
◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の１次公募の採択結果等について 

 

本事業については、平成２７年２月１３日（金）から平成２７年５月８日（金）（電子申請について

は９日（土））までの期間、１次公募を行いましたところ、全国から多数の応募がありました。 

この期間に応募申請のありました１７，１２８件について、地域採択審査委員会および全国採択審査

委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局においては、以下のとおり１６３件を採択する

ことといたしました。 

 

● 平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」採択案件一覧（１次公募）（ＰＤＦ

形式） 

 

【栃木県地域事務局】 

栃木県中小企業団体中央会 事業管理部 



(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2609110004 栃木県 ハートランド・データ株式会社
ソフトウェア開発支援ツールの機能向上開発と規格認証取得
による世界的な販路拡大

浅沼みらい税理士法人

2 2609110005 栃木県 オークボコーテツ株式会社
高精度マシニング機の導入による金型ダイセットの高精度化
と新市場開拓

栃木銀行

3 2609110006 栃木県 日工精機株式会社 機械式メトロノームの新型駆動機構の試作開発 大田充税理士事務所

4 2609110008 栃木県 有限会社英工社
多様化する顧客ニーズに適応可能な機能を装備した加工機
の開発

株式会社ネクストフェイズ

5 2609110009 栃木県 株式会社シンワモールド 革新的なコストを実現する高精度金型の製作方法の確立 東和銀行

6 2609110011 栃木県 近藤歯科医院
ＣＴとガイデッドサージェリー法導入による最先端インプラント
治療の提供

株式会社ブレイブコンサルティング

7 2609110016 栃木県 オーエムラボテック株式会社 ＣＡＭシステム導入による熟練技術者からの技能継承の促進 栃木銀行

8 2609110017 栃木県 サン精機有限会社
水力発電システム向け熱交換器部品の長尺精密加工の生産
プロセス革新

栃木銀行

9 2609110018 栃木県 電波精器株式会社
低コスト且つ高信頼性を実現する建設機械用サーキットブ
レーカーの試作開発

東和銀行

10 2609110022 栃木県 株式会社青木製作所
高精度ＣＮＣ三次元測定機の導入による超精密部品加工の品
質保証体制の確立

栃木銀行

11 2609110024 栃木県 誠和工業株式会社
ビーディング加工技術を用いたパイプ端末形状の高精度・高
品質化を確立し、曲げ不可形状に対しても対応できるようにす
る。

大垣共立銀行

12 2609110026 栃木県 加藤ブラシ工業株式会社
海外製工業用ブラシ製品に対峙した新商品を試作開発するた
めの植毛技術高度化への取り組み

足利銀行

13 2609110027 栃木県 平安実業株式会社
耐熱にすぐれた熱硬化樹脂による高精度プラスチック部品の
量産体制構築・次世代自動車市場の獲得

常陽銀行

14 2609110028 栃木県 株式会社林パッキング工業
小型ゴム製品の独自検査工程の確立による品質保証とコスト
削減

亀有信用金庫

15 2609110029 栃木県 株式会社テクノスチールダイシン 高層ビル用鉄骨の溶接組み立て技術の確立 足利銀行

16 2609110030 栃木県 関東精密株式会社
ファイバーレーザー溶接による、医療用検体吸排出ノズルの
開発

税理士法人Ｂ．Ｓ．パートナーシップ

17 2609110031 栃木県 共陽精密株式会社
『新型マシニングセンタ導入と加工時間半減による生産性向
上』

栃木銀行

18 2609110034 栃木県 有限会社石原精工
加工技術の高度化と生産性向上による新幹線部品製造事業
の拡大

鹿沼相互信用金庫

19 2609110035 栃木県 株式会社シオダ
ＣＮＣ自動旋盤による歯科・医科用高精度・高機能インスツル
メントの製造・販売

足利銀行

20 2609110036 栃木県 有限会社久保田溶接工業所
多品種小ロット・高精度要求に対応するフレキシブル曲げ加工
システムの構築

栃木銀行

21 2609110040 栃木県 有限会社那須醤油 香気及びうま味豊かな減塩こし味噌による野菜味噌漬の開発 白川信用金庫

22 2609110042 栃木県 株式会社ＶＡＮＳＥＩ
顧客からの受入時無加工素材の要求に対応し、高精度１．５
次加工で顧客満足度向上を図る。

税理士法人児玉税経

23 2609110043 栃木県 株式会社ジュエルエレガンス
婚約指輪のニーズの変化に対応した新たな指輪枠サービス
の展開

税理法人優貴会

24 2609110047 栃木県 株式会社カシワセ 銅製品のインパクト加工による部品成形加工技術開発 東和銀行

25 2609110053 栃木県 株式会社エコアール
ＥＬＶ解体における銅回収工程の改造による環境負荷低減・経
営改善事業

足利銀行

26 2609110055 栃木県 神和アルミ工業株式会社
車載用銅ヒートシンクの低コスト化を実現する新たな生産体制
の整備

足利銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金

１次公募　採択案件一覧（全国７，２５３件、内栃木県１６３件）



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

27 2609110056 栃木県 株式会社野州たかむら
独自の包装技術によるオリジナルキャンディ製造工程の高度
化と市場開拓

足利銀行

28 2609110058 栃木県 有限会社大垣金型製作所
車載ウォームホイールの歯付き成形品における仕上げレス化
技術の開発

栃木銀行

29 2609110059 栃木県 アークテック株式会社
高機能マシニングセンタ導入による航空機内装品部品の受注
拡大

栃木信用金庫

30 2609110061 栃木県 株式会社デュプラス プレフィルターおよび光触媒による殺菌分解装置の開発 栃木銀行

31 2609110062 栃木県 有限会社ＮＥテック
設計変更が日常の競走自動車業界に対し、フレキシブルでレ
スポンスの良い生産をする技術。

鹿沼相互信用金庫

32 2609110064 栃木県 株式会社宇都宮研磨材 工場で出る油や廃油廃液をリユース再生する事業 栃木銀行

33 2609110065 栃木県 株式会社浜村鉄工所
サニタリー製品製造ラインにおける作業効率化のためのユ
ニット開発

栃木銀行

34 2609110066 栃木県 株式会社小林縫製工業
やりがい・信頼・責任のブランディング （新ビジネスモデルと高
付加価値製品の製造と販売）

栃木信用金庫

35 2609110067 栃木県 有限会社明宏製作所
スマートメーター用金型の生産プロセス革新による高精度一
貫生産体制の構築

栃木銀行

36 2609110069 栃木県 有限会社勗友製作所
複雑形状円筒部品の技術の高度化を目的としたＣＮＣ旋盤の
導入

群馬銀行

37 2609110070 栃木県 有限会社エム・ティ・エム
高熱伝導率材料による金型の開発と高速プラスチック成形技
術の確立

足利銀行

38 2609110071 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医療器具部品の低コスト・
高精度な品質保証体制の確立

鹿沼相互信用金庫

39 2609110072 栃木県 株式会社ムラマツ
自動車空調機部品の生産増減にフレキシブルに対応できる生
産ラインの画期的な革新実現

足利銀行

40 2609110074 栃木県 有限会社三晶工業
精密機械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

41 2609110076 栃木県 株式会社ファインテック 排熱を利用した温度差発電機能付き熱交換システムの開発 協同組合さいたま総合研究所

42 2609110077 栃木県 株式会社大塚カラー
少子化に対応するためのＩＴを活用した卒業アルバム等の制
作の効率化

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

43 2609110078 栃木県 有限会社落合製作所 難削材の真円度高度化実現のための熱伝導円滑技術の導入 栃木信用金庫

44 2609110079 栃木県 有限会社小野金型製作所
高性能立形マシニングセンタ導入による精度向上と短納期の
実現

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

45 2609110081 栃木県 株式会社大定
レディスウェア市場向けの高意匠性ストッキング及び立体レー
スの開発

足利銀行

46 2609110084 栃木県 有限会社廣田製作所
マシニングセンタ導入による三次元加工の実現と工程の効率
化計画

協同組合さいたま総合研究所

47 2609110086 栃木県 有限会社本郷精巧
小型複合加工機、高精度測定器の導入による高効率生産加
工体制の確立

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

48 2609110087 栃木県 有限会社池田鉄工所
高精度発泡樹脂試作の精度向上と大型化を実現し川下産業
に寄与する高度化技術

栃木銀行

49 2609110088 栃木県 株式会社中央
高難度の長尺高硬度シャフトの研削レス加工を実現させ、画
期的な工程集約化による短納期体制の確立で新市場へ参入
を目指す

足利銀行

50 2609110093 栃木県 株式会社スズキプレシオン
増速スピンドルの主要部品である遊星ギヤの高精度加工技
術及び生産体制の構築

鹿沼相互信用金庫

51 2609110095 栃木県 株式会社樋山昌一商店
「超プレミアム日光土産」の製造に必要な「甘口減塩味噌」の
開発

関口明税理士事務所

52 2609110097 栃木県 株式会社藤精工
最短納期８時間以内を可能とする生産体制の確立への簡易Ｎ
Ｃ装置付旋盤の導入

大田原信用金庫

53 2609110100 栃木県 渡邉木工有限会社
高性能・多機能「自動縁貼り機」を利用した、木製ドアの縁貼り
加工の高度化計画

鹿沼相互信用金庫

54 2609110103 栃木県 株式会社岩附製作所
１Ｄ曲げ又はそれに近い加工の実施体制の整備等による競争
力の圧倒的強化

株式会社ディセンター



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

55 2609110104 栃木県 足尾化学工業株式会社
スプレー管体成形機の導入およびＦＲＰ管体製造技術の高度
化による酪農家向け浄化槽の製造体制の構築

栃木銀行

56 2609110105 栃木県 セキ工業株式会社
最新溶接ロボット導入による自動化促進で、受注対応力アッ
プと人材育成を図る

栃木銀行

57 2609110106 栃木県 株式会社すが野
国産生姜漬物の機能性成分保持、風味向上のための製品製
造技術の開発

栃木銀行

58 2609110108 栃木県 有限会社真京精機
加工困難なヒートシンクを革新的な加工方法により実現し新規
市場参入を目指す

栃木銀行

59 2609110109 栃木県 東都工業株式会社
安定切削解析システムを活用した航空機部品の革新的生産
体制の構築

商工組合中央金庫

60 2609110110 栃木県 株式会社リ・プラ
シュレッダー古紙圧縮・梱包工程の密閉化・全自動化による加
工技術革新事業

足利銀行

61 2609110111 栃木県 ヂサイ印刷有限会社 地域初サイト内ギャラリー開設と同人誌印刷サービス新開拓 足利小山信用金庫

62 2609110114 栃木県 株式会社オガタ・エスメック
医療機器・食品機械向け高精度高速スポット溶接システムの
構築

足利銀行

63 2609110115 栃木県 第一酒造株式会社
清酒技術を応用した日本初の「すっきり透明な炭酸ガス入り甘
酒」の製造

商工組合中央金庫

64 2609110116 栃木県 株式会社日光食品
「おから」流通革新を目的としたレトルト技術研究と自動計量供
給器の導入

足利銀行

65 2609110117 栃木県 有限会社アートセラム 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した新たな顧客の開拓 大田原商工会議所

66 2609110119 栃木県 株式会社勅使川原精麦所
革新的な飼料用米パウダー加工と独自の配合技術提案によ
る地場の農畜産ビジネスの活性化

株式会社田中経営パートナー

67 2609110122 栃木県 横山工業株式会社
新規マシニングセンタの導入による一貫生産の確立で納期短
縮・コストダウン

足利銀行

68 2609110123 栃木県 株式会社大垣化工
釣り糸の「整列」スプール巻き・仕上げ加工工程の改善による
生産性の向上

栃木銀行

69 2609110126 栃木県 株式会社大川鉄工所
新規ワイヤカット放電加工機の導入による高精度金型製造プ
ロセスの構築

常陽銀行

70 2609110129 栃木県 桜井産業有限会社 フレキシブルコンテナバッグ等のグレードアップ製品の開発 足利銀行

71 2609110131 栃木県 株式会社大和工業所
一次加工鋼材の地域内供給による低コスト，短納期，納期の
見える化サービス

那須信用組合

72 2609110132 栃木県 光洋産業株式会社
ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮに向けた真空成型技術の革新（作業
速度向上、歩留り向上）

足利銀行

73 2609110133 栃木県 株式会社山久
地域の特産品のＢ級品を利用した、栃木初のご当地冷凍ピザ
の製造・販売

栃木銀行

74 2609110134 栃木県 株式会社イクスネット
「キャラクター（ヒーロー）たちの世界」から「現実の世界」へ手
紙が届く大人向けサービス【ハイキャラ】の開発

足利銀行
株式会社ＵＩ志援コンサルティング

75 2609110135 栃木県 株式会社テツカクリエート
自動裁断機導入による航空機複合材（ＣＦＲＰ）試験片の受注
拡大と高収益の実現

足利銀行

76 2609110139 栃木県 株式会社サカエ
『薄肉成型技術を活かした医療用プラスチック製品の試作開
発、並びにコスト低減につながる一貫生産体制の確立』

栃木銀行

77 2609110140 栃木県 株式会社井澤電器設備
ゆるキャラを写しこめるカメラアプリを媒体にした地域特化型
広告サービスの展開による全国への市場拡大事業

佐野信用金庫

78 2609110142 栃木県 関田製作所 切削加工工程の高度化による合理化と事業拡大 足利小山信用金庫

79 2609110151 栃木県 技研精機株式会社
次世代半導体製造装置のための究極の超高精度切削加工の
実現

商工組合中央金庫

80 2609110152 栃木県 清水コーポレーション
ケーブル保護管の追加工精度向上と短納期化で川下企業に
貢献する

烏山信用金庫

81 2609110154 栃木県 株式会社アイ・シイ・エス
新型洗浄機開発および工程効率化による環境負荷低減と真
空熱処理加工の受注拡大

足利銀行
朝日税理士法人

82 2609110156 栃木県 株式会社特殊免疫研究所
非アルコール性脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ）診断用モノクローナル抗
体の試作開発

一般社団法人城西コンサルタントグ
ループ



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

83 2609110159 栃木県 日建工業株式会社 もちもち感のある手作り宇都宮餃子の全自動化技術の開発
株式会社オオサワ・ビジネス・コンサ
ルティング

84 2609110161 栃木県 有限会社エスケーシー 建築用ダクト製造工程の合理化と首都圏市場への拡大 足利小山信用金庫

85 2609110162 栃木県 株式会社ブレイン
３次元削り出しアクセサリー部品加工の複雑化要求を実現し
て、メーカー直結の加工ファクトリー企業を目指す。

足利銀行

86 2609110163 栃木県 錦正工業株式会社
次世代ロボット向け鋳物の複雑中空形状を実現する中子造型
技術の研究開発

足利銀行

87 2609110164 栃木県 有限会社大西製麺
消費者の健康志向に対応した大麦ゆでうどんの生産体制の
確立

足利銀行

88 2609110165 栃木県 株式会社新和技研
産業用ロボットの高付加価値コアユニットであるロボットハンド
の試作・製造プロセスの革新

みずほ銀行

89 2609110166 栃木県 有限会社ミナミ商事
終活ノート作成支援サービス及び思い出預り・配送、遺品整理
代行サービスの実施

栃木銀行

90 2609110171 栃木県 株式会社三峯金型
ＡＴＣ付き高性能高剛性のマシニングセンタ導入による、プラス
チック用金型作製の短納期化・低コスト化の実現及び年間金
型生産数の増加

足利銀行

91 2609110172 栃木県 坂本電装株式会社
ハイブリッド車・電気自動車に特化した中古車販売と自動車修
理サービスの事業化

栃木銀行

92 2609110174 栃木県 株式会社荒井食品 茄子規格外品を活用した「冷凍なす」と「なす酢」の開発 足利銀行

93 2609110178 栃木県 株式会社三栄マシニング
加工支援ソウトウェア（ＣＡＤ／ＣＡＭ）を活用した自動車競技
用高難度部品の短納期納入実現

栃木銀行

94 2609110179 栃木県 宮本工業株式会社
次世代型輸送車輌用革新的電源供給接続端子の鍛造技術
開発と製品試作

飯塚素行税理士事務所

95 2609110180 栃木県 株式会社ジョエル・エム
高速自動裁断機（ＣＡＤ･ＣＡＭ）の導入による多品種小ロット
生産や短納期のニーズに対応可能な生産体制の改善

足利銀行

96 2609110182 栃木県 株式会社関根製作所
航空機の難削材部品加工の生産プロセス革新による生産対
応力強化

鹿沼相互信用金庫

97 2609110190 栃木県 株式会社城北工範製作所
難削材である、高速度工具鋼（材質：ＳＫＨ５１）の研削加工技
術の確立。

足利銀行

98 2609110194 栃木県 富士セイラ株式会社 薄板用めねじプレススタッドの新製造工法の技術開発 商工組合中央金庫

99 2609110196 栃木県 株式会社万蔵
単純な円筒状でない複雑形状のマーカー等の文具に対する
印刷技術の確立と市場獲得

足利銀行

100 2609110197 栃木県 有限会社菜匠
最新型包装機械導入による鮮度保持、生産効率向上等を
図った次世代型の農産物物流・販売への取組

足利銀行

101 2609110203 栃木県 有限会社佐々木研磨工業所
３Ｄプリンターと３Ｄスキャナーによる新製品開発時の試作開
発期間の短縮化と高精度化によるＯＥＭ製品の売上拡大

鹿沼相互信用金庫

102 2609110204 栃木県 応用電子工業株式会社
医療用麻酔に使用される革新的補助ツール【硬膜外腔識別装
置】の開発・製造

足利銀行

103 2609110210 栃木県 株式会社アール・ティー・シー センシング技術を用いた新生児蘇生スキルトレーナーの開発 栃木銀行

104 2609110211 栃木県 株式会社エー・ジー・エム
少量・多品種・短納期で販促用品・キャラクターグッズを生産
販売

鹿沼相互信用金庫

105 2609110213 栃木県 日本金型材株式会社
厚物金型部品の高能率高精度加工の確立による納期の大幅
短縮事業

東和銀行

106 2609110214 栃木県 石澤デンタルクリ二ック
３Ｄ Ｘ－Ｒａｙ設備の導入による革新的な全身に関わる咬合再
構成治療の提供

鹿沼相互信用金庫

107 2609110215 栃木県 株式会社那須技研
レーザー加工機の稼働率向上と受注可能製品拡大のための
３次元非接触測定機導入

栃木銀行

108 2609110216 栃木県 有限会社増田製作所
サーボプレス機による金型内タップ加工の確立と高精度品へ
の取組み

東和銀行

109 2609110219 栃木県 寿工業株式会社
デザイン性の高い建築用化粧板の多品種小ロット生産技術の
確立

阿部守

110 2609110220 栃木県 有限会社那須金型製作所
アルミダイキャスト向け金型製作における職人技のマシニング
センタ化による生産プロセス革新

栃木銀行
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111 2609110225 栃木県 株式会社ダルマフーズ
介護食の個食化と多様化に伴うコスト削減と量産化による売
上増計画

大田原信用金庫

112 2609110227 栃木県 株式会社エヌ．イー．エス
最新クリーム半田印刷機導入により最先端製品基板の試作・
開発ラインの構築を実現

栃木銀行

113 2609110233 栃木県 日本文化伝承株式会社
「クールジャパン和装振興」に基づく高デザイン低価格着物の
製造・販売、並びに「日光ブランド戦略」による観光産業の振
興の取組み

栃木銀行

114 2609110234 栃木県 有限会社鈴木製作所
当社独自の幅広い加工技術を活かし、顧客要望に応え販路
拡大に繋げる

栃木銀行

115 2609110237 栃木県 株式会社エヌ・エステクニカル
究極のエコカー水素エンジン車水素供給部部品の安定生産
工法の確立

鹿沼相互信用金庫

116 2609110238 栃木県 株式会社玉吉製作所
レーザー溶接機導入による半導体製造装置向けステンレスや
アルミ難溶接加工技術の革新

静岡銀行

117 2609110240 栃木県 株式会社栃木鋼業
自社溶接技術・ノウハウと溶接ロボットとのベストミックスによ
る生産プロセス革新と 技能伝承による競争力強化。

栃木銀行

118 2609110244 栃木県 有限会社玉生石材センター
石英ガラス加工の収率改善および環境対応型の切断技術の
開発

那須信用組合

119 2609110247 栃木県 有限会社青柳目立加工所
顧客オリジナル丸鋸、設計、製作を内製化による短納期での
業績の拡大

鹿沼相互信用金庫

120 2609110251 栃木県 株式会社オートスナック
自動販売機による新しい広告媒体「フリーポン」のクラウド連携
機能構築による顧客価値向上

栃木銀行

121 2609110252 栃木県 株式会社武田マシンサービス
新規工法による生産能力の向上と高精度加工システムによる
顧客価値の最大化

足利小山信用金庫

122 2609110254 栃木県 株式会社伊澤技術研究所
歯車加工の高精度化を実現するための、ホブカッター加工精
度向上

足利銀行

123 2609110255 栃木県 有限会社廣田商店
園芸用土製造の際に発生する残土を、高付加価値商品として
生まれ変わらせる革新的製造ラインの確立

栃木銀行

124 2609110262 栃木県 株式会社澤本製作所
次世代省エネ窓用金型製作に関する生産工程の改善及び生
産体制の強化

足利銀行

125 2609110263 栃木県 株式会社ナカムラ
大物塗装ブース新設備のクリーンルーム化による高品質な製
品づくり

大平町商工会

126 2609110266 栃木県 江泉キルト株式会社
市場とメーカー、両方の要望に応えるマットレス用カバー地の
開発

足利小山信用金庫

127 2609110271 栃木県 株式会社井上製作所
“金型製造に対する習熟度大幅軽減による労働生産性の革新
的な改善”

佐野信用金庫

128 2609110272 栃木県 野田琺瑯株式会社
ホーロー角型容器の製造装置最適化及び生産コストの更なる
低下

足利銀行

129 2609110274 栃木県 有限会社丸山ダイカスト
ロボット産業用ダイカスト製品における内部欠陥削減の為の
技術開発

足利小山信用金庫

130 2609110275 栃木県 京浜精密工業株式会社 軽量・小型モータシフト装置の開発 三井住友銀行

131 2609110278 栃木県 有限会社間中金型製作所
加工プログラム技術向上及び新規加工機械導入による生産
効率向上・金型技術発展

足利銀行

132 2609110279 栃木県 クリエイトパックス株式会社
ＩＴ技術を活用した生産管理システムの開発と生産工程の稼働
率の向上

足利銀行

133 2609110281 栃木県 株式会社イングス
都市緑化・壁面緑化用専用培土の高品質化と生産力倍増に
よる事業拡大

栃木銀行

134 2609110287 栃木県 有限会社佐々木製作所 ハンドリングシステム導入による溶接工程のプロセス強化 栃木銀行

135 2609110288 栃木県 株式会社マツモトセイコー
航空宇宙・防衛用複雑形状部品の測定能力向上による高精
度加工実施体制の高度化

栃木銀行

136 2609110289 栃木県 株式会社須田
パレットの高品質化に応える熟練技能者を生かすロボットライ
ンの新設

足利銀行

137 2609110291 栃木県 杉田酒造株式会社
ラムサールふゆみずたんぼ米を原料とした、生酛造りによる
純米吟醸酒の製造

栃木信用金庫

138 2609110293 栃木県 山越木工房
成形合板技術の高度化による画期的な高品質スポーツ用品
の開発と生産体制の構築

栃木銀行
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139 2609110295 栃木県 有限会社金井研磨工業所 独自の発想により加工最適化等を実現する生産刷新計画 有限会社エスエス創造研究所

140 2609110296 栃木県 株式会社Ｊ・Ｐａｒｔｎｅｒｓ 新規製造ラインの構築と独自技術による新たな製品づくり 足利銀行

141 2609110298 栃木県 栃木県石灰工業協同組合 栃木県産ドロマイトを用いたマイエナイトの創製と応用 足利銀行

142 2609110302 栃木県 日本自動機工株式会社 複合プレーナー加工機のＮＣ化による納期短縮及び品質向上 松本英伸

143 2609110318 栃木県 株式会社成正プレジテック
高射出スピード鋳造機による高精度・薄肉化とトリム加工の自
動化から低価格化ダイカスト製品の量産化技術構築による売
上増の実現

栃木銀行

144 2609110319 栃木県 株式会社小沼製作所
プラスチック印刷品の生産性の向上、低コスト化を実現する印
刷加工工程の改善

大田原信用金庫

145 2609110322 栃木県 株式会社日東製作所
自動三次元測定機導入による作業工程時間短縮と医療分野
への飛躍を目指す。

栃木銀行

146 2609110323 栃木県 ふじせい工業株式会社
溶解工場における集塵、排気ダクトにおいて穴の開かないダ
クトを作る

栃木信用金庫

147 2609110329 栃木県 東京オイルアナリスト株式会社
業界初！非破壊検査（蛍光Ｘ線分析）手法を用いた油中異物
の定量分析による顧客満足度の向上

足利銀行

148 2609110332 栃木県 株式会社仲山商事
『訪日外国人向けＥＣサイトによるインバウンドビジネスの展開
並びに新物流システムの構築』

栃木銀行

149 2609110337 栃木県 有限会社那須バイオファーム
新規植物性乳酸菌を活用した『健康効果を有する米粉乳酸発
酵飲料』の開発

栃木銀行

150 2609110341 栃木県 有限会社味噌まんじゅう新井屋
県産小麦を使用し長年地元で愛される『みそまん』と新商品の
首都圏、全国拡販への挑戦

株式会社田中経営パートナー

151 2609110344 栃木県 菊の里酒造株式会社
海外市場を視野に入れた「低アルコール・発泡性純米酒」の開
発

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

152 2609110346 栃木県 有限会社佐藤精機 産業用ロボット向け高精密部品の量産化生産プロセスの革新 足利銀行

153 2609110352 栃木県 新興鉄骨工業株式会社
構造用鉄骨の加工精度の向上及び工程上の段取り改善によ
る生産性の向上

真岡信用組合

154 2609110353 栃木県 有限会社ウエタケ
デザイン性と機能性を両立させる革新的な縫製技術の効率化
と安定化

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

155 2609110356 栃木県 株式会社シトロン
天然甘味素材「ステビア」の有効活用で、添加物と糖類ゼロの
糖尿病患者向けヘルシースイーツの開発

足利小山信用金庫

156 2609110357 栃木県 株式会社ソフトシーデーシー
微細脳機能障害早期発見システムの開発による高齢者用健
康管理市場の獲得

栃木銀行

157 2609110358 栃木県 株式会社北研
液体種菌接種機の開発・導入によるきのこ種菌製造システム
の効率化

足利銀行

158 2609110359 栃木県 株式会社共立 湿式塗装ブースにおける循環水廃棄物分離装置の開発 税理士法人児玉税経

159 2609110360 栃木県 有限会社倉谷製帽所
誰もがデザイナーになって色々なオリジナルグッズを簡単に作
れるプリントサービスの提供

栃木銀行

160 2609110362 栃木県 日冷工業株式会社 鉄道用配管の生産プロセス改革 足利銀行

161 2609110363 栃木県 有限会社粂谷商店
ペレット造粒機導入による新製品製造体制の強化と農作業に
おける利便性拡大事業

鹿沼商工会議所

162 2609110364 栃木県 有限会社那須セラテック
ローテクとハイテクマシンの融合による国際競争力のある精密
加工

栃木銀行

163 2609110374 栃木県 株式会社エムビーエス 「ＷＤＭ」の革新的技術による光伝送装置の開発 栃木銀行


