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都道府

県
事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 09210241 栃木県 サンリード株式会社

精密金型から精密プラスチック成形と、表面処理の複合加
飾に於ける一貫生産体制強化による短納期・高付加価値型
遊戯機器部品の開発と製造並びに新規市場開拓
～ 中国生産からの売上シェア奪還を目指して ～

足利銀行

2 09210247 栃木県 株式会社成田製作所
ブローチ加工品の生産性の向上、低コスト化を実現する新
たな加工技術の開発 烏山信用金庫

3 09210248 栃木県 株式会社小林縫製工業 商品イメージ早期具現化による競争力強化事業 栃木信用金庫

4 09210252 栃木県 株式会社めいじ屋
高度な家具部材加工設備導入による受注拡大と生産体制
強化の実現

株式会社田中経営
パートナー

5 09210253 栃木県 平安実業株式会社
熱硬化性樹脂用の中型トランスファー成形機等導入による
医療用分析装置向け大型成形品の受注拡大 常陽銀行

6 09210255 栃木県 有限会社船木製作所
イオン水を使用した難削材切削加工における生産プロセス
の強化と環境負荷の低減 栃木銀行

7 09210257 栃木県 株式会社シダラ 原料高騰による堆肥自社開発及び対病性堆肥の開発 足利銀行

8 09210259 栃木県 有限会社マイスター
『医療用内視鏡部品製作における加工精度の向上と増産体
制の確立』 栃木銀行

9 09210268 栃木県
株式会社栗崎歯車製作
所　宇都宮工場

特殊歯車製造技術の開発 足利銀行

10 09210271 栃木県 株式会社万蔵
既存の加飾技術に、デジタル技術とアナログ技術を組み合
わせ、大量生産では不可能だった高意匠の加飾を施すシス
テム開発

足利銀行

11 09210272 栃木県 株式会社三峯金型
大型高精度ワイヤカット放電加工機導入によるプラスチック
歯車成型金型の高精度化・短納期化・低コスト化の実現 群馬銀行

12 09210276 栃木県
株式会社テクノスチール
ダイシン

ショットブラスト機の導入による建築用構造部材の品質向上
と生産プロセスの改善による市場の拡大 足利銀行

13 09210278 栃木県 株式会社オンワード技研
「切削工具コーティング後の自動表面研磨による生産性向
上」 足利銀行

14 09210279 栃木県
株式会社土谷龍治郎商
店

安全なシルバーカー兼ドッグカーの開発 足利銀行

15 09210280 栃木県 大古精機株式会社
切削・研削によらないワイヤ放電加工によるｹﾞｰｼﾞの加工精
度向上及び加工時間の短縮 神宮会計事務所

16 09210281 栃木県 株式会社シンワモールド
微細,深物金型加工における高精度,高品位一貫生産体制
の確立 東和銀行

17 09210282 栃木県 青木ソバ粉株式会社 冷凍空調技術の高度化による焼酎用そば粉の開発 常陽銀行

18 09210283 栃木県 有限会社ホンゴウ
バーコードを含む小ロット多品種短納期対応生産管理シス
テムの強化による収益拡大 足利銀行

19 09210284 栃木県
株式会社イケヤフォー
ミュラ

自動変速トランスミッション用ギアの試作設計・製作 鹿沼相互信用金庫

20 09210285 栃木県 株式会社エフエス
「マイクロコンデンサ製造装置用バキュームプレート」の試作
並びに安定供給体制の確立 足利銀行

21 09210287 栃木県
株式会社リベロエンジニ
アリング

「超高精度 電気自動車用モーター試験装置」の実証モデル
機の試作 栃木銀行

22 09210288 栃木県
有限会社那須バイオ
ファーム

キノコの食感と機能性を活かした発酵ピクルス食品の開発 栃木銀行

23 09210290 栃木県 MINATO株式会社
精密測定機部品加工における高精度・高効率による売上と
収益の拡大 群馬銀行

24 09210291 栃木県 渡辺酒造株式会社
メロン系吟醸香を特徴とする劣化し難い新タイプ高級清酒
の開発 菊地経営センター
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25 09210293 栃木県 有限会社シバプラ
種々なエンジニアリングプラスチックの射出成型ノウハウの
習得・確立を通じた新分野進出 足利銀行

26 09210297 栃木県 細内金型株式会社
「金型修理のスピード対応」を特化技術として新規顧客獲得
の為に事業化する。 足利銀行

27 09210298 栃木県
株式会社エコツー技術研
究所

高機能窓ガラス用遮蔽コーティング剤の用途別最適塗装条
件の構築 足利銀行

28 09210299 栃木県 有限会社大宮司製作所
5軸マシニングセンター導入による受注拡大と新規分野参入
事業 足利銀行

29 09210307 栃木県 吉澤石灰工業株式会社
水質浄化剤の量産化・低価格化を実現する自動製造プロセ
スの開発 群馬銀行

30 09210311 栃木県
有限会社柳沼ボデー工
場

商業用特殊車両の改修製造、改造製造の短納期化。 栃木銀行

31 09210313 栃木県 天鷹酒造株式会社 超微粉米麹によるオーガニック商品開発 足利銀行

32 09210314 栃木県 株式会社大川鉄工所
マシニングセンター導入による高精度・短納期とコスト低減
を実現するための自動車部品用金型の試作開発 常陽銀行

33 09210315 栃木県 大生工業株式会社
新マイクロバブル発生ノズルを利用した環境配慮型切削後
洗浄装置の試作開発

近藤美恵子経営コン
サルティング事務所

34 09210316 栃木県
有限会社玉生石材セン
ター

切削技術革新による大型光学用ガラス装飾製品等の試作 那須信用組合

35 09210318 栃木県 株式会社田部井製作所
迅速な3Dソリッド金型設計手法の開発による自動加工及び
短納期化 足利商工会議所

36 09210320 栃木県 株式会社キャム
精密プラスチック成形の生産能力強化による車載用二次電
池関連部品の大量受注の獲得 栃木銀行

37 09210325 栃木県 株式会社オガ電子 スマートフォンと連携する温度計端末機の設計・開発
有限会社情報ビジネ
スコンサルティング

38 09210326 栃木県 有限会社ナック 製造現場向け簡易型光学内径測定器の商品開発 足利銀行

39 09210329 栃木県 有限会社大阿久精工
NC研削盤の導入による自社開発製品「OSKロック」の生産
プロセス強化 栃木信用金庫

40 09210331 栃木県 株式会社ワタナベプレス
レーザー加工ライン改革によるコアコンピタンスと付加価値
の向上を目指す。 栃木銀行

41 09210333 栃木県 松井電器産業株式会社
切削に変わる3Dプリンターによる生産サポート冶具製作へ
の応用 足利銀行

42 09210336 栃木県 株式会社アイ・レック
屋上防水層内脱気システム改良のための試作開発と量産
化のための設備投資 足利銀行

43 09210338 栃木県 富士セイラ株式会社
薄板用プレススタッドの圧造・転造加工の製法技術開発及
び設備投資

イー・マネージ・コン
サルティング協同組
合

44 09210339 栃木県 株式会社井上製作所 金型用傾斜カムの高精度・高効率加工プロセスの構築 群馬銀行

45 09210342 栃木県 有限会社スダ 婦人の各年代層に特化した絹を用いたストールの研究開発 足利銀行

46 09210343 栃木県 有限会社吉成工具研磨
再研磨工具、及び製造工具の高精度加工における精度保
証と受注力強化 足利銀行

47 09210344 栃木県 株式会社呉光製作所
建築構造材角パイプにおけるプレスによる穴加工の高効率
化新手法の確立 足利銀行

48 09210346 栃木県
有限会社YKソリューショ
ン

デジタイザーシステム導入による自動車用ボディ金型デー
タ作成の短納期化

アイ・ブレインズ足利
事務所

49 09210348 栃木県 株式会社川崎製作所 高機能化プレスと高速溶接技術融合による新規顧客拡大 足利銀行

50 09210351 栃木県
株式会社セントラルカッ
ティング

独自の製造技術を活かした高品質カット野菜製造開発 栃木銀行

51 09210354 栃木県 株式会社山形屋
付刃バイトの生産能力強化を目的とする熱間鍛造金型の高
度化 足利銀行



52 09210357 栃木県
株式会社栃木日化サー
ビス

太陽光発電パネル効率向上を目的とする冷却用多孔質板
締結方法の開発

宇都宮北リテールセ
ンター

53 09210359 栃木県
有限会社エム・ディ・シス
テム

短納期・高度化に対応したリニア駆動NC放電加工機による
金型製造システムの構築 足利小山信用金庫

54 09210360 栃木県 銅市金属工業株式会社
屋根専門メーカーの技術を活かした、設備能力向上と生産
ラインの見直しによる、多種多様な金属屋根・外壁の生産プ
ロセスの大幅な強化

小山商工会議所

55 09210364 栃木県 株式会社バンテック 塗装乾燥炉更新による生産プロセス強化事業
株式会社UI志援コン
サルティング

56 09210365 栃木県 株式会社栁井
3次元設計導入による自社一貫製作システムの構築と受注
拡大への実現 栃木銀行

57 09210366 栃木県 株式会社ヘクト
四輪車試作品の短納期及び高精度切削システムの実現に
よる売上向上。 足利銀行

58 09210368 栃木県 株式会社エスケイ
高性能搬送設備導入による金属プレス加工部品の生産性
向上とコスト低減の実現

浅沼みらい税理士法
人

59 09210369 栃木県
モマサレース工業株式会
社

消費者の感性に訴えかけるオンリーワンのレースカーテン
を実現する製造技術の確立 足利銀行

60 09210370 栃木県
東興機販株式会社　栃
木工場

オーダーメイド自動機の短納期化、低コスト化に対応する製
造設備高度化プロジェクト 七十七銀行

61 09210371 栃木県 レボルト合同会社
急速充電可能な超小型モバイル独立電源装置と機能性
LED照明との融合による新製品の開発及び事業化 東和銀行

62 09210373 栃木県
株式会社成正プレジテッ
ク

デジタルダイカストマシン導入による耐圧製品の高能率生
産体制の構築 栃木銀行

63 09210374 栃木県 小堀レース株式会社 新規アイデアによる医療福祉用カーテンのシェア拡大 足利銀行

64 09210379 栃木県 青和現代彫刻株式会社 新加工方法による自由曲面プレス機の開発 鹿沼相互信用金庫

65 09210381 栃木県 株式会社アペックス
『自動車のコーティング施工に関して、独自技術を生かした
コーティング剤の試作開発と「焼付け乾燥装置」の導入によ
る塗装工程の生産プロセス強化』

栃木銀行

66 09210384 栃木県
宇都宮ブルワリー株式会
社

栃木県産農産物、シャンパン酵母を用いた長期熟成ビール
（発泡酒）の試作開発 足利銀行

67 09210385 栃木県 進栄工業株式会社
切削加工工程の集約・高度化による競争力強化と売り上げ
拡大 鹿沼相互信用金庫

68 09210388 栃木県 飯沼銘醸株式会社 吟醸酒の全量生酒貯蔵で差別化を図りシェアを拡大する 栃木信用金庫

69 09210389 栃木県
株式会社テクノマイス
ター

半導体設備用部品加工における生産プロセス強化事業 足利銀行

70 09210391 栃木県 株式会社伸好舎 画像寸法測定器導入による測定時間の大幅な短縮 足利銀行

71 09210393 栃木県
有限会社西山鉄網製作
所　南那須工場

溶接金網を使用した獣害対策製品の開発による新事業へ
の進出 平田会計事務所

72 09210395 栃木県 こいしや食品株式会社
2段型絞り容器を採用した豆腐のクリーミィさを生かした発酵
食品の試作開発 栃木銀行

73 09210396 栃木県 東興金属工業株式会社
CO2削減装置部品の切削技術向上による低コスト化と超短
納期化の実現及び生産体制の確立。 中ノ郷信用金庫

74 09210397 栃木県 有限会社小林製作所
自社技術・ノウハウの活用と大型NC旋盤導入による、大物
加工品内製化と加工技術の向上およびワンストップ加工で
の競争力強化

足利銀行

75 09210398 栃木県 神和アルミ工業株式会社
航空機部材切断の短納期化および歩留率向上システムの
構築による売上向上 足利銀行

76 09210399 栃木県 櫛田興業株式会社 独自ブランド製作で競争力強化 群馬銀行

77 09210401 栃木県 宝金属工業株式会社
製品のプレス工程の大幅な削減による国内生産の優位性
を確立する製品の試作開発 足利小山信用金庫

78 09210402 栃木県 日東産業株式会社
『栃木県産二条大麦麹・米麹を用いた血圧上昇抑制成分
（γ-アミノ酪酸）を高含有した調味液の試作開発、並びに一
貫生産体制の確立』

栃木銀行



79 09210407 栃木県 シントク工業株式会社 PHCコンクリート杭用の新型機械式継手 商工組合中央金庫

80 09210408 栃木県 有限会社若菜製作所
 高精度ワイヤーカット放電加工と検査工程の一体化による
生産性向上（加工・検査精度の向上、生産リードタイムの短
縮、省人化）

税理士法人優貴会

81 09210409 栃木県
野田琺瑯株式会社　栃
木工場

ホーロー市場が求める少量多品種短納期化に向けた生産
プロセス強化計画 足利銀行

82 09210411 栃木県
ハネクトーン早川株式会
社

ファッショナブルで高機能なリボン・ネクタイ・女性用事務服
の新規開発

青木宏二郎税理士
事務所

83 09210412 栃木県 株式会社アキモ
発酵野菜ペーストの安定生産プロセスの確立による低アレ
ルゲン野菜ジェラートの販売拡大 群馬銀行

84 09210414 栃木県 有限会社佐藤精機
試作部品加工における3Dプリンタ応用で短納期、コスト低
減に対応 足利銀行

85 09210415 栃木県 株式会社マルイテクノ
高精度深彫レーザーマーカーを使用し価格バランスに優れ
た高品質測定工具（角度計）の製造 鹿沼商工会議所

86 09210416 栃木県 日本クラント有限会社
高品質にて小ロット短納期対応ができるマスク塗装ラインの
整備 商工組合中央金庫

87 09210420 栃木県 株式会社アグリフォース
未利用バイオマスを利用した臭気低減高速堆肥化装置の
開発 足利銀行

88 09210422 栃木県 チーズ工房那須の森 新たな白カビタイプチーズの作出と品質安定技術の開発 栃木銀行

89 09210423 栃木県
株式会社稲葉納豆工業
所

ニッチな納豆の製造技術の確立 足利銀行

90 09210427 栃木県 有限会社大地
光合成細菌の大量生産システムの開発と機能性食品開発
事業 小山商工会議所

91 09210428 栃木県 足利伊萬里

栃木足利産のビール規格外・二条大麦を活用した、“簡易
短縮型新醗酵法（魚醤低温醸造法と古式みそ醸造法の融
合）”の確立と、新、“二条大麦・黒味噌”およびその加工品
等の開発と販売

足利銀行

92 09210429 栃木県 日光金属株式会社
熱処理炉のフレキシブル化による省エネルギー熱処理の開
発 栃木銀行

93 09210431 栃木県 株式会社イーアンドエム 医療機器規格対応の小型電源ユニットの試作開発
有限会社情報ビジネ
スコンサルティング

94 09210433 栃木県 オグラ金属株式会社
アルマイト処理工程の高効率化による多品種少量・短納期
生産の構築と高品質化 東和銀行

95 09210435 栃木県 株式会社SRK
サーボプレスを活用した高精度・プレス工程短縮による試作
開発 栃木銀行

96 09210437 栃木県 有限会社小林製作所
高精度三次元測定機の導入による空圧機器部品の低コス
ト・高精度品質保証体制の確立 鹿沼相互信用銀行

97 09210438 栃木県 株式会社常盤製作所
最新鋭機械の導入により生産プロセスを見直しし、生産性
向上を図る 足利銀行

98 09210439 栃木県 株式会社辻善兵衛商店 普通酒の品質向上による若い世代の顧客確保 栃木銀行

99 09210443 栃木県 クックベッセル株式会社
ハーモニカの和音を奏でるホーロー製笛吹ケトルの開発、
商品化 足利銀行

100 09210445 栃木県 株式会社中村製作所
『コスト低減』を実現し、『受注拡大』を図る為の冷間鍛造機
導入 足利銀行


