通じて建築外構や宅地造成の他、道路、河川、獣害対
策など身の回りの様々な用途で、皆さんの安全な暮らしを支えています。
○目まぐるしい変化が続く社会環境においても、当社はお客様を第一に考え、様々な課
題・ご要望にお応えできる企業を目指して参ります。

道路や橋、建物などさまざまな土木建築には、全体を支える基礎が必要です。
その基礎の土台となる重要な部分に使われる砕石を製造してる会社であり、こ
れからも社会基盤をしっかりと支えていきます。

各種砕石・リサイクル中間
処理・運搬

JR、土木建築業者 －

創業以来、大、小さまざまな砕石を製造してきました。砕石は道路舗装やコンクリートなど
街づくりに欠かせない建設用資材のひとつです。また集中豪雨等の災害による鉄道や道
路復旧の緊急対応は砕石でなければできません。近年のDIYブームによるガーデニング
や庭に敷く防犯用になる石もあり、リサイクル事業にも取り組みながら、50年以上の歴史と
経験で培ったノウハウでお客様のニーズにお応えしていきます。
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有限会社 庵古堂 アンコドウ

〒 370-3606 北群馬郡吉岡町上野田3362-4
TEL 0279-54-8505 E-mail inf@kirie-ankodo.com
FAX 0279-54-8515 HP http://www.kirie-ankodo.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 新保　明

設立年月日

1987年2月2日

資本金

5,000,000円

【企業PR】 従業員数

10人～20人

営業時間

9:00-17:00

休日

年末12月28日～31日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

湯の花まんじゅう、焼きまんじゅう、おっきり込うどん、水沢
坊うどん

担当部署 人事

担当者 新保　玲子

－ 見学受入れ 職場体験

有限会社 伊勢屋商店 イセヤショウテン

〒 377-0008 渋川市渋川1945-59
TEL 0279-22-0710 E-mail －
FAX 0279-22-0710 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 奥木　晃

設立年月日

1948年4月5日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

3人

営業時間

9:30-17:00

休日

水曜日、他

【得意とする技術分野】
いなり寿司、のり巻き、手巻き寿司、団子、赤飯、おはぎ、
ラーメン等製造販売

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

いなり寿司、のり巻き、手巻き寿司、団子、赤飯、おはぎ、
ラーメン等製造販売

担当部署 －

担当者 奥木　晃

－ － －

群馬のソールフード焼きまんじゅう、おっきり込うどん、湯の花まんじゅうなど観光向けに製
造販売しております。

お土産販売/お食事/切り
絵緑の美術館

－ －

自社工場で製造した、おっきり込うどん、焼きまんじゅうなどお食事処で召し上がれます。
敷地内では切り絵緑の美術館が有り、群馬県内の神社、尾瀬の水芭蕉などの切り絵が展
示しております。

創業は大正14年、団子、いなり寿司、のり巻き、ラーメン等を製造販売しております。

いなり寿司、のり巻き、手巻
き寿司、団子、赤飯、おは
ぎ、ラーメン等製造販売

－ －

創業大正14年でいなり寿司、のり巻き、手巻き寿司、団子、赤飯、おはぎ、ラーメン等製造
販売をしております。
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井上印房 イノウエインボウ

〒 377-0008 渋川市渋川2431-56
TEL 0279-22-1216 E-mail contact@inoue-inbo.com
FAX 0279-22-1216 HP http://www.inoue-inbo.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 井上　崇

設立年月日

1895年9月

資本金

－

【企業PR】 従業員数

1人

営業時間

9:00-19:00

休日

祝祭日(土・日臨時休業有)

【得意とする技術分野】
印章・ゴム印作製全般 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

印章(実印・銀行印・認印他)、ゴム印・シヤチハタ製品(特
注品)、表札・ネームプレート・ピンバッジ等

担当部署 －

担当者 －

－ － －

有限会社 岩戸屋 イワトヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢112番地7
TEL 0279-72-2880 E-mail －
FAX 0279-72-3361 HP http://mizusawaudon-iwatoya.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

取締役 樋口　富夫

設立年月日

1972年7月1日

資本金

8,000,000円

【企業PR】 従業員数

5人

営業時間

10:00-16:00(季節により変更あり)

休日

木曜日

【得意とする技術分野】
国産100％のうどんの製造 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

水沢うどん　2人前～12人前 担当部署 －

担当者 樋口

－ － －

創業125年の印章専門店

印章・ゴム印作製全般 行政、金融機関、病院、その
他企業

一級印章彫刻技能士(木口
彫刻・ゴム印彫刻)、厚生労
働省認定ものづくりマイス
ター、全国連マイスター

一級印章彫刻技能士が伝統のノウハウと技術で作製、お客様のニーズにお応えいたしま
す。

群馬県の観光及び名産の水沢うどん。その中でも国産小麦１００％でつくっている店です。

飲食業、店内飲食、土産品
製造販売

西友、ユニー㈱(群馬県内) －

地粉と国産小麦をつかった国産100％の水沢うどん。
その日の天候、気温、湿度を見て、日々作っております。
昭和47年創業以来、受け継がれる味を守り続けております。
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株式会社 ウスダ製作所 ウスダセイサクショ

〒 377-0008 渋川市渋川3658-29
TEL 0279-23-3493 E-mail usuda.ss-sayu@outlook.jp
FAX 0279-23-7149 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 碓田　優

設立年月日

1974年4月1日

資本金

5,000,000円

【企業PR】 従業員数

10名

営業時間

8:00-17:00

休日

会社カレンダーによる　年末年始、夏
季休暇有り

【得意とする技術分野】
難削材切削加工(主に旋盤加工) オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

航空宇宙、船舶関連(舶用バルブ)、原子力部品等 担当部署 －

担当者 碓田

－ 見学受入れ －

エム・エフ エムエフ

〒 377-0027 渋川市金井389-1
TEL 0279-26-3677 E-mail emu.efu@outlook.jp
FAX 0279-26-3688 HP http://emuefu.starfree.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 真下　高広

設立年月日

1963年

資本金

－

【企業PR】 従業員数

13人(内、パート1人)

営業時間

8:00-17:00(休憩90分)

休日

祝祭日・他工場カレンダーによる

【得意とする技術分野】
木製品製造 オンライン対応

－ － テレワーク

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

キッチン・洗面扉、トイレカウンター 担当部署 －

担当者 真下　高広

－ － －

大手特殊鋼メーカーの原子力、航空宇宙及び船舶関連部品等の難削材切削加工を主力
とする金属加工会社です。

各種金属機械加工 大同特殊鋼㈱
大同スターテクノ㈱

－

昭和49年創業以来、絶え間ぬ努力、確かな技術と納期厳守により信頼を重ね、各種素材
部品等の加工工場として歩んでおり、現在では大手特殊メーカーの協力会社でもありま
す。

創業35年にわたりながく住宅用内装木工部材を製造する会社です。

キッチンや洗面台の扉など
の製造

㈱オリエント －

異文化交流を経ながら、若い人たちの力を借りて成長を続けています。
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株式会社 大澤屋 オオサワヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢198
TEL 0279-72-3295 E-mail udon@osawaya.co.jp
FAX 0279-72-2300 HP https://www.osawaya.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 大河原　秀之

設立年月日

1975年9月9日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

65人(内、パート19人)

営業時間

8:30-17:00(休憩60分)

休日

8日休日(1ヶ月)

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

水沢うどん 担当部署 総務

担当者 平形　和子

説明会 見学受入れ 職場体験

おしくらまんじゅう オシクラマンジュウ

〒 377-0008 渋川市渋川2110-28
TEL 0279-23-1462 E-mail oshikuramanjyuu1968@gmail.com
FAX 0279-23-1462 HP https://oshikuramanjyuu.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 桑島　桂樹

設立年月日

1968年4月2日

資本金

－

【企業PR】 従業員数

1人

営業時間

9:00-18:30

休日

日曜日(注文のみ)

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 －

－ － －

群馬県渋川榛名連山のひとつ水沢山のふもとにある水沢観世音の門前で、400年以上の
歴史がある水沢うどんを製造・販売しています。

うどん製造及び販売・飲
食店運営

㈱イオン、㈱JR東日本クロス
ステション、ファームドゥ㈱、
高崎ターミナルビル㈱　他

－

日本三大うどんで知られる水沢うどんは代々受け継がれた製法を継承し、当店は現在4店
舗の店を構え、観光客や地元のお客様と年間34万以上の来客数があり通信販売、ネット
販売でも業績を上げている。また、各種メディア、テレビ、雑誌等の取材も多数受け付けて
います。

当店は和菓子の製造販充を行っています。主な商品は、主力の洒まんじゅ うの他 味噌饅
頭、吹雪、たんさんまんじゅう、季節ものとして、桜餅、 柏餅、おはぎ(ぼたもち)慶屯用のお
赤飯、大福、紅白饅頭、大福、仏饅頭

菓子製造業：主力商品　酒
饅頭

－ －

おしくらまんじゅうの「酒まんじゅう」は、約130余年の歴史ある酒種天然酵母で生産してい
ます。
この天然酵母は、その時々の天候などにも大きく左右されるため毎日の仕込みや製法にも
手問を掛け、丹念込めて手造りで仕上げております。そのため酒まんじゅう独特の風味は
格別です。蒸かしたてはもちろん、冷めても風味は保たれています。当店ではこの伝統の
技法を守り継承し続け、真心を込めて提供させていただいています。
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カーリット産業 株式会社 カーリットサンギョウ

〒 377-0004 渋川市半田2470
TEL 0279-23-8818 E-mail cskkanri@carlit.co.jp
FAX 0279-23-8863 HP http://carlitsangyou.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 辻田　広人　　　　　　

設立年月日

1980年6月13日

資本金

30,000,000円

【企業PR】 従業員数

45人(内ﾊﾟｰﾄ10人)

営業時間

8:00-16:45(休憩50分)

休日

土･日曜、祝祭日、夏季、年末年始

【得意とする技術分野】
総合エンジニアリング、シロアリ防除･駆除 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 管理部

担当者 髙津　和行

－ － －

焼肉 金山亭 カナヤマテイ

〒 379-1103 渋川市赤城町津久田172-2
TEL 0279-56-8130 E-mail －
FAX 0279-56-8130 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

須田　才助

設立年月日

1977年

資本金

－

【企業PR】 従業員数

4人

営業時間

11:00-22:00

休日

月曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 －

－ － －

当社は、日本カーリット株式会社の子会社として設立し41年になります。
カーリットグループとして培った技術と経験にて地域密着型のフットワークで確かな技術と
サービスを提供いたします。

機械､電気､土木､建築事
業の設計・施工
化学プラント設備の設計･
施工
シロアリ防除･駆除

地方自治体､㈱熊谷組､東京
産業㈱､群馬ﾎｰﾑ㈱､三井
ﾎｰﾑ㈱､大阪ｶﾞｽ㈱､出光興
産㈱､ENEOS㈱､富士電機
㈱､各電力会社､他 電気､建
築､土木､設備関係各社

建設業:群馬県知事許可 
(特)(般)第22930号
ISO9001:2015 
ISO14001:2015

当社は3つの事業(エンジニアリング,プラント,アメニティ)を展開しています。
エンジニアリング事業は各種設備の設計､施工､管理及びﾒﾝﾃﾅﾝｽを行います。
プラント事業は化学メーカーである日本カーリットの技術を通じて電解装置の設計･製作を
し､自治体､石油､ガス､電力会社へ納入しています。
アメニティ事業はシロアリ防除､駆除を行い､自社薬剤(カーリットグループ製)で安心･安全
に施工します。

創業44年の焼肉店です

飲食店 赤城町農産物直売所
こもち道の駅

－

ホルモン焼き･･･上州豚を使い、自家製だれで味付けました。とってもやわらかいホルモン
です。　
上州雷キムチ･･･県内産白菜を手作りで仕上げました。　
他、もつ煮、イカキムチ、豚足等、お持ち帰りもできます。
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かのうや カノウヤ

〒 377-0061 渋川市北橘町下箱田625-189
TEL － E-mail －
FAX － HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 狩野　昭

設立年月日

2019年10月1日

資本金

－

【企業PR】 従業員数

パート3名

営業時間

11:30-13:30(店舗)

休日

日曜・水曜・年末年始(店舗)

【得意とする技術分野】
食生活の変化に対応したモノづくり オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

煮干しラーメン・煮干し茶漬けの素・自家製メンマ 担当部署

担当者 狩野　昭

－ － －

株式会社 柄沢石材店 カラサワセキザイテン

〒 377-0006 渋川市行幸田209-1
TEL 0279-22-1456 E-mail info@karasawasekizaiten.com
FAX 0279-22-1454 HP https://karasawasekizaiten.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 柄澤　純一郎

設立年月日

1965年

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

4人

営業時間

8:00-17:00

休日

日､祝日､その他(週休二日制)年末年

【得意とする技術分野】
石材全般の加工、メンテナンス等 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

墓石、建築石材、石小物、各種ノベルティ等 担当部署 －

担当者 唐澤　純一郎

－ 見学受入れ 職場体験

「業界の常識は世間の非常識」
飲食店の固定観念に捉われることなく、イノベーションを強みとした経営戦略を打ち立てて
います。また、SDGsに向けた取り組みも重要視しています。

ラーメン店・自店オリジナ
ル自動販売機による物
販・そうざい製造業・缶詰
製造業

一般消費者・小林製麵所・
岩田養鶏場・グローバルピッ
グファーム等

実用新案登録第3228216
号「自動販売機及び自動
販売機用生ラーメンパック｣

「煮干し♪かのうや♪」群馬テレビとFM GUNMAのCMでお馴染みのラーメン店。令和元年
創業、早々にコロナ渦に見舞われたが…転禍為福。かねてより開発中であった生ラーメン
の自販機により増収増益。令和３年、販路拡大。令和４年、そうざい製造業を取得。令和５
年、缶詰製造に着手。進化が止まないベンチャー飲食店です。

墓石の建て込み工事を主とした石材工事全般を行う会社です。最新のデザイン墓石から
伝統的な墓石、建築用石材、石小物等様々な石材の施工、加工、販売を行っています。

墓石の建て込み工事を主
とした石材工事全般
石材の施工、加工、販売

－ －

地域密着型の石材店として培ってきた信頼と技術を活かして営業しています。近年主流の
デザイン墓石やバリアフリーの墓石も手掛けた件数も多く、様々なご要望に応じた墓石の
ご提案が可能です。
また、墓石以外にも石小物や、レーザー加工機等を使用した各種ノベルティの制作も豊富
に手掛けているので気軽に問い合わせて下さい。
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カンサン 株式会社 カンサン

〒 377-0002 渋川市中村1118
TEL 0279-22-2761 E-mail －
FAX 0279-24-5254 HP https://www.kansan.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 鈴木　実

設立年月日

1953年10月1日

資本金

100,000,000円

【企業PR】 従業員数

140人(内派遣社員40人)

営業時間

8:30-17:20(休憩60分)

休日

土(第五土曜除く)日曜、祝祭日、お
盆、年末年始

【得意とする技術分野】
各種ガス供給設備の設計施工
金属製高圧ガス容器加工の内面研磨加工

オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

各種高圧ガス、ＬＰガス、容器内面加工処理 担当部署 総務部

担当者 葛上真一、河原雅博、尾澤武

説明会 見学受入れ 職場体験

関東電化工業 株式会社 渋川工場 カントウデンカコウギョウ

〒 377-8513 渋川市渋川1497
TEL 0279-23-3211 E-mail Takayuki.Yazaki@kantodenka.co.jp
FAX 0279-25-1106 HP https://www.kantodenka.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者
執行役員渋川工場長 米村　泰輔

設立年月日

1938年9月22日

資本金

2,877,000,000円

【企業PR】 従業員数

310名

営業時間

8:00-16:30

休日

管理部門：年間122日(土・日曜日、祝祭日、年末年始 他)
製造部門：年間102日(シフト表による)

【得意とする技術分野】
三フッ化窒素、六フッ化タングステン、ヘキサフルオロ-
1,3-ブタジエン他

オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 事務部総務課

担当者 赤澤　祐介

説明会 見学受入れ 職場体験

酸素や窒素など高圧ガスの製造販売、半導体産業向けの金属製容器内面鏡面仕上げ処
理、病院や在宅患者向けの医療ガス、家庭用・工場用のＬＰガスの製造販売といった「ガ
ス」に関する事業を展開しています。

高圧ガス・ＬＰガスの製造
販売
高圧ガス容器の内面加工
処理

㈱マルホン
関東液酸㈱　など

ＩＳＯ9001 2015版、
ＤＯＴ企画容器再検査所
認定(米国 運輸省)

『ガスという「みえないもの」のチカラで人々の「生活」を守り「社会」を支えていく』をコンセ
プトに各種高圧ガス及びそれに関する全ての容器・材料を取り扱っているトータルガスメー
カーです。
「みえないもの」で安心と笑顔をお届けすることが私たちカンサンの使命と考えています。

弊社は、コア技術である「電解技術」及び「フッ素化技術」をベースに、フッ素系精密化学
品、基礎化学品、鉄系精密化学品といった幅広い分野で、社会に貢献している化学品製
造メーカーです。

業種：化学工業薬品の製造業
事業内容：〔フッ素系〕半導体
製造用エッチング/クリーニン
グガス等の製造
〔鉄系〕複写機用キャリヤー等
の製造

半導体メ－カ－他 ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001、
ＩＳＯ45001、認証取得

フッ酸電解等の専門技術・ノウハウを基に独自性・優位性のある製品で世界最先端の技術
を支え、社会に貢献する「創造的開発型企業」を目指しています。そして、CSRを意識した
経営理念と行動方針をベースに、社会から信頼され安全で働きがいを実感できる環境を
提供する企業づくりをしてまいります。また、廃棄物、環境汚染物質および地球温暖化物
質の排出削減を通じて、地球環境保護にも取り組んでまいります。
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株式会社 北日本フーズ キタニホンフーズ

〒 377-0064 渋川市北橘町八崎288-15
TEL 0279-22-4741 E-mail k.nihonf@minos.ocn.ne.jp
FAX 0279-22-4743 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 代表者

代表取締役 片桐　一臣

設立年月日

1986年7月1日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

5人　パート7人

営業時間

8:00-17:30

休日

土日、祝祭日、年末年始

【得意とする技術分野】
食品加工技術 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

食肉加工、水産品加工 担当部署 －

担当者 片桐　一臣

－ 見学受入れ 職場体験

有限会社 錦光堂 キンコウドウ

〒 377-0008 渋川市渋川2434-61
TEL 0279-22-0101 E-mail info@kinkodo.org
FAX 0279-24-2214 HP https://koganeimo.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 為谷　貴士

設立年月日

1948年12月22日

資本金

30,000,000円

【企業PR】 従業員数

28名(内、パート3名)

営業時間

9:00-18:00(休憩60分)

休日

錦光堂休日カレンダーによる

【得意とする技術分野】
和洋菓子製造に係ること オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

こがねいも、どら焼き、大福、饅頭 担当部署 本社事務所

担当者 為谷　邦男

－ － 職場体験

当社は、北橘町にて食品(食肉・水産)加工業を創業。現在は片桐一臣(カズタカ)39才が中
心に事業を営む。若い社員が中心となり活動しています。

総合食品・卸・加工業　○食肉卸(牛肉、豚肉、鶏肉)　・
豚内蔵印、畜産食料品　○水産卸・加工(水産食料品の
製造加工並びに販売)キャビア加工・オマールエビ加工
販売。　○ほか冷凍調理食品の製造販売、珍味食品、惣
菜の製造の販売。　○ＥＭ食品受託加工、イベント販売
事業(露天事業)

県内外の飲食関係、冠婚葬
祭業、小売店　ほか

当社は、食肉加工の卸、水産加工品の卸、惣菜等のOEM生産を行っています。クオリ
ティーの高い有機食材・野菜等の素材を使って、素材の持ち味を最大限に活かすことを心
がけて製品を加工しています。そのために“真空調理”“瞬間凍結”といった高い技術を導
入、食材へのこだわりは強く、安心安全だけでなく、直接自分で仕入等を行い、商品の良
いもの・より良い素材をいかに当社の加工技術等を使って提供しています。

錦光堂は明治中期創業の地元に密着した和洋菓子店です。渋川市内に工場と販売店2
店舗があり、隣町の吉岡町に販売店1店舗を構えております。従業員さんの定着率も良く、
定年までお勤めする方が多いです。

和洋菓子製造・販売 一般顧客、ベイシア、スズ
ラン、道の駅　など

－

錦光堂は、渋川名物「こがねいも」を製造販売する菓子店です。明治中期の創業以来、地
元渋川のお客様にご愛顧いただいております。素材には安心・安全なものを吟味しており
ます。特に和菓子の命である餡にはこだわり、北海道産の小豆から自家製餡しておりま
す。また、技法にも最新のものを取り入れるべく、日夜努力しております。これからも地元の
お客様のニーズに応えられるよう精進してまいります。
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クミ化成 株式会社 関東工場 クミカセイ

〒 377-0055 渋川市北橘町上南室164-1
TEL 0279-20-4800 E-mail akiko_ubukata@kumi.co.jp
FAX 0279-52-4949 HP http://www.kumi.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 冨田　禎二

設立年月日

1948年6月12日

資本金

373,000,000円

【企業PR】 従業員数

120名

営業時間

8:30-17:30(休憩60分)

休日

土・日(GW、夏季休暇、年末年始長期
休暇)

【得意とする技術分野】
プラスチック射出成形 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

自動車内外装部品 担当部署 関東総務課

担当者 高砂 良一/生方 彰子

説明会 見学受入れ 職場体験

有限会社 クレヨン クレヨン

〒 377-0008 渋川市渋川3692-8
TEL 0279-24-0290 E-mail shop@ikaho-crayon.jp
FAX 0279-25-1216 HP https://ikaho-crayon.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 岡田　誠

設立年月日

2008年4月1日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

5人

営業時間

9:00-17:15(休憩45分)

休日

6日/月

【得意とする技術分野】
プリン製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

伊香保プリン6個セット
とろけるプリン6個セット
8個ギフトセット

担当部署 クレヨン伊香保ファクトリー

担当者 岡田　かず江

－ 見学受入れ 職場体験

創業100年の歴史を持ち、海外へも展開しているグローバル企業です。
「従業員が活力を持って働ける会社」「社会から必要とされる企業」「私たちにしかできな
いモノづくり」を目指し日々業務に励んでおります。

自動車内外装部品の研
究開発、設計、製造、販
売

本田技研工業㈱/㈱本田技
研研究所/㈱ホンダアクセス
/㈱SUBARU/トヨタ自動車㈱
/トヨタ紡織㈱/三井屋工業
㈱

ISO9001/ISO14001認証取
得

クミ化成では自動車の内外装部品の研究開発・設計・製造・販売を行っている会社です。
この関東工場では製造がメインでプラスチック成形で出来た製品に自動車に取り付けるた
めの部品をつけ、検査をし、出荷をしています。
自動車が好き、モノづくりがしたい、海外で仕事がしてみたい、そんな方はぜひクミ化成
へ。意欲と努力があれば活躍できます！
皆さんが笑顔で働ける環境を整えお待ちしております。

伊香保温泉のふもとに位置し、プリン専門店として、プリンを主とした洋生菓子の製造と販
売で、伊香保旅行者のお土産ニーズに応えている。

洋生菓子の製造小売 渋川商工会議所
しぶかわ商工会
伊香保商工会

－

プリンの製造と販売を通じて、お客様に喜んでいただく商品づくり・店づくりをしている。
人々の笑顔につながる商品とサービスを提供し、伊香保のリピートを増やし、地域に貢献
していく姿勢で運営している。
また、2020年にECサイトが完成し、今後は通販事業にも力を入れて取り組んでいく。
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グローバルピッグファーム 株式会社 グローバルピッグファーム

〒 377-0052 渋川市北橘町上箱田800
TEL 0279-52-3753 E-mail soumu@gpf.co.jp
FAX 0279-52-3579 HP http://www.gpf.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 桑原　政治

設立年月日

1983年6月23日

資本金

179,200,000円

【企業PR】 従業員数

175名

営業時間

本社(群馬)8:30-17:30

休日

土・日・祝日

【得意とする技術分野】
食肉卸売、加工 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

和豚もちぶた 豚肉(精肉、加工品) 担当部署 総務部

担当者 千木良・神保

説明会 見学受入れ －

創業大正四年 桑野屋 クワノヤ

〒 377-0203 渋川市吹屋282
TEL 0279-23-6782 E-mail kuwano-ya9066@outlook.jp
FAX － HP https://kuwanoya.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 桑原　康幸

設立年月日

1915年4月

資本金

－

【企業PR】 従業員数

7人

営業時間

昼11:00-14:30,夜17:30-21:00

休日

月曜日(祭日の場合翌火曜日)

【得意とする技術分野】
日本料理独自の技術、そば打ち、鰻裂き オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

渋なび、ぐんラボ、HP、Facebook、Instagram 担当部署 －

担当者 －

－ － 職場体験

銘柄豚「和豚もちぶた」の生産から販売までを行っています。
畜産業・食肉の流通に始まり、養豚機材や飼料の販売、養豚農家の経営コンサルティング
など、養豚における様々な事業を展開しております。

食肉卸売業(豚肉) 日本ベストミート，ベイシア，
マルサ新田屋，マツイフー
ズ，肉の片山，関口肉店

－

私たちは食を通してすべての人の健康を支えていけるよう、新たな食文化の創造にも積極
的に取り組んでおります。
また養豚における様々な事業を展開し、養豚業界全体の活性化と発展を目指していま
す。

創業は大正四年、農家だった初代善十郎は多くの方に美味しいものを食べて頂きたいと
大衆食堂「桑野屋」を開業しました。そして現四代目康幸が平成29年に代表となり、地元
のみならず市外・県外そして吾妻への観光の一時にもご愛顧頂いております。

そば、うどん、ソースかつ、
鰻、宴会料理、テイクアウト

一般消費者 －

創業より頑なにこだわる蕎麦は勿論、現在ではソースかつに鰻とこだわりの逸品がありますが、今回紹介させて
頂くのが、渋川の定番と言ってよいほど有名になりました《もつ煮》桑野屋では三代目が昭和の時代より蕎麦出
汁を使用した秘伝のもつ煮があり、そして今では四代目がアレンジを加え3つの味に、更にその味を多くの人に
知って頂きたく、ご家庭やお使い物に冷凍パック(三人前)を販売
その他自家製の七味唐辛子は自家栽培の唐辛子を使用し、特別な配合で作成、麺類や汁物、そしてもつ煮に
も相性抜群です
「子持道の駅」、渋川駅前「しぶさん」にて販売中
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株式会社 グンプン グンプン

〒 377-0008 渋川市渋川2835-2
TEL 0279-60-0006 E-mail gunpun@gunpun.com
FAX 0279-60-0007 HP http://gunpun.com

【事業内容】 【主要な取引先】 代表者

代表取締役 山口　博之

設立年月日

2000年4月1日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

7人

営業時間

8:30-17:30

休日

土日祝日他

【得意とする技術分野】
エクストルーダーで製造する麺・米粒、マカロニ状の生地 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

米粉マカロニ(ハート、星型、筒型)、米粉麺、でんぷん米
等

担当部署 －

担当者 久保　信之

－ － －

株式会社 群馬オートテクノサービス グンマオートテクノサービス

〒 377-0008 渋川市渋川1602
TEL 0279-23-0280 E-mail kdkz65@w9.dion.ne.jp
FAX 0279-23-0281 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 川口　正幸

設立年月日

1967年12月

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

2人

営業時間

9:00-18:00(休憩60分)　土・月曜日

休日

日曜日、祝祭日、お盆休み、年末年
始

【得意とする技術分野】
ＥＴＣ車載器の取付及びセットアップ
車両のエアコン修理、カーナビゲーションやドライブレ
コーダー取付

オンライン対応

－ － －

採用に関する問い合わせ先

【生産品目情報】 担当部署 －

－ 担当者 －

－ － －

株式会社グンプンは、食事療法を行う患者様のQOL(良質な生活)向上を目指し、サポート
することを目的とした会社です。

●治療食品の製造販売　タンパク調整食品や各種アレルギー対応食品
の製造と販売
●治療食品の輸出　アメリカ・カナダ・中国・韓国・台湾のPKU患者向け
に治療食品の輸出
●米穀粉の輸入と販売　アメリカ・タイ・オーストラリアから米粉調製品の
輸入と販売
●米穀の販売　主食用米や各種特定米穀の販売

群馬製粉㈱、亀田製菓㈱、
㈱丸三、全国病院用食材
卸売業協同組合、東亜商
事㈱　他

多くの疾患の中で、現在は、慢性腎臓病患者様の食事療法の基本である低タンパク・高エ
ネルギーの食事をサポートするため、タンパク質をほとんど含まない「澱粉」を用いた「米」、
「麺」製造し、販売しております。私たちの願いは、ただ１つ。患者様の長きにわたる食事療
法を、美味しく、かつ楽しく出来るようサポートする製品を考え、世に送り出していく事で
す。

(株)デンソーのサービスステーション特約店として長年培ってきたノウハウを活かし、車両
の電子制御システムやカーエアコン、カーナビゲーション、ドライブレコーダー等の販売・
取付・修理を行っています。

自動車電装修理販売業 群馬トヨタ自動車㈱
群馬電装㈱

・(株)デンソーサービス特
約店
・自動車特定整備事業
・第一種フロン類充填回収
業

日本のへそである渋川で地域密着型の営業を行っております。1967年創業の(有)マニタ
電機工業所から2013年8月に(株)群馬オートテクノサービスに商号変更し、新たにスタート
しました。
近くには日本の名湯のひとつである伊香保温泉があります。
創業以来築き上げてきた信頼を損なうことのないよう長年の経験を活かし、さらに磨きをか
けてサービス向上に努めたいと思います。
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京浜発條 株式会社 群馬工場 ケイヒンハツジョウ

〒 377-0061 渋川市北橘町下箱田626-12
TEL 027-234-5577 E-mail y-fukushima@keihin.net
FAX 027-234-5575 HP https://keihin-hatsujyo.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 片平　修一

設立年月日

1950年11月

資本金

50,000,000円

【企業PR】 従業員数

80人(内、群馬工場8人)

営業時間

8:30-17:00(休憩65分)

休日

土・日曜、GW、夏季休暇、年末年始
休暇

【得意とする技術分野】
自動車用ワイパーばねの設計製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

・ 線ばね、ぜんまいばね
・ ワイヤー加工品
・ 形状記憶合金素子

担当部署 業務部

担当者 福島　佳雄

説明会 － 職場体験

光山電気工業 株式会社 コウザンデンキコウギョウ

〒 377-0203 渋川市吹屋194-1
TEL 0279-26-7775 E-mail －
FAX 0279-26-7776 HP http://www.kohzan.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 石坂　治彦

設立年月日

1946年5月2日

資本金

90,300,000円

【企業PR】 従業員数

144名

営業時間

8:30-17:30

休日

会社カレンダーによる

【得意とする技術分野】
電子・電気機器製品の製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

混成集積回路・各種コイル、トランス 担当部署 総務部

担当者 部長　齋藤　悦子

説明会 見学受入れ 職場体験

当社は、横浜市神奈川区で1950年に創業し、小物ばねの生産販売を開始し、現在に至り
ますが、創業開始より現在まで変わらず「品位保証・合理価格・納期確約」を社是として、
お客様にご満足いただけるものづくりを全社一丸となり目指しております。

自動車、エレクトロニクス
機器等の精密ばねの設
計製造、各種精密金属ば
ねの設計製造・販売

㈱デンソーワイパシステムズ、㈱
アルファ、㈱TF-Metal、㈱やま
びこ、㈱マーレフィルターシステ
ムズ、アディエント合同会社、㈱
五十嵐電機製作所、スターテン
グ工業㈱、大塚工機㈱　他

ＩＳＯ９００１／ＩＳＯ１４００１
認証取得

当初は家電・弱電産業への部品供給から操業を開始いたしましたが、現在は自動車産業向けの部
品供給が大半を占めており、その中でもワイパーブレード用のばねの供給は世界の20％近いシェア
を誇っています。 お客様より要求される厳しい条件のばねの製作は、技術的な難易度も高く、品質
管理・品質保証に対しても高いレベルが要求されますが、そのお客様の高い要求にチャレンジし続
けてきた結果、ワイパーブレード用のばねは当社を代表する特徴的な生産品へと成長し、国外での
採用も拡大された事から、当社のグローバル展開への足掛かりにもなっています。

昭和21年にコイル、トランス生産工場として創業を開始
トランス・コイルや混成集積回路の開発、設計をはじめ
Ｓ.Ａ.Ｗフィルターやワイヤーボンディングを施したＣ.Ｏ.Ｂを製造、販売している。

電子デバイス製造業 日本信号㈱、日本電気㈱
グループ各社、日本電産
エレシス㈱、ＨＩＲＥＣ㈱、県
内各市町村

ISO9001認証登録、
ISO14001認証登録、「くる
みん」2013年、2015年認
定、群馬県「いきいきGカン
パニー」ゴールド認証

群馬工場では、コイル/トランスを始め 鉄道信号系機器・ユニット組立の他　JAXA向け
MPUの組み立て等 信頼度の高い製品を製造しています。
そのほか、防災行政無線の設計・施行・保守業務や各種システム構築・保守メンテナンス
などを整えています。
又、秋田工場では 混成集積回路(H.I.C)を中心として
厚膜印刷やベアチップ搭載など幅広い実装技術でＥＭＳ受託生産を行っています。
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有限会社 寿屋 コトブキヤ

〒 377-0102 渋川市伊香保町伊香保557-7
TEL 0279-72-2513 E-mail ichirot7332@gmail.com
FAX 0279-26-7887 HP https://www.kotobukiya-ikaho.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 登坂　好一朗

設立年月日

1963年4月1日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

2名

営業時間

9:00-18:00

休日

不定休

【得意とする技術分野】
手づくりの和菓子 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

湯の花まんじゅう、水羊羹、栗羊羹など 担当部署 －

担当者 登坂　好一朗

－ － －

株式会社 コモチ コモチ

〒 377-0204 渋川市白井1159
TEL 0279-23-0615 E-mail kazuko@komochi-block.co.jp
FAX 0279-24-1951 HP http://www.komochi-block.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 齋藤　清海

設立年月日

1968年8月1日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

13人

営業時間

8:00-17:00

休日

土・日曜日、祝祭日、社内カレンダー
あり

【得意とする技術分野】
わが社の強みである軽石を原材料とした商品の製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

建築用・園芸用コンクリートブロック・除菌ブロック・光触媒
＋金属銅・銀粉のコーティング剤・アートプリック

担当部署 総務課

担当者 齋藤　和子

－ 見学受入れ －

日本の名湯伊香保温泉で湯の花まんじゅうを中心とした和菓子を作っています。あんから
手作りの店は、今時、非常に少なく、また、個性豊かな商品作りを行っています。

湯の花まんじゅうなど和菓
子の製造

小売100% －

伊香保町は、温泉まんじゅう発祥の地でもあり、全国的にもレベルの高い競争を強いられ
ます。当店は、あんこ作りからすべて手作りにこだわり、また、こしあんの湯の花まんじゅうだ
けでなく粒あんの湯の花まんじゅうも製造。あるいは、「すずとら」という全国菓子博覧会で
金菓賞を頂いたオリジナルの和菓子など、個性豊かな商品作りを目指しています。

(株)コモチは建築用・園芸用コンクリートブロック製造業で創業54年を迎える。主にホームセンタ―へ
販売し、商品は250種類以上製造している。2003年にISO環境マネジメントシステムを認証し、18年
間環境に配慮した経営に取り組んでおり、魅力ある商品の提案、品質向上と共に挑戦と改革を続け
ている。

建築用・園芸用コンクリート
ブロック　　
「FUMU」除菌ブロック
サスティーン事業部

ジョイフル本田
セキチュー
昭光物産

ＩＳＯ14001環境マネジメン
ト・日本産業規格認証取得
工場

理念経営を目指し、会社の目的である企業理念は、感謝の気持ちを心に刻み、より良い
人間関係を築き水質の良い会社にします。常に改革挑戦を続け、お客様が欲しいという商
品を提供し、安心して取引出来る会社にします。社員みんなが夢を持ち、物心共に豊かに
なれるよう導き、やりがいと共に成長出来る会社にします。納税し社会貢献出来る会社とな
り地域社会のお役に立ちます。　
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子持食品 株式会社 コモチショクヒン

〒 377-0204 渋川市白井990-1
TEL 0279-23-3659 E-mail info@komochisyokuhin.com
FAX 0279-24-8078 HP https://www.komochisyokuhin.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 曽根　保幸

設立年月日

1972年4月14日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

13人(内、パート9人)

営業時間

8:00-17:00(休憩120分)

休日

日曜日、祝祭日、夏季、年末年始

【得意とする技術分野】
こんにゃくの原料・製品の加工・製造
ところてんの製造

オンライン対応

Web商談 Web会議 -

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

弊社作成パンフレットやホームページに掲載 担当部署 －

担当者 曽根　真志

- 見学受入れ 職場体験

株式会社 サインクラフト サインクラフト

〒 377-0007 渋川市石原1462-3
TEL 0279-30-3192 E-mail info@signcraftweb.com
FAX 0279-30-3196 HP http://signcraftweb.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 南川　英雄

設立年月日

2008年7月8日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

7人

営業時間

8:00-17:00

休日

日曜・祝日・第2・4土曜・年末年始・夏
季休暇

【得意とする技術分野】
屋内・外サインの企画・制作・施工
造作家具・木製建具の企画・制作・施工

オンライン対応

－ Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

屋内・外サイン、造作家具・木製建具 担当部署 採用担当

担当者 南川　美由貴

説明会 見学受入れ －

私たちは、蒟蒻の産地渋川市でグループ会社である曽根食品産業㈱(旧曾根商店㈱)と連
携し、地場産の蒟蒻芋を使用した本物志向の蒟蒻を製造し、地産地消と地場産業の発展
を目指し、日々営業努力をしている会社です。

こんにゃく・ところてん製
造販売
そうざい製造販売

子持産業振興㈱
㈱ベイシア
ファームドゥ㈱

-

私たちは、会社設立から約半世紀、地産地消にこだわり、本当に美味しいものをお客様に
食べてほしいという思いで、こんにゃく製品をはじめとした食品を製造してきました。地元生
産のこんにゃく芋を使用して丁寧に作ったこんにゃく、味と食材にこだわった本格派お惣
菜などを作っており、食を通じてお客様に幸せを届けられるよう、日々努力しています。

屋外広告業を中心に屋内・外サインの企画・制作・施工。造作家具や木製建具の企画・制
作・施工。商業施設・医療関連施設のサイン・ディスプレイ・什器計画などの営業を主体と
しています。

屋外広告業
サイン・看板の企画・制作・
施工
造作家具・木製建具の企
画・制作・施工

㈱カワチ薬品、アークラン
ズ㈱、東鉄工業㈱、石橋建
設工業㈱、タルヤ建設㈱

－

「ものづくりを通じて、お客様の発展に貢献する」これがサインクラフトのポリシーです。
顧客は、ドラッグストアやホームセンターなどの商業施設のほか、市役所・警察署などの公
共施設まで、様々な分野に及びます。
顧客の予算や納期に合わせた企画を提案し、サインという形にして社会に送り出し、お客
さまの売上を伸ばすお手伝いをさせて頂いてます。
設計協力から施工管理まで、一貫した体制で信頼を得ています。
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サントリープロダクツ 株式会社 榛名工場
サントリープロダクツ

〒 377-0004 渋川市半田200
TEL 0279-24-8711 E-mail －
FAX 0279-22-4966 HP http://www.suntory.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 中村　卓

設立年月日

2009年4月1日

資本金

1,000,000,000円

【企業PR】 従業員数

158名(榛名工場のみ)

営業時間

月曜日から金曜日　8:30-17:00

休日

土・日・祝日

【得意とする技術分野】
清涼飲料の製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

ＰＥＴボトル入り清涼飲料
缶入り清涼飲料

担当部署 採用関連の情報は、弊社ホー
ムページにてご案内します担当者

－ － －

シーエーファンドリー 株式会社 シーエーファンドリー

〒 377-0008 渋川市渋川3241
TEL 0279-23-3291 E-mail factry-k@lapis.plala.or.jp
FAX 0279-23-3203 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 細野　哲智

設立年月日

1963年6月1日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

10人

営業時間

8:00-17:00(休憩60分)

休日

年間休日112日 会社カレンダーによる 
基本土日休

【得意とする技術分野】
冷却パイプの鋳込 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

抵抗溶接機ロボット部品・流量計部品 担当部署 －

担当者 細野　房江

－ 見学受入れ －

「伊右衛門」「ボス」「グリーンダカラ麦茶」をはじめとする様々な清涼飲料を、高度
な自動化設備で徹底した品質管理のもと製造しています。生産数量は国内最大
級を誇る清涼飲料製造工場です。

清涼飲料の製造 － ISO9001、
ISO14001、
FSSC22000　認証取得

渋川市の南東、豊かな自然に囲まれた地域にサントリー榛名工場はあります。清涼飲料水
の国内主幹生産拠点として高度な自動化設備を導入し、徹底した品質と鮮度管理のもと
お客様に安心・安全に楽しんでいただける製品を製造しています。
また、私たちの製品は自然の恵みが原料であることから「天然水の森　赤城」での森づくり
や「リサイクルペットボトル」の活用などを通じて、環境保全活動にも積極的に取り組んでい
ます。

純銅・銅合金・アルミ製品の鋳造

非鉄金属鋳造・木型製作 ㈱ＯＢＡＲＡ
㈱オカダ

－

ＮＣの導入により精密な木型製作が可能となり木型から鋳物まで一貫生産ができるように
なり、納期の短縮が実現しました。多品種少量を得意とし、小型から大型鋳物までお客様
のニーズに合わせ早く・安く・高品質をモットーに業務に励んでおります。
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ジェーシーボトリング 株式会社 ジェーシーボトリング

〒 377-0004 渋川市半田2470
TEL 0279-23-8810 E-mail t.umeda@jcbottling.co.jp
FAX 0279-23-8867 HP https://www.jcbottling.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 坂田　貞二

設立年月日

2010年2月

資本金

400,000,000円

【企業PR】 従業員数

144名(内、パート2名)

営業時間

8:00-17:00(休憩60分)

休日

土、日、祝日、年末年始

【得意とする技術分野】
缶、ＰＥＴ飲料製品の製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

茶系飲料、コーヒー飲料 担当部署 管理部

担当者 梅田、栗原

説明会 見学受入れ 職場体験

敷島電子 株式会社 シキシマデンシ

〒 379-1103 渋川市赤城町津久田308-2
TEL 0279-20-6161 E-mail －
FAX 0279-20-6162 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 田子　文明

設立年月日

1983年10月14日

資本金

15,000,000円

【企業PR】 従業員数

39名

営業時間

8:30-17:30

休日

企業カレンダーによる

【得意とする技術分野】
製品のパッケージ オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

雑貨品・化粧品の製造・ディスペンサーの検査加工 担当部署 総務

担当者 奥山　さとみ

－ － －

カーリットホールディング(株)100％子会社で清涼飲料水の受託製造を行っており、関東近
県で飲まれているお茶は当社で生産しております。

清涼飲料水の製造、販売 ㈱伊藤園、
キリンビバレッジ㈱、
㈱明治、
㈱ブルボン　他

FSSC22000　認証取得
ISO9001　認証取得

ジェーシーボトリング(株)は、1991年8月設立、1992年4月に総業を開始したジェーシービ
バレッジ(株)から事業を譲り受け、2010年4月に新たなスタートを切りました。
数々の信頼と実績を残した各種飲料の受託加工のノウハウを生かし、更に規模を拡大して
生産しています。
清流利根川の水、緑あふれる上毛三山、そして澄んだ空気と恵まれた環境にある渋川工
場に最新鋭の設備をととのえて、安定した高い品質の製品を数多く送り出しています。

「地域社会の女性に就労の場所を」ということで代表田子文明が創業した。信は商なり、企
業は人なりを体現すべく、細部にこだわった仕事、そこで働く人を大切にした経営を実践し
ている。

雑貨品・化粧品の製造・
ディスペンサーの検査加工

小池化学㈱ －

当社の強みは、小ロット対応、特殊包装も可能な柔軟性である。他社では採算が取れず受
け入れられないような小ロットの包装・梱包、手間のかかる特殊パッケージ包装を従業員の
手作業で行うノウハウを持つ。
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株式会社 渋川製作所 シブカワセイサクショ

〒 377-0008 渋川市渋川折原3673
TEL 0279-22-0100 E-mail taro-machida@kl.wind.ne.jp
FAX 0279-23-7648 HP http://www.shibusei.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 町田　太郎

設立年月日

1944年2月5日

資本金

48,000,000円

【企業PR】 従業員数

77名

営業時間

8:00-16:40(休憩70分)

休日

日、祝日(年間カレンダーによる、年末
年始、GW、夏季、バースデー休暇)

【得意とする技術分野】
重電機器の部品加工及び組立、制御継電器の製造販売
プリント基板の組立と製作などの設計・生産・出荷検査ま
でを含めた産業機器の一括生産

オンライン対応

Web商談 Web会議 －

採用に関する問い合わせ先

【生産品目情報】 担当部署 総務部総務課

重電機器用電気機械器具その他の製造 担当者 木暮　照彦

－ 見学受入れ 職場体験

清水屋 シミズヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢204
TEL 0279-72-3020 E-mail －
FAX 0279-72-3020 HP https://mizusawa-shimizuya.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 大河原　清一

設立年月日

創業400年余

資本金

5,000,000円

【企業PR】 従業員数

15人(内、パート9人)

営業時間

11:00-14:30

休日

木曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 大河原　健太

－ － 職場体験

（株）渋川製作所は、1944年創業の、設計･生産･出荷検査まで産業機器を一貫生産する
メーカーです。部品加工、溶接、量産品の組立から少量の特注品組立まで対応可能で
す。ご気軽にご相談ください。

電気機械器具製造 ㈱東芝、東芝エレベーター
㈱、東芝産業機器システム
㈱、西芝電機㈱、東洋電機
製造㈱、東芝三菱電機産業
システム㈱

－

当社の製品は電力部門では、原子力、火力、水力、各発電所の制御用に使用されるととも
に、変電所や送電所にも使用されています。一般産業用には鉄鋼プラント、化学プラント
等のライン制御用、または上下水道用の水処理プラント等の制御を行い、ビルの配電用、
エレベーターの制御等にも使用されています。これらはすべての産業の基幹をなすもの
で、当社の製品は永年の品質に基づく顧客からの信用をいただいております。

水沢山の麓にある水沢うどん最古の店。
400年余、うどん作りの技法を代々受け継いでいる。

飲食業 － －

当店のうどんは、小麦、塩、水沢の水のみで作られる。
小麦は独自にブレンドした国産の小麦のみを使用。
地産地消にも積極的に取り組み、群馬県産の地粉を使用した全粒粉のうどんや無農薬野
菜を使った逸品料理も多数揃えている。
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有限会社 勝月堂 ショウゲツドウ

〒 377-0102 渋川市伊香保町伊香保591-7
TEL 0279-72-2121 E-mail shougetsudo@star.ocn.ne.jp
FAX 0279-72-2121 HP http://www.shougetsudo.net

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 半田　正博

設立年月日

1910年4月

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

6人(内、パート4人)

営業時間

9:00-18:00

休日

元日のみ　その他不定休

【得意とする技術分野】
伊香保温泉の地域グルメとしての伝統と味 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

湯乃花饅頭 担当部署 代表取締役

担当者 半田　正博

－ 見学受入れ 職場体験

株式会社 上武資機材 ジョウブシキザイ

〒 377-0004 渋川市半田2969-1
TEL 027-234-2131 E-mail is-50@jyobu.co.jp
FAX 027-233-1657 HP https://www.jyobu.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 為谷　洋一

設立年月日

1972年8月10日

資本金

20,000,000円

【企業PR】 従業員数

12人

営業時間

8:30-17:30

休日

土・日曜日、祝祭日、年末年始

【得意とする技術分野】
スクリーン印刷用版製作 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

スクリーン印刷用版 担当部署 －

担当者 為谷　洋一

－ － －

店舗は伊香保温泉の石段街最上部伊香保神社下に位置し、主に伊香保温泉を訪れる観
光客を対象に湯乃花饅頭(温泉饅頭)を製造販売しています。創業は明治43年(1910年)、
本年で112年を経過します。

菓子製造業・湯乃花饅頭
の製造販売

一般顧客及び観光客 －

当店で製造する湯乃花饅頭は、初代が伊香保温泉の湯の色を模して考案したもので、温
泉饅頭の発祥と言われています。現在も創業当時から伝統と味を守り続けており、地元の
方はもちろん伊香保温泉を訪れる観光客に愛され続けています。昭和9年高崎市での北
関東陸軍特別大演習では、群馬県より昭和天皇に献上され、その後全国に広まったとい
われています。上品な甘さの餡と皮のバランスが絶妙で、多くの方々より称賛されていま
す。

スクリーン印刷用版製作
関連する資材機材等の販売

スクリーン印刷用版製作
関連する資材機材等の販
売

－ －

スクリーン印刷は、木材・金属・ガラス・ゴム・プラスチック等の商業用品から、高精度が要
求されるプリント基板や電気製品等の工業品のあらゆる素材・形状に直接印刷することが
できます。創業以来培った技術・設備・ノウハウをベースに、スクリーン印刷の限りない可能
性に挑戦しています。
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昭和プラスチックス工業 株式会社 ショウワプラスチックスコウギョウ

〒 377-0061 渋川市北橘町下箱田626-24
TEL 027-234-2811 E-mail syoupura@m9.dion.ne.jp
FAX 027-234-2815 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 山口　明宏

設立年月日

1961年9月1日

資本金

30,000,000円

【企業PR】 従業員数

10名

営業時間

7:00-16:00,16:00-01:00(2直制)休憩
60分

休日

会社カレンダーによる
【得意とする技術分野】

多様な樹脂成型 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

小型モーター周囲部品、同特殊部品 担当部署 総務部

担当者 山口　浩美

－ 見学受入れ 職場体験

シンワ産業 有限会社 シンワサンギョウ

〒 377-0311 渋川市村上153-1
TEL 0279-59-2014 E-mail nori-n@apost.plala.or.jp
FAX 0279-59-2244 HP http://www.shinwa1978.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 野村　克久

設立年月日

1987年10月1日

資本金

20,000,000円

【企業PR】 従業員数

38名(内建設製造部門15名)

営業時間

8:00-17:15　7時間45分　休憩1時間
半

休日

日曜、祭日、土曜隔週
【得意とする技術分野】

木製の品物で在れば図面に起こし殆どの製品を作り取
付までこなせます。

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

カウンター、キッチン周りの造作、取付棚、収納ボックス
等々

担当部署 木製家具、建具製造部

担当者 野村　紀子

－ － －

小型発動機、草刈機、小型車両のモーター部品等を主軸に据え、その他、特殊材料・多
品種・小ロット・短納期などの多角的な受注生産にも取り組んでいる成形会社です

工業用家庭用プラスチッ
クス製品、成形業

大手製造メーカー各社(工
業・電機機器)

－

弊社は創業61年の歴史を誇り、創立以来の取引先を多数有し、信頼関係の元で安定した
事業展開を続けています。
少人数の利点として全員参加型の経営を重んじ、意見交換→即実行→評価及び改善へ
と社員が同じ情報を共有し善処しています。
プラスチック製品の利便性、安全性を広く周知する必要があるため、国や市の産業支援活
動への取り組みも積極的に参加しています。　　　　

創業以来現住所で40余年特注木製家具・建具製造工事業を始め関連で建築部門又、15
年前から旅館を今年に入って指定管理(ハタの湯)を始めています。

木製家具、建具製作、建築
請負、旅館、指定管理(ハ
タの湯)

瑞穂建設㈱、池下工業㈱、
柏井建設㈱、群馬トヨタ自
動車㈱、神宮工業㈱、東京
都レクサス店及び関連建
設会社、その他

－

渋川市の端中之条寄りに立つ、自社工場では、設計から製作・搬入取付まで一貫して請負います。
弊社では、ゼネコンなどが手掛ける、学校、図書館、病院等々大きい物件にも多く家具を納めて来ま
した。又、住宅の請負もしています。オーダーメイドの家具や、収納量と機能性にこだわったクロー
ゼット、スタイリッシュな洗面台など、耐久性を保つ心材の量、正確な加工技術、様々な木材の特性
を知る職人が、建物と調和する家具を納めます。建築士の居る木製家具建具製造会社ならでは、家
づくりもお試し下さい。お客様に支えられ、職人に支えられて家具を作り続けています。
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有限会社 STRAWBERRYFARM陽一郎園
ストロベリーファームヨウイチロウエン

〒 379-1127 渋川市赤城町樽432-2
TEL 0279-56-7112 E-mail youichirouen15@yahoo.co.jp
FAX 0279-56-7112 HP https://sf-youichirouen.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 大畠　篤司

設立年月日

2005年1月24日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

7人

営業時間

9:00-15:00　直売は17:00

休日

不定休　6月上旬-12月上旬

【得意とする技術分野】
群馬県で最初に高設ベンチ栽培を取り入れ清潔で立っ
たままいちご狩りが楽しめます。

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

- 担当部署 －

担当者 大畠　篤司

－ － －

株式会社 清芳亭 セイホウテイ

〒 377-0102 渋川市伊香保町伊香保544-38
TEL 0279-20-3939 E-mail seihoutei@seihoutei.com
FAX 0279-20-3355 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 清水　聖二

設立年月日

1936年8月5日

資本金

40,000,000円

【企業PR】 従業員数

30名

営業時間

現在時間短縮8:00-17:00/
通常7:00-18:00

休日

年中無休
【得意とする技術分野】

－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 清水　聖二

－ － －

当農園は農業生産法人で、主としていちご狩り、いちご直売を行っています。地
場産野菜や最近ではいちごスムージー、いちごジェラートの販売もしています。
営業期間は１２月上旬～６月上旬となっています。

観光農園、いちご狩り、
いちご・野菜直売など

一般 -

当農園の有る渋川市赤城町樽地区は、関越自動車道渋川インターと赤城インターの間で
県内のお客様だけでなく県外からも多くの来客が有り、いちご栽培面積は90ａと国内でも
最大級を誇っています。いちごの栽培品種は群馬県のやよいひめを中心にあきひめ、とち
おとめ、プレミアム品種の白いちご淡雪など、多品種を栽培しており、多くのお客様に喜ん
でいただいております。

創業以来、来湯客の茶菓として珍重されてきた湯の花饅頭を中心にお客様に満足してい
ただける様、厳選された素材と風味を守り製造販売しています。

和菓子製造販売 伊番保温泉各旅館
食の駅
スズラン
ベイシア

実用新案登録第3228216
号

厳選された素材の奥深い味、伝統に培われた技そして美味しさを極める心がこだわりの和
菓子をつくりあげています。その代表が湯の花饅頭です。皮には栄養価の高い赤砂糖を
使用し、自社製造した本場北海道産小豆を使った餡は上品な甘さに仕上げています。
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大黒屋本店 ダイコクヤホンテン

〒 377-0102 渋川市伊香保町伊香保59
TEL 0279-72-2112 E-mail －
FAX － HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 佐藤　至昭

設立年月日

1945年1月

資本金

－

【企業PR】 従業員数

3人

営業時間

7:00-なくなり次第

休日

不定休

【得意とする技術分野】
昔から変わらない伝統の味 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

湯の花まんじゅう 担当部署 －

担当者 佐藤　至昭

－ － －

大同特殊鋼 株式会社 渋川工場 ダイドウトクシュコウ

〒 377-0007 渋川市石原500
TEL 0279-25-2000 E-mail －
FAX 0279-25-2040 HP https://www.daido.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者
執行役員渋川工場長 広瀬　尚史

設立年月日

1937年(関東電機製錬㈱渋川工場竣工)

資本金

37,172,464,289円

【企業PR】 従業員数

約500名

営業時間

8:00-17:00

休日

土・日曜日、夏期・年末年始連休 他

【得意とする技術分野】
各種産業向け高級鋼、高合金の一貫製造(溶解から製品
化、品質管理に至るまでの全工程を一貫して行う事が可
能)

オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

採用に関する問い合わせ先

【生産品目情報】 担当部署 人事部採用室

上記に記載 担当者 採用室長　児玉　崇

説明会 見学受入れ 職場体験

伊香保温泉の石段街を一歩入った三丁目通りに位置し、湯の花まんじゅうを製造販売して
います。

まんじゅう製造販売 一般客、観光客 －

味わいで、食べごたえ十分な大きさも特徴です。
運が良ければ、蒸かしたてのまんじゅうが食べられることも。
すべて手作りの為、午前中には売り切れることも多いので早めの来店がおすすめです。

Beyond the Special
大同特殊鋼は世の中が必要とするイノベーションをお客様と一体となって創りあげます。

【渋川工場】特殊鋼、超合
金の製造自由鍛造品(船
舶・産業機械・電機・鉄鋼・
化工機・石油掘削用部品、
宇宙・航空機部品)工具鋼・
金型用材料　等

電力・プラント・航空機・造
船・自動車・金型メーカー　
他

品質マネジメントシステム(JIS 
Q 9100)、特殊工程(Nadcap)、
JTSマ-ク (JIS G 4053,4303)、
材料製造(PED)、船級(NK、
LR、BV、DNV・GL.KR.ABS)、
環境マネジメントシステム
(IS014001)

大同特殊鋼は、名古屋に本社を我く世界最大級の特殊鋼専業メーカーです。自動車や
航空機などの輸送機、発電所や産業機械、パソコンや携带電話などの様々な分野に素材
を提供し、見えないところで世界の産業を支えています。
素材の可能性を追求し、人と社会の未来を支え続ける事を目的に、世界に貢献する特殊
鋼メーカーを日指し、お客様との共創を通じて、世界の成長を支える新しい特殊鋼を産み
続けてまいります。
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株式会社 田丸屋 タマルヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢206-1
TEL 0279-72-3019 E-mail tamaruya.mizusawa@gmail.com
FAX 0279-72-3003 HP http://www7a.biglobe.ne.jp/~tamaruya/index.html

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

社長 大河原　正明

設立年月日

1971年7月2日

資本金

45,000,000円

【企業PR】 従業員数

30名

営業時間

本店9:00-15:00(売切れ次第終了)
Cafe10:00-15:00

休日

水曜日
【得意とする技術分野】

昔ながらの伝統と技法を守りつつも、時代に合った新し
い技法にも挑戦し続けている麺とつゆ

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

お土産うどん 担当部署 女将

担当者 大河原　弘子

説明会 見学受入れ 職場体験

デンカ 株式会社 渋川工場 デンカ

〒 377-8520　 渋川市中村1135
TEL 0279-25-2109 E-mail kosuke-ijima@denka.co.jp
FAX 0279-25-2149 HP http://www.denka.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者
執行役員渋川工場長 笹川　幸男

設立年月日

1951年2月

資本金

36,998,000,000円

【企業PR】 従業員数

約510名

営業時間

8:30-17:20(休憩60分)

休日

土・日曜日、祝祭日、年末年始

【得意とする技術分野】
高度な材料設計や当社基盤技術を活用した電子材料 オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

上記に記載 担当部署 管理部 管理課

担当者 飯嶋　皐友

説明会 － －

伝統の味を堪能できる天正10年創業の老舗。水沢うどんと美味しいお料理で「味」「サービ
ス」「雰囲気」をご提供。令和2年には本店向かいに小麦の美味しさを伝えるためカフェを
開業。自家焙煎コーヒーも味わえる。

めん類製造販売　飲食店　
パン・菓子製造販売
喫茶店

高島屋 －

創業天正十年より代々、「水沢うどん」の元祖並びに大本家として、水澤観世音の門前に
店を構えている。わざわざ、水沢まで足を運んでくださるお客様のために、美味しいお料
理、心のこもったおもてなし、居心地の良い雰囲気を心掛け、従業員は田丸屋の一員とし
て誇りを持って働いている。コロナ禍の中、店内は、換気、除菌、殺菌に最善の注意を払
い、従業員も意識を共有してお客様をお迎えしている。県ストップコロナ！対策認定店。

デンカは、無機・有機系の工業用原料から、土木・建築用材料、電子材料、食品包装材
料、医薬品に至る、幅広い領域で事業を行う総合化学メーカーです。

【事業内容】電子材料部品や
機能性接着剤の製造・研究
【主な製造】開発電子回路基
板、放熱部材、電子顕微鏡電
子源、構造用接着剤、半導体
プロセス関連製品

自動車メーカー
半導体メーカー　他

ISO 9001(品質マネジメント
システム)
ISO 14001 (環境マネジメン
トシステム)

渋川工場は、環境維持と安全確保を基本として継続的な環境負荷の低減を進めるととも
に、地域社会と共生した『いつまでも信頼されるものづくり企業』を目指し、省資源化と省
エネルギーおよびCO₂排出量の削減、化学物質の環境への排出量の低減と管理、廃棄物
発生の抑制と最終処分量の低減、原材料および製品の含有化学物質管理の推進に取り
組むとともに、環境関連法令などの順守に努めてまいります。
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中澤自動車 ナカザワジドウシャ

〒 377-0027 渋川市金井770-2
TEL 0279-22-0323 E-mail nakazawa-jidosya@plum.plala.or.jp
FAX 0279-22-0323 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

中澤　哲之助

設立年月日

1967年9月3日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

3人

営業時間

9:00-18:00(休憩60分)

休日

日曜日、祝祭日、年末年始

【得意とする技術分野】
自動車整備全般 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

- 担当部署 －

担当者 中澤　武之

－ － －

有限会社 ニッポ渋川 ニッポシブカワ

〒 377-0302 渋川市吹屋591-1
TEL 0279-22-3838 E-mail yoda@nippo-s.co.jp
FAX 0279-22-3774 HP https://www.nippo-s.net

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

社長 依田　多加志

設立年月日

2003年1月

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

18人

営業時間

8:30 - 17:30

休日

基本は土曜日、日曜日、そのほかは
弊社カレンダーに従う

【得意とする技術分野】
電機、電装装置の製造 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

特殊車輛コントロール装置設計、製作
ジョイステックレバー製作
自動制御(検査含む)機器設計、製造

担当部署 経営

担当者 依田　多加志

説明会 見学受入れ 職場体験

元渋川警察署の信号に位置してます。
青い壁の工場が目印です。

自動車整備全般
車検、定期点検
自動車販売、保険代理店

顧客
渋川警察
恵の園　など

自動車特定整備事業

昔ながらの町工場ですが、日本車全般、新しい技術にも対応できます。
お客様のご用命を詳しく聞き、ご希望に沿うよう務めてます。又、すばやい見積りやご予算
にあったご提案をさせていただきます。
緊急時のキャリヤカー出張も出来ます。
車検、定期点検時は、手掛けワックスのサービスでお引渡し

（有）ニッポ渋川として設立以来、技術力、巧力に磨きをかけながら日々健全に努めて今
日にいたっております。”お客様第一”を基軸に　”社会への貢献と自らの成長”を目指す
経営理念の基、事業を伸ばしてます。

精密電子機器製造、販売
特殊車両コントロール装置
設計、製作
ジョイスティックレバー設計
製作
自動制御機器製作

アイチコーポレーション
㈱末廣車輛製作所
萬歳工業㈱
松山㈱

環境関連エコステージ
群馬県環境GS認定
おもてなし認証企業

コントロールＢＯＸを車輌用から産業用まで生産。多品種、少量であるＢＯＸの品質・コスト・
納期を満足させるために、各種線材、電子部品を吟味して調達し、ハーネスの切断、端子
圧着、回路配線作業を標準化するなど､設計と製造の両面で工夫をこらしてＢＯＸを一貫
生産しております。プログラムによる個別差設定可能な自動検査装置も独自開発し、厳格
な品質基準をクリアできる技術力で、電気、電装品に幅広く対応できます。
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日本カーリット 株式会社 群馬工場 ニホンカーリット

〒 377-0004 渋川市半田2470
TEL 0279-23-8811 E-mail s.chigira@carlit.co.jp
FAX 0279-23-8834 HP http://www.carlit.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 森下　貴

設立年月日

1934年3月24日

資本金

1,204,600,000円

【企業PR】 従業員数

314名

営業時間

8：00-16：45(工場)
9：00-17：00(東京本社)

休日

【得意とする技術分野】 土・日・祝祭日、夏休、年末年始
酸化剤の製造取扱、電極、電解技術。火薬類取締法に準拠する危険性
評価試験の請負、充放電試験の請負

オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

【生産品目情報】
採用に関する問い合わせ先

担当部署 生産管理部

担当者 山本、斎藤、千明

説明会 － －

日本精密測器 株式会社 ニホンセイミツソッキ

〒 377-0293 渋川市中郷2508-13
TEL 0279-20-2311 E-mail rieko-tsunoda@nissei-kk.co.jp
FAX 0279-20-2411 HP https://www.nissei-kk.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 松田　健治

設立年月日

1950年9月19日

資本金

70,000,000円

【企業PR】 従業員数

120名

営業時間

8:20-17:20

休日

120日

【得意とする技術分野】
血圧計(圧力センサー、自動排気弁、血圧測定アルゴリズ
ム)のコア技術、パルスオキシメータ(血中酸素量解析のア
ルゴリズム)のコア技術

オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

採用に関する問い合わせ先

【生産品目情報】 担当部署 管理部　人事総務課

血圧計、パルスオキシメータ、非接触体温計、監視カメラ
用アイリスメーター、空間線量計、粉塵計　他

担当者 角田　理恵子

説明会 見学受入れ 職場体験

弊社は、渋川市内に群馬工場と赤城工場の２つの生産拠点があり、群馬工場では、ロケッ
ト燃料、除草剤、電子材料部品等を製造しています。赤城工場では、産業用爆薬、自動車
用・高速道路用の発炎筒を製造しています。

化学品、電子材料品等の
製造および販売、電池試
験業務の請負産業用爆
薬、火工品、信号炎管、
自動車用緊急保安炎筒、
危険性評価試験　等

住友化学㈱、丸紅㈱、十全
㈱、㈱大阪ｿｰﾀﾞ、日油㈱、
太平洋セメント㈱、トヨタ自動
車㈱、日産自動車㈱、王子
製紙㈱、パナソニック㈱、警
察庁、消防庁　等

ISO9001、
ISO14001認証取得

群馬工場は、昭和9年に過塩素酸アンモニウムの製造を主として立ち上げた生産拠点で
す。当工場は、関越自動車道の渋川伊香保ＩＣに近く、利根川に面した273千㎡の敷地面
積を有しています。ロケットの推進薬原料など幅広い分野で利用されるオキシ塩素化合
物、除草剤・殺菌剤等の農業薬品、機能性材料(電荷調整剤、イオン導電性付与剤等)の
製造や電極、電解技術を駆使したプラント事業や電池の充放電試験請負をしています。

群馬工場⇒ロケット用固体推進薬原料「過塩素酸アンモニウム」、除草剤「デゾレートAZ粒
剤」、イオン導電剤「LR-147」等
赤城工場⇒含水爆薬「ハイジェックス」、自動車用緊急保安炎筒「ハイフレヤー5」、「ハイフ
レヤープラスピック」等

血圧計の生産・供給量は世界で上位、フルラインナップ(アナログ-デジタル、医家向け～
一般消費者向け)は当社のみ
パルスオキシメータの国内販売シェアは第1位
開発・設計から生産、販売、品質保証を一貫 

精密機械器具製造業 ㈱ビックカメラ ISO9001品質マネジメント、
ISO13485医療機器品質マ
ネジメント、ISO14001環境
マネジメント、厚生労働省・
通産省の認可、米国FDA、
ドイツQマーク　他

血圧計においては、ドイツ高血圧学会などの関係機関から高い評価をいただいた高品質
の商品を、全世界のOEM先様の商品及び「NISSEI」ブランド商品として家庭用、医療用へ
とグローバルな市場展開を広げております。
パルスオキシメータと非接触体温計においては、新型コロナウイルス感染症流行に際して
増産し、国民生活の安定に大きく貢献したことに対して、2020年12月に経済産業省より感
謝状を授与されました。
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株式会社 ニュー東屋物産 ニューアズマヤブッサン

〒 377-0102 渋川市伊香保町伊香保344-10
TEL 0279-72-3791 E-mail new.azumaya@khaki.plala.or.jp
FAX 0279-72-3681 HP http://newazumaya.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 井上　章

設立年月日

1981年2月14日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

9名(内パート3名)

営業時間

8:00-17:00

休日

製造　月曜日・第2・4金曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 総務

担当者 井上　章

－ － －

野口電子 有限会社 ノグチデンシ

〒 377-0005 渋川市有馬1105
TEL 0279-22-2733 E-mail －
FAX 0279-22-2933 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 野口　進

設立年月日

1970年5月15日

資本金

5,000,000円

【企業PR】 従業員数

4人

営業時間

8:20-17:00

休日

土・日

【得意とする技術分野】
トランス オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

トランス 担当部署 -

担当者 -

－ － －

日本名湯伊香保温泉にて茶まんじゅう発祥の地「湯の花まんじゅう」を製造・販売している
会社です。

食品製造業
伊香保名物湯の花まん
じゅう製造

ロイヤルフォレスト工房
小島屋乳業

－

茶まんじゅう発祥の地伊香保温泉で湯の花まんじゅうを製造して40年。伊香保温泉での販
売はもとより、高速道のSA・PAでの販路を広げて、日々商品を届けております。

トランス製造

トランス製造 関東精機㈱
イメージニクス㈱
ポニー電機㈱

－

トランスとは・・・
1つの共通磁心まわりに複数のコイルを巻くことで、電磁誘導による交流の電圧と電流の変
成を巻数比に応じて行う電気機器である。トランスによって電圧を上昇させることを昇圧、
下降させることを降圧という。トランスは、相数によって単相式や三相式、多相式が、冷却
方式によって乾式や油入式などがあり、そのほか巻線による分類や結線による分類が可能
である。
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有限会社 野村製作所 ノムラセイサクジョ

〒 377-0008 渋川市渋川220-2
TEL 0279-22-1225 E-mail nomurass.h-5@aroma.ocn.ne.jp
FAX 0279-22-3369 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 野村　浩子

設立年月日

1978年4月

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

15人

営業時間

9:00-17:00

休日

土・日曜日、祝祭日、年末年始　等

【得意とする技術分野】
電子部品・医療機器等の製造(一部)、外観検査、組立-
梱包出荷、小物の製作　等

オンライン対応

Web商談 － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

電子部品、医療機器、その他の部品・小物　等 担当部署 －

担当者 野村　浩子

－ － －

有限会社 萩原製材所 ハギワラセイザイショ

〒 377-0008 渋川市渋川3223-5
TEL 0279-23-1613 E-mail hagiwara-sawmill@mx4.ttcn.ne.jp
FAX 0279-23-1615 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 萩原　博明

設立年月日

1953年12月22日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

3人

営業時間

8:00-17:30　休憩15分×2　昼食60分

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

【得意とする技術分野】
住宅外壁内の空気導通部材　製造直需販売 オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

群馬県産木材　住宅用部材の販売 担当部署 －

担当者 －

－ － －

日本のまん中、緑の渋川に、昭和53年に設立。(別事業を行っていた先代の時代から100
年近くの歴史を持つ。)電子部品製造の協力工場・モノづくりの会社として、地域社会への
貢献に取り組んでいます。

電子部品製造、外観検
査、梱包出荷
医療機器・部品の組立、
外観検査、梱包出荷　等

太陽誘電㈱
㈱宮原合成　等

－

「ぐんま女性活躍大応援団」認定取得会社で、9割が女性、8割が「お母さん」の会社です。
子育てをしながら仕事が出来る「働くお母さん」に働きやすく、皆、元気で明るい、アット
ホームな会社です。
日本のモノづくりを応援しています。
モノづくりに関わる全般を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

1930年創業、1953年法人設立し、木材製材業を営んでおり、群馬県産杉を原木から、製
材、加工して、住宅会社に販売し現在に至ります。

木材製材業 県外住宅メーカー －

敷地1,300坪の中に工場200坪及び事務所があり、2人で運営。工場設備は省人化に伴い
メイン機以外全て一人作業出来る様対応しています。
販売先は、埼玉県の住宅メーカー、東京の住宅メーカー、茨城県の住宅 メーカー、畜産
会社へ毎月定量出荷しています。

- 27 -



有限会社 原田いちご園 ハラダイチゴエン

〒 379-1127 渋川市赤城町樽113-1
TEL 0279-56-3096 E-mail Harada.strawberrystation@gmail.com
FAX 0279-56-3997 HP http://haradaichigoen.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 原田　勝彦

設立年月日

2004年7月1日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

2名　パート6名

営業時間

いちご狩り1月5日-6月上旬まで9：00
開園　直売所12月上旬-6月上旬

休日

元旦、不定休(生育状況による)
【得意とする技術分野】

いちごの生産(2段で有機培土を使った栽培) オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

いちご 担当部署 －

担当者 原田　勝彦

－ － 職場体験

聖酒造 株式会社 ヒジリシュゾウ

〒 377-0061 渋川市北橘町下箱田380
TEL 0279-52-3911 E-mail info@hijiri-sake.co.jp
FAX 0279-52-3900 HP https://www.hijiri-sake.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 今井　健夫

設立年月日

2006年5月2日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

16名

営業時間

8:00-17:00(直売所10:00-16:00)

休日

土曜・日曜・祝日・お盆期間・年末年
始

【得意とする技術分野】
清酒 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

かんとうのはな、聖 担当部署 －

担当者 今井　健夫

－ － －

イチゴ狩りは1月5日〜6月上旬まで9:00より開園。直売所は12月上旬〜6月上旬まで営
業。駐車場は、大型バス2台、乗用車50台。施設設備は、店舗兼作業場、いちごハウス10
棟、車送迎車2台。

いちご栽培・いちご販売・
いちご狩り、いちご加工
品の販売

一般消費者 －

当園は、群馬県渋川市赤城町樽にある観光いちご園です。いちごの販売・いちご狩りを中
心に１月～5月が最盛期となります。味はもちろん清潔感をモットーに群馬の品種「やよい
姫」を中心に美味しい品種にこだわって作っています。とくに他の観光いちご園と差別化を
行い、2段で有機培土を使った栽培で通路を広く取りベビーカーや車椅子がらくらく通れる
お子様からお年寄りまでいちご狩りを楽しんでいただける優しい農園ハウスです。

代表銘柄「かんとうのはな」の製造を行っています。地元の原料米に特化した酒造りを行
い、愛される酒を目指しています。

酒類製造業
(清酒、焼酎、リキュール)

群馬県卸酒販㈱ －

江戸時代末期の天保12年(1841年)3月、初代今井傳兵衛は前橋藩川通り二十六ヶ村の大
惣代を勤める今井善兵衛家より分家し創業。生糸商・質商として力をつけ、まもなく酒造り
を始めました。上州赤城山西南麓の自然水と蛍の舞う緑豊かな自然環境の中で酒造りを
始め、八代180年の長きにわたりその伝統と技を継承しています。
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藤岡自動車整備工場 フジオカジドウシャセイビコウジョウ

〒 377-0004 渋川市半田3198-3
TEL 0279-22-4125 E-mail fuji1114@topaz.plala.or.jp
FAX 0279-24-0249 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表 藤岡　一政

設立年月日

1966年4月1日

資本金

－

【企業PR】 従業員数

2人

営業時間

9:00-17:30(休憩90分)

休日

第二土曜・祝祭日、毎日曜日、年末年
始

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

自動車の修理 担当部署 －

担当者 藤岡　一政

－ － －

有限会社 豊栄 ホウエイ

〒 377-0027 渋川市金井323
TEL 0279-26-2305 E-mail houei@kl.wind.ne.jp
FAX 0279-26-2308 HP http://houei.net

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表取締役 田嶋　剛

設立年月日

1983年5月9日

資本金

3,000,000円

従業員数

【企業PR】 12人(内、パート3人)

営業時間

8:30-17:30(休憩70分)

休日

第1.3土曜、日曜日、祝祭日、年末年
始、GW、夏期 (会社カレンダーによる)

【得意とする技術分野】
デザイン製作～製品設計～製図～モック製作～試作金
型製作～量産型製作～アセンブリ

オンライン対応

－ Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

各種プラスチック金型設計製作及び改造修理 担当部署 －

担当者 田嶋　剛

－ 見学受入れ －

工場のまわりは畑が多く環境の良い場所で、一生懸命仕事に頑張っています。

自動車一般修理、車検整
備、保険、板金塗装、販
売、タイヤ販売入替

㈱日本水工、東葉パーク
㈲、㈱小笠原、本多工業
㈲、今成運送㈱

整備振興会　認証46-1114

車の事は自信をもって相談にのる事が出来ると思います。
仕事は良心的な仕事をします。

当社は昭和58年5月旧子持村横堀(現渋川市横堀) に、平成31年5月渋川市金井に工場
を移転設立し現在に至ります。

金型製造業　インジェクショ
ン金型、押し出し金型、コ
ンプレッション金型、製精
密冶具等の設計製作修理
業務

カトラリーメーカー 、化学
メーカー、建材メーカー、
自動車部品メーカー、アパ
レルメーカー

－

当社は主にプラスチック製品を作る為の金型を製造しています。主品目はコンビニ、ファー
ストフード等で使う樹脂製カトラリー(スプーン、フォーク、容器)の金型、自動車部品、建築
資材、アパレルパーツ等の金型、また金型以外では特殊精密冶具設計製作を得意とする
など多岐にわたっています。
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北州電機 株式会社 ホクシュウデンキ

〒 377-0004 渋川市半田565
TEL 0279-23-7721 E-mail hokusyuu@nifty.com
FAX 0279-23-7722 HP http://hokushu-denki.world.coocan.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役社長 石橋　聡一

設立年月日

1973年6月29日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

13人

営業時間

8:30-17:20(休憩60分)

休日

日曜、祭日、隔週土曜、会社で定める
休日　計100日

【得意とする技術分野】
制御装置の配線技術 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

発電所向制御装置、非破壊検査装置向の制御装置 担当部署 社長

担当者 石橋　聡一

－ － －

株式会社 北関スクリーン ホッカンスクリーン

〒 377-0311 渋川市村上3752-7
TEL 0279-59-2255 E-mail m-nomura@hokkaninc.co.jp
FAX 0279-59-2533 HP https://www.hokkaninc.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 野村　雅弘

設立年月日

1977年2月3日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

24人

営業時間

8:30-17:30(休憩75分)

休日

第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、年末
年始

【得意とする技術分野】
基盤設計からのカウントダウン・カウントＵＰ等のＬＥＤ応
用製品

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

各種看板、ＬＥＤ看板、バスラッピング、シルク印刷製品、
ノベルティグッズ

担当部署 －

担当者 野村　城弘

－ － －

弊社は創業以来約50年、発電設備(主に原子力発電)及び非破壊検査装置の各制御装置
の製造に携わっている会社です。

発電所向各種制御装置
(水力、火力、原子力)及
び非破壊検査装置の制
御盤の製造

東芝府中工場
東芝ＩＴＣ

－

弊社は昭和48年に、ここ渋川市半田にて創業し、以来制御装置の製造のみに携わっている会社で
す。
東芝を通して納入した弊社の製品は、主に、福島原子力、柏崎原子力、女川原子力等の原子力発
電所向けの制御装置ですが、福島の事故以来低調だった原子力発電も、Co₂排出、地球温暖化等
の理由にて再びその重要性が増して来ています。又、非破壊検査装置も、建築、食品、工業製品
等々の検査分野にて、その安全性を確保するために重要な分野です。

各種看板、イベント・展示会、シルク印刷加工、ＬＥＤ、インクジェット出力、車輌ラッピング、
店舗内外装、ディスプレイ、ノベルティグッズｅｔｃの企画・制作・施工を群馬から全国ネット
でサポート致します。

屋外広告業
サインディスプレイ業

ウエルシア薬局㈱
㈱すかいらーくホールディ
ングス
㈱フレッセイ　など

－

ＯＵＲ　ＰＯＬＩＣＹ「ありがとう」のサイン＆ディスプレイ
私たちは、地元群馬県を中心に時代のニーズに対応した新しい商品創りと共に、快適社
会を創造する企業です。
今まで培ったノウハウで、良品、低価格、迅速をモットーに不可能を可能にします。
企画～制作～施工迄、社内一貫作業。
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有限会社 本舗丹次亭 ホンポタンジテイ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢192
TEL 0279-72-3739 E-mail info@tanjitei.com
FAX 0279-72-2411 HP https://tanjitei.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 山田　實

設立年月日

1980年12月25日

資本金

6,500,000円

【企業PR】 従業員数

8名(内、パート1名)

営業時間

平日8:30-16:00(LO)
土日祝祭日8:30-17:00(LO)

休日

毎週火曜日(祝祭日の場合は翌日)
【得意とする技術分野】

うどんの製造 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

水沢うどん 担当部署 －

担当者 山田　裕樹

－ － －

有限会社 牧商事 マキショウジ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢48-4
TEL 0279-72-3038 E-mail yoyaku@manyotei.com
FAX 0279-72-4834 HP http://www.manyotei.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 牧　健弘

設立年月日

1985年1月22日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

42人(内パート30人)

営業時間

8:00-16:00(休憩60分)

休日

シフト制

【得意とする技術分野】
大豆製品の製造、製麺技術、包餡技術 オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

水沢うどん
湯の花まんじゅう、ゆば、豆腐、豆乳、あげうどん

担当部署 総務

担当者 牧　幸弘

－ － －

商標登録「水沢うどん」の製造、販売を行っている会社です。

麺類製造、販売
飲食店

スズラン百貨店
関東近郊の百貨店

－

伊香保温泉にほど近い水沢の地で、自社生産の水沢うどんを召し上がっていただけます。
また、お持ち帰り用のうどんもあり、群馬来県のお土産やお中元、お歳暮等の進物に好評
いただいております。

由緒ある「水沢うどん」の製造をはじめ、湯の花まんじゅう、ゆば、豆腐、あげうどんの製造・
販売をしている会社です。

うどん、まんじゅう、ゆば、豆
腐の製造・販売

三菱食品㈱、㈱昭和、㈱日
本アクセス、国分関信越㈱　
他

－

水沢山の良い水を使い、「水沢うどん」や「水沢とうふ」「湯の花まんじゅう」「上州名物あげう
どん」などのオリジナル商品を、こだわりと自信をもって製造し、提供しています。
保存料を一切使わない「安全」「おいしい」そして原材料の「味と風味」を生かした食品づく
りを一番に心がけ日々取り組んでいます。
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有限会社 松島屋 マツシマヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢195-2
TEL 0279-72-3618 E-mail info@matusimaya.jp
FAX 0279-72-5421 HP https://matusimaya.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 新井　修

設立年月日

1989年7月1日

資本金

10,000,000円

【企業PR】 従業員数

7人

営業時間

9:00-16:30(休憩60分)

休日

毎週木曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

水沢うどん 担当部署 －

担当者 新井　修

－ － －

有限会社 マルフクストアー マルフクストアー

〒 379-1126 渋川市赤城町三原田586-1
TEL 0279-56-2451 E-mail marufukustore@icloud.com
FAX 0279-56-9055 HP http://www.marufukustore.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

取締役 長岡　宗一

設立年月日

1973年

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

7名

営業時間

9:00-18:00

休日

水曜日

【得意とする技術分野】
豚内臓肉加工 オンライン対応

Web商談 Web会議 －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 －

－ － 職場体験

水沢うどんは昔、中国より渡来した名僧から授けられたと伝えられています。水沢山の湧き
水を使い作られたうどんは、古くからこの地を訪れる旅人をもてなしてきました。

サービス業
飲食業

草津温泉ホテルヴィレッジ、
㈱三越、伊勢丹(スマーク伊
勢崎店)など

－

水沢うどんは十三軒の店舗が並ぶ「水沢うどん街道」です。
水沢山の湧き水、国内製造された小麦粉と塩を使い、当店独自の製法で作られたうどん
は、歯切れも良く、爽やかなのどごしとつるつるとした舌ざわりが特長で、お子様からご年
配の方まで幅広い年代のお客様に親しまれています。

赤城の地で、祖父が養豚業を営んでおりました。昭和48年、地域の開発に伴い養豚業に
見切りをつけた父が、豚肉をメインにした総合食品店を開店させると同時に、自家製味付
けホルモン開発、販売スタート。

食品小売業、飲食業 ㈱ネクスコ東日本リテイル －

渋川ご当地Ｂ級グルメ決戦初代チャンピオンに輝いた「丸福ホルモン」を製造・直売してお
ります。豚さんの命をいただいているのだから「決して無駄にはしたくない！」「食べれる内
臓は全ていただこう！」このごく当たり前の発想から、丸福ホルモンはできています。だか
ら、昔ながらのミックスホルモンなのです。運命と使命感を感じながら、毎日丸福ホルモン
を製造しています。私が命名した「丸福ホルモン」昭和48年より地元、赤城の酒飲みオヤジ
に育ててもらった味が、今では女性の美と健康までも育てています！
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有限会社 水澤亭 ミズサワテイ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢233-8
TEL 0279-72-5111 E-mail info@mizusawatei.co.jp
FAX 0279-72-2771 HP http://www.mizusawatei.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 椎名　芳子

設立年月日

1994年10月10日

資本金

30,000,000円

【企業PR】 従業員数

10名

営業時間

9:00-17:00(食事 10:30-)

休日

水曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 －

－ － －

光菱生コンクリート 株式会社 ミツビシナマコンクリート

本社 〒377-0004 渋川市半田2420 TEL 0279-22-2525 FAX 22-2526
工場 〒377-0025 渋川市川島69     TEL 0279-23-2717 FAX 23-8244
E-mail office@mitsubishinamacon.co.jp HP http://www.mitsubishinamacon.co.jp

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 堀口　吉彦

設立年月日

1976年11月

資本金

30,000,000円

【企業PR】 従業員数

25人

営業時間

7:45-16:45

休日

日曜及び第2･4土曜、祝日、夏期･年
末年始･特別･誕生日休暇

【得意とする技術分野】
特殊コンクリートに対応できるコンクリート主任技士2名、
コンクリート技士5名在籍。

オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

呼び強度18～45の普通コンクリート及び曲げ強度4.5の
舗装コンクリートはもとより、膨張材・防水材等を使用する
特殊コンクリートにも対応します。

担当部署 総務部

担当者 中島　隆志

－ 見学受入れ 職場体験

伊香保水沢うどんを主とした食事処、製造、販売。
良質の粉と水沢の清水で作り上げたコシの強さとのどごしの良いうどんです。

飲食、うどん製造卸、販売 － －

日本の名湯の一つである伊香保温泉に隣接している水沢地区。
板東三十三番札所中第十六番水澤観世音山門下に立ち並ぶうどん街。
軒を連ねる１３店舗。
日本三大うどんとして店を構えており、豊富な食事メニューにて、伝統の味をお楽しみいた
だいております。

私達は、1976年上越新幹線工事のために設立された会社を継承し誕生しまし
た。以来、ホリグチグループとして地域社会の発展とともに歩み、渋川市を中心と
した県北部に高品質の生コンクリートを供給しています。

生コンクリート製造販売 国土交通省
群馬県
渋川市
㈱ホリグチ 他

JIS A 5308 レディーミクスト
コンクリート (普通･舗装) 
(TC0307125)

今日の快適で豊かな社会創りに欠かせないのが、強度が高く耐久性や耐火性にも優れた
コンクリートです。道路や橋梁、ダムといった社会インフラはもちろん、大規模建築物や戸
建住宅など地域の様々な分野で使われています。私たちのミッションは、こうした生コンク
リートを高品質に製造し、迅速に現場に供給すること。そのために、責任感を持って積極
的に行動できる人材が活躍できるフィールド確保に努めています。
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三升屋 ミマスヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢221
TEL 0279-72-3018 E-mail －
FAX 0279-72-3018 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

淺見　庄一

設立年月日

1985年2月

資本金

－

【企業PR】 従業員数

1人

営業時間

11:00-15:00

休日

水、第3火曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署 －

担当者 店主

－ － －

株式会社 森の香 モリノカ

〒 379-1104 渋川市赤城町敷島701
TEL 0279-26-9360 E-mail y-arai@morinoka.com
FAX 027-202-0379 HP http://www.morinoka.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 荒井　良明

設立年月日

2018年2月1日

資本金

4,200,000円

【企業PR】 従業員数

4名

営業時間

10:00-17:00

休日

火曜日・水曜日

【得意とする技術分野】
農業、乾燥野菜 オンライン対応

Web商談 Web会議 テレワーク

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

ハーブ各種 担当部署 本社

担当者 荒井　良明

説明会 見学受入れ 職場体験

昭和60年2月に開業し、水沢うどん店では比較的新しい店舗で、妻と二人で切り盛りしてい
る手打ちうどんのお店です。数年前に内装やテーブルもリニューアルを行い、明るい雰囲
気でお召し上がりいただけます。

うどん製造　販売 － －

「名物に旨い物あり！」
地域ブランドとお客様を第一に考え、「食」のおもてなしを提供する。トントンとうどんを切る
音．．.近くの水沢観世音の鐘の音が響き...風情ある店内で、素材は「粉と水と塩」だけ。メ
ニューも「もり」と「かけ」とシンプル...ゆえにうどんの出来を大きく左右する。サイドメニュー
も一切ないが、妻の自家製のお惣菜と漬物と水沢うどんを味わっていただきたい。水沢うど
んは、冬の冷たい水で作った方が美味しく、一年通して「かけ」が通です。

渋川市赤城町の自社農場でハーブを無農薬栽培する生産農家。自社内で収穫、乾燥
し、加工商品として県内外に販売している。

農業、農産物加工業 JAファーマーズ、高崎ター
ミナルビル、道の駅八ツ
場、道の駅みなかみ水紀
行館、千明仁泉亭、ホテル
松本楼、四万温泉街　他

群馬県優良県産品、
青年等就農計画認定者、
ハーブコーデ

「100年後の毎日を、自然の香りで豊かにする」を企業理念に、中山間地域で持続可能な
六次産業化モデル実現を目標としています。 群馬県渋川市で耕作放棄地や大規模集約
できない山間農地1.2haを活用し、ハーブ30種類を農薬や化学肥料を使わない自然栽培
で、生産・加工・販売。皆様に自然の香りを新鮮なままお届けしています。今後、ハーブを
通じて地域活性化に貢献していきたいと思います。
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有限会社 山源 ヤマゲン

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢116-1
TEL 0279-72-3320 E-mail －
FAX 0279-72-3368 HP http://www.ikaho-yamagen.com

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 山口　忠和

設立年月日

1995年9月

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

4人(パート1人)

営業時間

11:00-

休日

水曜日

【得意とする技術分野】
手作業(全工程) オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

うどん、おみやげうどん 担当部署 －

担当者 －

－ － 職場体験

有限会社 山本屋 ヤマモトヤ

〒 377-0103 渋川市伊香保町水沢181
TEL 0279-72-2811 E-mail －
FAX 0279-72-2754 HP －

【事業内容】 【主要な取引先】 【認証取得等】 代表者

代表取締役 山本　孝

設立年月日

1981年7月28日

資本金

3,000,000円

【企業PR】 従業員数

2人

営業時間

9:00-17:00

休日

水曜日

【得意とする技術分野】
－ オンライン対応

－ － －

【生産品目情報】 採用に関する問い合わせ先

－ 担当部署

担当者 山本　智恵子

－ － －

水沢うどんは、秋田県の稲庭うどん、香川県の讃岐うどんと並んで日本三大うどんである。

めん類製造、販売
飲食店経営

－ －

山源のうどんは全工程手作業の手打ちで、うどんのボリュームも満点でツルツルとしたコシ
の強さ、非常にのど越しが良い。
水沢山の清らかな湧き水と小麦粉、塩だけを使い、粉をこねてから仕上げるまで秘伝の手
法で2日間をかけて作られる。
冷たいざるうどんで食べるのがおすすめだ。また舞茸の生産も盛んな地域で舞茸の天ぷら
がおいしいので、ぜひうどんと一緒に堪能してほしい。

うどん製造、おみやげ販売(店舗のみ)
店舗での食事(主食うどんのみ、温かいものと冷たいもの)

うどん製造、販売 － －

店の前が水沢寺の駐車場なので歩いてこられる。
六角の窓になっていて外の景色がながめられます。
昔からのうどんのみの食事になっていて通の方はよろこばれます。
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令和5年2月15日　一部校正




