


【アスリートＦＡ株式会社（諏訪市）】

スマートフォンなどの部品の製造に使われている
マイクロボールマウンタ装置

スマホ等に使われるICチップの
基となる半導体ウエハに

電極となる「はんだボール」を
200万個以上載せることができます

注目の水中エクササイズで使われる
水中ウォーキングポール

【株式会社キザキ（小諸市）】

釣りの“浮き”と同じように
水中で浮き立ちます

電気自動車やモバイル機器などの開発に必要な
試作部品を短納期で対応

【クロダ精機株式会社（豊丘村）】

精密プレス試作部品を専門とする
日本でも数少ない企業

様々な大きさ・硬さ・形のものをつかめる
電動３爪ロボットハンド

【シナノケンシ株式会社（上田市）】

中心に穴があいた 中空構造！
カメラやエアーツールなどを
組み込むことが可能！

スマートフォン内部の接続などに使われる

スプリングコンタクト
【株式会社ティー・ピー・エス（茅野市）】

1つのスマホの中に数種類の
スプリングコンタクトが使われており、
中には10個以上使われているスマホも！

～長野県が認定した優れた
技術・製品を紹介します～

1.2mm

1.2mm

80μm

45μm

上が太く下が細い柄の部分は
１本のアルミパイプから

継ぎ目なく加工！



日本酒製造の副産物である
酒粕や様々な種類の焼酎を
ベースとして活用

日本酒蔵の伝統技術×地域性豊かなボタニカル
クラフトジン YOHAKHU
【芙蓉酒造協同組合（佐久市）】

⻑野県の四季折々の植物
（果実、種、根など）
を素材として使用

自動車の⻭車やシリンダーなどに使われる
金属部品の表面処理技術

【株式会社丸眞製作所（岡谷市）】

ガス軟窒化処理に使用する
ガス量や濃度をコントロール
することで耐疲労強度が10％・

耐摩耗性が30％向上

⻑野県の名産品の機能性を明確化！
機能性表示食品こうや豆腐

【株式会社みすずコーポレーション（⻑野市）】

大豆に含まれる
タンパク質の機能性を解明
「肥満気味の方のBMIと高め

の血中中性脂肪を減少」

医療用の針などに使われる
独自の薄膜形成技術

【株式会社ミゾグチ（岡谷市）】

針の表面にコーティング
を行った部分

製品の表面に
段差なく滑らかにコーティング
を行い絶縁性や潤滑性等を向上！

医療現場の酸素ボンベの残量を知らせる
ボンベ残量アラート装置

【株式会社ユタカ（松本市）】

医療現場のニーズに
基づき、病院との
共同研究により開発

小型・低消費電力！

学校・病院・庁舎など様々な建物の窓に使われる
木・アルミ複合断熱建具

【株式会社ニュースト（千曲市）】

各地域の木材を活用

国内で初めて木とアルミの
複合断熱建具を開発！















☆ 難削材に対応した独自のロボティクス化による
生産システム（赤羽工機有限会社）

・・・・・ 11

☆ リハビリ歩行計 AM800N（株式会社アコーズ） ・・・・・ 12

☆ 高品質・低コスト化を実現する「カシメ接合」技術
（株式会社共進）

・・・・・ 13

☆ 空転摩耗ゼロ「ドラグレスブレーキ」（株式会社協和精工） ・・・・・ 14

☆ 顧客視点のオリジナル餃子の開発（株式会社信栄食品） ・・・・・ 15

☆ 微細穴加工機 ビサイアML10 （株式会社ダイヤ精機製作所） ・・・・・ 16

☆ 木製ペンダントライトC60（楯木工製作所） ・・・・・ 17

☆ 航空機化粧室内専用センサー水栓の開発（株式会社バイタル） ・・・・・ 18

☆ 画像選別付きラインスキャナー計数梱包機
（株式会社みすず精工）

・・・・・ 19

☆ 地元産契約栽培米を用いた低精白の純米醸造酒
（合資会社宮島酒店）

・・・・・・ 20

〈参考〉NAGANOものづくりエクセレンス2020

NAGANOものづくりエクセレンス2019

☆ ピュアオー・テクノロジーを搭載したオゾン発生器「エアービー
ナス（ＡＲＶ）シリーズ」 （株式会社オーク製作所諏訪工場）

・・・・・ １

☆ 県産小麦の特徴を活かしたオリジナルな小麦粉商品作り
（柄木田製粉株式会社）

・・・・・ ２

☆ 難削材の高精度・高真円度加工技術 （株式会社寿精工） ・・・・・ ３

☆ 機能めっき技術 （信光工業株式会社） ・・・・・ ４

☆ 自動不凍水栓柱 （株式会社竹村製作所） ・・・・・ ５

☆ セミドライタイプドライフルーツ（南信州菓子工房株式会社） ・・・・・ ６

☆ 歯科用イオン導入装置「パイオキュアー」
（株式会社ナルコーム）

・・・・・ ７

☆ そばを原料とした食品加工技術 （日穀製粉株式会社） ・・・・・・ ８

☆ ポリシングマシン（不二越機械工業株式会社） ・・・・・・ ９

☆ ポリタンク型非常用浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」
（株式会社ミヤサカ工業）

・・・・・・ 10
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認定
年度 企業名（所在地） 認定技術・製品

2013 オリオン機械株式会社（須坂市） 精密温調空気供給技術

2013 樫山工業株式会社（佐久市） ドライ真空ポンプ

2013 コトヒラ工業株式会社（東御市） ユニットバスパネル製造技術

2013 株式会社サーキットデザイン（安曇野市） テレコントロールエンジンスターター

2013 株式会社サイベックコーポレーション（塩尻市） 超精密冷間鍛造順送プレス工法

2013 株式会社サンクゼール（上水内郡飯綱町） ジャム製造業を原点に６次産業化を実践した戦略技術

2013 株式会社渋谷文泉閣（⻑野市） クータ・バインディング

2013 太陽工業株式会社（諏訪市） 精密立体部品の自動積層組立ライン

2013 高島産業株式会社（茅野市） マルチプロ

2013 多摩川精機株式会社（飯田市） ⺠間航空機用アクチュエータ

2013 株式会社塚田メディカル・リサーチ（上田市） 間欠式バルーンカテーテル

2013 株式会社デイリーフーズコーポレーション
（本社：東京都 製造拠点：埴科郡坂城町） ジュール加熱殺菌システム

2013 NiKKi Fron株式会社（⻑野市） フッ素樹脂（ＰＴＦＥ）製品

2013 野村ユ二ソン株式会社（茅野市） 鋳造-鍛造一貫工法

2013 日置電機株式会社（上田市） クランプ技術

2013 マイクロストーン株式会社（佐久市） モーションセンサ技術

2013 宮後工業株式会社（埴科郡坂城町） 高精度プレス加工技術

2013 株式会社ライト光機製作所（諏訪市） ライフルスコープ

2014 赤田工業株式会社（北安曇郡池田町） 真空チャンバー製造技術

2014 岡谷熱処理工業株式会社（岡谷市） 極小歪み熱処理技術「Ⓖｓｙｏｒｉ®」

2014 サン工業株式会社（伊那市） 燃料電池用金属セパレーター

2014 セラテックジャパン株式会社（⻑野市） MPS（Material Processing Service）

2014 株式会社タカギセイコー（中野市） 走査式周辺前房深度計「ＳＰＡＣ」（スパック）

2014 株式会社ちくま精機（安曇野市） 液晶パネル検査装置「ＦＲＥＥＤＯＭmkⅡ」

2014 ナビオ株式会社（佐久市） 高効率電気溶解炉

2014 株式会社羽生田鉄工所（⻑野市） 試験用小型オートクレーブ「ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ」（ダンデライオン）

2014 株式会社平出精密（岡谷市） 超精密微細鈑金技術

2014 株式会社フロンティア（上田市） 二軸延伸ブロー成形技術

2015 アルティメイトテクノロジィズ株式会社
（⻑野市） プリント配線板設計シミュレーション技術

2015 エンジニアリングシステム株式会社（松本市） ツインエア式高精細ディスペンサー「R-jet®」

2015 株式会社カウベルエンジニアリング（佐久市） M2M Gateway

2015 カネテック株式会社（上田市） 磁力調整機能付丸形永電磁チャック（EPC-AS形）

2015 株式会社コシブ精密（下伊那郡松川町） ロータリーエンコーダスリット板製作加工技術

2015 信濃化学工業株式会社（⻑野市） ３次元測定を用いた金型製造技術

2015 信州ハム株式会社（上田市） グリーンマーク製品

2015 株式会社前田製作所（⻑野市） ナックルブームクレーン

「ＮＡＧＡＮＯものづくりエクセレンス」として、100件の技術・製品を認定しました。（2021年度時点）

ＮＡＧＡＮＯものづくりエクセレンス一覧



認定
年度 企業名（所在地） 認定技術・製品

2015 ミカドテクノス株式会社（上伊那郡箕輪町） 真空熱加圧装置

2015 株式会社三葉製作所（上田市） 補強糸入多層ホース一体成型装置

2016 東洋計器株式会社（松本市） 水道メーターを使った高齢者見守りシステム「KIZUKI」

2016 株式会社テーケー（上伊那郡宮田村） 圧入プロジェクション接合技術

2016 株式会社小松精機工作所（諏訪市） ガソリンエンジン用燃料噴射装置部品
「オリフィスプレート」への斜め孔プレス加工技術

2016 株式会社中嶋製作所（⻑野市） 畜産用自動空調環境機器システム

2016 株式会社湯川酒造店（木曽郡木祖村） 低アルコール原酒の日本酒

2016 株式会社東陽（塩尻市） 世界最小クラスの内視鏡手術用鉗子

2016 株式会社シナノ（佐久市） TRAIL RUNNING（トレイルランニング専用ポール）

2016 株式会社タカノ（松本市） アルミニウム板金加工技術

2016 夏目光学株式会社（飯田市） 高精度光学レンズ（自社ブランド名「MfLens（エム・エフ・レンズ）」）
の製造技術

2016 株式会社星光技研（⻑野市） 除菌消臭剤専用 超音波噴霧器

2017 株式会社エーアイテック（松本市） 低高温検査装置

2017 株式会社コシナ（中野市） 写真用超広角レンズ Voigtländer （フォクトレンダー） 10mm F5.6

2017 三和ロボティクス株式会社（飯田市） 複合旋盤用マルチローダーシステム
「ＮＥＸＳＲＴ（ネクサート）® F12」

2017 有限会社スワニー（伊那市） ３Ｄプリント樹脂型「デジタルモールド®」

2017 中村製作所株式会社（上伊那郡箕輪町） 精密微細放熱板「マジック・ヒートシンク」

2017 日本ハルコン株式会社（佐久市） セキュリティゲート XTGシリーズ

2017 株式会社マルヒ（飯田市） 5〜20kWタイプ小水力発電機「レッドストーンラージ」

2017 株式会社ミクロ発條（諏訪市） 極細スプリング

2017 株式会社山岸製作所（⻑野市） 大径切削工具による平面加工技術

2017 株式会社ヤマザキアクティブ（埴科郡坂城町） 弛み止めボルト・ナット・座金「ActiveX（アクティブクロス）」

2017 株式会社ワカ製作所
（本社：東京都 製造拠点：東筑摩郡麻績村） 次世代0.8ｍｍコネクター

2018 株式会社上野精機⻑野（上伊那郡辰野町） 半導体検査装置
「常・高・低温切替ハンドラNJ-100 シリーズ」

2018 株式会社光和（埴科郡坂城町） ナノレベルの鏡面切削加工技術

2018 株式会社信州セラミックス（木曽郡大桑村） セラミックス複合機能素材「アースプラス™」

2018 株式会社スギムラ精工（岡谷市） 塑性理論に基づいた「KCF工法」による精密せん断や三次元成形技術

2018 株式会社セルコ（小諸市） 高密度コイル

2018 天⻯精機株式会社（駒ヶ根市） クリームハンダ印刷機TSP-800

2018 株式会社南信精機製作所（上伊那郡飯島町） 自動車向けランプ用ヒートシンク

2018 マリモ電子工業株式会社（上田市） 広帯域無線デバイスの設計技術

2018 マルヰ醤油株式会社（中野市） 有用乳酸菌PP165を使用した醤油「食べるしょうゆシリーズ」

2018 株式会社ミナミサワ（⻑野市） 後付け式自動水栓シリーズ

2019 赤羽工機有限会社（塩尻市） 難削材に対応した独自のロボティクス化による生産システム

2019 株式会社アコーズ（飯田市）
リハビリ歩行計

AM800N

2019 株式会社共進（諏訪市） 高品質・低コスト化を実現する「カシメ接合」技術



認定
年度 企業名（所在地） 認定技術・製品

2019 株式会社協和精工（下伊那郡高森町） 空転摩耗ゼロ「ドラグレスブレーキ」

2019 株式会社信栄食品（松本市） 顧客視点のオリジナル餃子の開発

2019 株式会社ダイヤ精機製作所（岡谷市） 微細穴加工機ビサイアML10

2019 楯木工製作所（木曽郡南木曽町） 木製ペンダントライトC60

2019 株式会社バイタル（佐久市） 航空機化粧室内専用センサー水栓の開発

2019 株式会社みすず精工（須坂市） 画像選別付きラインスキャナー計数梱包機

2019 合資会社宮島酒店（伊那市） 地元産契約栽培米を用いた低精白の純米醸造酒

2020 株式会社オーク製作所諏訪工場（茅野市） ピュアオー・テクノロジーを搭載したオゾン発生器
「エアービーナス（ＡＲＶ）シリーズ」

2020 柄木田製粉株式会社（⻑野市） 県産小⻨の特徴を活かしたオリジナルな小⻨粉商品作り

2020 株式会社寿精工（岡谷市） 難削材の高精度・高真円度加工技術

2020 信光工業株式会社（⻑野市） 機能めっき技術

2020 株式会社⽵村製作所（⻑野市） 自動不凍水栓柱

2020 南信州菓子工房株式会社（下伊那郡阿智村） セミドライタイプドライフルーツ

2020 株式会社ナルコーム（佐久市） ⻭科用イオン導入装置「パイオキュアー」

2020 日穀製粉株式会社（⻑野市） そばを原料とした食品加工技術

2020 不二越機械工業株式会社（⻑野市） ポリシングマシン

2020 株式会社ミヤサカ工業（茅野市） ポリタンク型非常用浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」

2021 アスリートＦＡ株式会社（諏訪市） マイクロボールマウンタ装置

2021 株式会社キザキ（小諸市） 水中ウォーキングポール

2021 クロダ精機株式会社（下伊那郡豊丘村） 短納期で納品する精密板金試作部品

2021 シナノケンシ株式会社（上田市） 電動3爪ロボットハンド

2021 株式会社ティー・ピー・エス（茅野市） 高周波対応のスプリングコンタクト

2021 株式会社ニュースト（千曲市） 木・アルミ複合断熱建具
「アルタスウッドスクリーン/アルタスウッドウインドウ」

2021 芙蓉酒造協同組合（佐久市） 日本酒蔵の伝統技術と⻑野の地域性豊かなボタニカルのアロマが
溶け合った「クラフトジンYOHAKHU」

2021 株式会社丸眞製作所（岡谷市） 窒化物層の自在形成技術「M-NCプロセス」

2021 株式会社みすずコーポレーション（⻑野市） 機能性表示食品 こうや豆腐

2021 株式会社ミゾグチ（岡谷市） テーパー形状の薄膜形成技術の確立

2021 株式会社ユタカ（松本市） ボンベ残量アラート装置 e-アラート

※ 認定技術・製品については、⻑野県ホームページでもご覧になれます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/shisaku/excellence/top.html
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