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受付番号
都道府

県
申請者名称 事業計画

1 09120049 栃木県 株式会社雀宮産業
ウォータージェット機での難削材・高硬度材・新材料の加工技術高度化に関する調査・研究によ
る高精度化・低価格化・短納期化の実現。

2 09120050 栃木県 株式会社晃和 引張力を受けるM12ボルト用ナット座金（仮称：大座面積ナット座金）の開発および事業化

3 09120054 栃木県 豊友工業株式会社
金属プレス加工工程のレーザー加工システム機導入によるマテリアルハンドリング向上によって
夜間無人化・生産性向上・物流改善・短納期対応による競争力の強化

4 09120056 栃木県 株式会社錦エンジニアリング 生花の結束・包装装置の開発

5 09120057 栃木県 桑名商事株式会社 特性の異なる二種類の微粒子を共析した低摩耗・高耐久性、無電解複合めっき膜の開発

6 09120060 栃木県 有限会社スペクトルデザイン 近赤外・中赤外光を用いたモバイル型分析システムの開発

7 09120068 栃木県 株式会社オノプラント 航空機部品製造における生産量拡大、短納期化、低コストを実現する生産体制の構築

8 09120071 栃木県
株式会社大日光・エンジニアリン
グ

海外生産に打ち勝つ極小ビス締めロボットの開発・販売

9 09120073 栃木県 有限会社加藤研磨工業
短納期化と低コスト製品に対抗しうる製品を生産する為のチップソー用供給装置付研磨機の導
入。

10 09120074 栃木県 有限会社岩上商店 米麹及び米麹関連製品の大量取引対応・短納期化・高品質化による売り上げ向上

11 09120075 栃木県 株式会社高橋プロダクト 自動車用プレス金型の短納期化の為の設計・製造システムの開発

12 09120076 栃木県 株式会社清国 プラズマ溶接技術の高度化による、高精度、低コストな自動車触媒用部品の試作発表

13 09120080 栃木県 株式会社鎌田スプリング 新たな医療機器の事業化に向けた「コイルバネから細径中空パイプ作製技術の開発」

14 09120084 栃木県 株式会社野中工業所 NC旋盤を用いた突切り切削加工による高硬度ボールねじの低コスト加工法の確立。

15 09120088 栃木県 株式会社サンテクノロジー ボーイング787：量産部品加工における生産性及び収益性の強化

16 09120096 栃木県 株式会社竹沢精機 人工ダイヤモンド（DIA）、立法晶窒化ホウ素（CBN）の固着技術開発

17 09120102 栃木県 株式会社カシワセ ビル屋上防水シート止め用新規応力低減ディスク金具の自動組立機の試作開発。

18 09120108 栃木県 株式会社サイトウ化成 温度管理用物流資材の開発

19 09120112 栃木県 金子メディックス株式会社 電解ｲﾝﾌﾟﾛｾｽﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（ELID：ｴﾘｯﾄﾞ）研削法による注射針の穴あけ加工技術の開発

20 09120113 栃木県 金井染工株式会社 医療、福祉現場のニーズに応える綿染色生産プロセスの高度化

21 09120114 栃木県 有限会社新栄精機 多軸加工機の導入による耐熱合金の高能率加工

22 09120115 栃木県 株式会社エヌ・エステクニカル
『コスト削減』『短納期化』を図るためのサブスピンドル搭載NC自動複合旋盤及びバー材供給機
の導入

23 09120118 栃木県 東都工業株式会社 乳幼児喘息患者に適用可能な気道炎症状態評価装置の設計と試作開発

24 09120119 栃木県 株式会社スズテック ブーケ製作自動装置の試作開発

25 09120120 栃木県 株式会社堀江パーツ工業 顧客ニーズの多様化に対応できる一括受注生産システムの構築

26 09120122 栃木県 東京フォーミング株式会社 薄肉ステンレスパイプのバルジ加工にエラストマーを用いない加工法の確立

27 09120123 栃木県 株式会社城北工範製作所 金属のサブミクロン機械加工による安定生産体制の構築

28 09120125 栃木県 ウエサワワークス株式会社 航空機部品難削材加工における工期の短縮及び歩留まりの改善

29 09120127 栃木県 ムロオカ産業株式会社 三次元の曲面カットを特徴とするブロー成形車載用空調ダクトの製造プロセスの開発

30 09120130 栃木県 株式会社テツカクリエート
航空機部品等に用いられる複合材料（ＣＦＲＰ）の試験片切削加工の高速化、高精度による収益
向上

31 09120133 栃木県 株式会社共伸 自動車部品・電子部品における試作製品の短納期対応及び高品質化

32 09120134 栃木県 株式会社伊澤技術研究所 【加工プロセスの集約・省力化】

33 09120137 栃木県 株式会社オプトニクス精密 微細加工技術を用いた新規化粧用品のシミ・シワ軽減を目的としたディンプルシートの開発

34 09120138 栃木県 日伸工業株式会社 自動車の電動式パワーステアリング（ＥＰＳ）モータ用精密プレス部品の開発

35 09120141 栃木県 株式会社進恵技研
金型製造における低コスト・短納期・即作業工数４０％減を可能とする“モデリング作業レス化”
への挑戦！

36 09120142 栃木県 株式会社アイ電子工業 テラヘルツ計測システムの内製化によるコスト低減およびプローブ種類の拡充

37 09120143 栃木県 昭和金型株式会社 金型技術をベースとした、精密加工部品の多品種少量短納期生産への展開

38 09120145 栃木県 小山鋼材株式会社 高速・高精度切断機導入による短納期化と競争力強化

39 09120148 栃木県 株式会社外池酒造店 地域の果実等を使った消費者のワイン造り体験をからめたこだわりの小ロットワインの製造



40 09120149 栃木県 日冷工業株式会社 表面張力応用気液分離器及び遠心式気液分離器の原価低減、シリーズ機種の開発

41 09120151 栃木県 森山産業株式会社 長尺型LED照明100～200フリーボルト製品の開発・量産

42 09120152 栃木県 有限会社小池経編染工所 海外販路開拓のための新染色機の導入

43 09120155 栃木県 株式会社古賀 切削・研削加工における加工現象の見える化の為の振動周波数帯域毎分岐装置の開発。

44 09120157 栃木県 株式会社渡辺製作所 生産ライン情報をリアルタイムに収集し生産効率改善を行うタッチパネル装置の開発

45 09120158 栃木県 昭和パック株式会社 低コスト、小ロット、短納期を実現する新しいホログラムの印刷方法

46 09120159 栃木県 オプトウエア株式会社 レーザー走査方式プレス部品傷検査装置の開発

47 09120160 栃木県 興新特殊鋼株式会社 加工済材料販売強化事業

48 09120162 栃木県 株式会社関根製作所 高速レーザー切断による高強度合金鋼加工の生産性向上及び競争力強化

49 09120163 栃木県 琢真産業株式会社 自動搬送装置（ガントリーローダー）付き複合旋盤機による生産強化計画

50 09120165 栃木県 有限会社見目精密工業 『形状品質及び測定数値保証を向上させるための最新規格対応測定器の導入』

51 09120169 栃木県 関東農機株式会社 中国市場への販路拡大に向けた競争力の強化

52 09120170 栃木県 株式会社シンシ
熱可塑性樹脂の真空・圧空成形型の内製化等による一貫生産体制の確立と少量多品種対応
のための設備投資

53 09120174 栃木県 株式会社オガタ・エスメック 有孔保護シートのサンプル製作（サンプル出荷のため）

54 09120178 栃木県 東陽機器工業株式会社 切削加工の高精度化と品質保証による建設機械部品の受注拡大

55 09120183 栃木県 株式会社ファーマーズ・フォレスト GABA富化麦芽を用いた機能性ビールの開発

56 09120185 栃木県 宮本工業株式会社 鍛造による小型・超肉薄・最軽量ＨＤＤベースプレート製造法の開発と試作

57 09120186 栃木県 栃木精工株式会社 医療器具のＥＯＧ（エチレンオキサイドガス）滅菌装置導入による小口化対応

58 09120187 栃木県 株式会社インフェック
自動車試作板金の主要製品の加工法（金型技術／プレス技術）高度化による生産プロセス強
化

59 09120188 栃木県 株式会社マルキョー 既存ワイナリーが参入することが困難な顧客に応じたオーダーメイドワインの醸造、販売

60 09120189 栃木県 株式会社イエロー 普及型防災用折りたたみヘルメットの開発

61 09120193 栃木県 株式会社トーコー技研 自動車用ハブスプラインの加工を1工程化「1ショット成形」に集約する金型の開発

62 09120197 栃木県 有限会社齋藤製作所 加工技術と加工処理時間短縮化設備増強計画

63 09120200 栃木県 株式会社湯原製作所 中空パイプ曲げRの小R化加工技術の開発（製品の小型化・少量化で販路拡大）

64 09120202 栃木県 株式会社すが野 らっきょうの乳酸発酵過程の確実性向上による品質向上とマーケットシェアのアップ

65 09120208 栃木県 栃誠工機株式会社
富士重工業アルミダイカスト製自動車エンジン部品（製品名：Ｂ12チェーンカバー）のバリ取り加
工ライン自動化に関する構想・設計

66 09120209 栃木県 村田発條株式会社 インテリジェントフォーミングマシン導入による生産プロセス強化

67 09120211 栃木県 石川ガスケット株式会社 多品種少量生産での品質管理の出来る製品及びシステムの開発

68 09120214 栃木県 株式会社カネコ プラスチック成形加工の高度化による婦人靴「塗りヒール」の高品質化および短納期化

69 09120215 栃木県 小林酒造株式会社 日本酒醸造における醪の新規固液分離システムの導入による売上向上

70 09120218 栃木県 株式会社特殊阿部製版所 パッド印刷工法によるモバイルデバイスアンテナ転写技術の確立

71 09120221 栃木県 株式会社タスク 成形部品の社内オゾン処理による品質向上と競争力強化

72 09120222 栃木県 株式会社サカエ工業 ３Ｄプリンター及び高速射出成形機導入による、試作品作製の短納期化

73 09120226 栃木県 荒川技研株式会社 ロボドリル増設によるプラスチック試作の生産能力向上及び納期の超特急化事業

74 09120227 栃木県 株式会社みやもと 商業デザインノウハウを活用した３Ｄ印刷機による造形事業

75 09120228 栃木県 有限会社愛和精密製作所 ウォータージェットカッターの新制御方式による高精度で複雑な切削加工部品の試作

76 09120235 栃木県 有限会社共和直線工業所 市場の要望に応え、新商品提供の為、複雑な補強筋の一貫加工法を開発する。


