
◎ 平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の採択結果等について 

 

本事業については、平成２８年１１月１４日（月）から平成２９年１月１７日（火）（電子申請：１

月１８日（水））までの期間において公募を行いましたところ、全国で１５，５４７件の応募がありま

した。 

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、当地域事務局では

以下のとおり１２２件を採択することといたしました。 

 

● 平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」採択案件一覧（ＰＤＦ形

式） 

 

 

【全国事務局】 

全国中小企業団体中央会 事業推進本部 ものづくり補助金事業部 

【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 

 

 



平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（全国：６，１５７件、内栃木県：１２２件）

（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2809110001 栃木県 株式会社アイ・ピー・エフ 3060001020212
高精度な成形機及びプリンターと熟練技術の融合による顧
客要求を満たした鉄道模型の実現

栃木銀行

2 2809110003 栃木県 株式会社コープラ 8060001018573
顧客ニーズに合致した耐熱・耐久性に優れたガラス樹脂強
化部品の開発と製造

足利小山信用金庫

3 2809110005 栃木県 堀田光学工業株式会社 5020001070168
グローバルな蛍石レンズ需要に向けた高難度レンズ加工プ
ロセスの高度化

川崎信用金庫

4 2809110007 栃木県 株式会社萩原鉄工所 1060001010578
新設備導入による食品加工機械部品の高精度・生産性倍
増計画

鹿沼相互信用金庫

5 2809110008 栃木県 株式会社トチセン 8060001018945
当社独自で開発した防曇機能に偏光特性を付加したフィル
ムの新技術開発と世界市場戦略の販売展開

商工組合中央金庫

6 2809110009 栃木県 加藤ブラシ工業株式会社 3060001001229
チャンネルブラシの高品質化と生産速度向上に向けた植毛
技術高度化への取り組み

足利銀行

7 2809110011 栃木県 有限会社味噌まんじゅう新井屋 4060002040118
大反響の「杜のマドレーヌ」製造自動化・量産化による国
内、インバウンド向け需要への対応と海外販売の挑戦

株式会社田中経営パートナー

8 2809110013 栃木県 紅葉製菓  
新たな焼菓子と３重包生菓子の新商品開発による販路開
拓で、顧客ニーズの満足度を向上させる。

足利市坂西商工会

9 2809110014 栃木県 タカ食品工業株式会社 5290001052998
カットバックフレーバー（回収香）を活用した新製品濃縮
ピューレの開発製造と販売

群馬銀行

10 2809110016 栃木県 株式会社タカミ技研 3010901007164
電子機器の神経「ハーネス」の細線化に寄与する実装技術
の高度化

株式会社エフアンドエム

11 2809110018 栃木県 東都工業株式会社 4060001022728
次世代旅客機Ａ３２０ｎｅｏエンジン部品の革新的生産体制
の構築

足利銀行

12 2809110021 栃木県 有限会社吉成印刷 9060002014315 全国初、手漉き和紙への大判カラー印刷システムの確立 烏山信用金庫

13 2809110023 栃木県 株式会社シンワモールド 6060001023162
革新的生産プロセス開発による、高精度・高耐久マスター
ゲージ実用化事業

東和銀行

14 2809110024 栃木県 ニューロング精機藤岡株式会社 2011801021090
半導体産業向け高性能シリコンウェハ－梱包機械構成部品
の高精度加工技術開発事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

15 2809110025 栃木県 金子樹脂  
高度精密部品の加工技術向上による防毒マスク等の世界
品質の製品を担う企業

足利市坂西商工会

16 2809110026 栃木県 株式会社中山鋼業 8060002018812
工場用大型防音壁の生産プロセス革新における生産対応
力強化

栃木銀行

17 2809110027 栃木県 株式会社カネコ金型 7060001020753
ヒール金型製造技術の向上による耐久性強化と作業時間
短縮の実現

足利銀行

18 2809110030 栃木県 大矢商事株式会社 8060001007956
ドライアイス加工における規格外品再利用と再接着軽減に
よる生産性向上事業

足利銀行

19 2809110031 栃木県 有限会社釜屋 4060002031793
ＩＴを利活用したプロセス改善による顧客感動サービスの提
供

つくば未来経営コンサルティン
グ事務所

20 2809110032 栃木県 関東ルーフ株式会社 5060001018064
先端技術（ＩｏＴ、機械学習など）を活用したスマート農業プ
ラットフォームの試作開発

足利銀行

21 2809110033 栃木県 有限会社加藤精密 1060002014776
多様な曲げ形状にフレキシブルに対応するハイブリッドベン
ディングシステムの構築

栃木銀行

22 2809110035 栃木県 株式会社横田鉄工 6060001019350
スマートフォン製造に使われる、カメラ組立てボンディング治
具の短納期化

東和銀行

23 2809110036 栃木県 有限会社那須金型製作所 9060002014100 ダブルモールド金型部品の６面研磨加工の生産性向上 栃木銀行

24 2809110038 栃木県 有限会社大垣金型製作所 4060002002175
金型製作⇒成形⇒試験データ提供までの総合サービスの
実現

栃木銀行

25 2809110039 栃木県 沼尾デンタルクリニック  高性能顕微鏡を用いた高精度歯科治療サービスの開発 日光商工会議所

26 2809110041 栃木県 久保田歯科医院  
最新ＣＴ装置の導入による難度の高い歯科疾患への治療
サービスの提供

足利銀行

27 2809110042 栃木県 有限会社高橋製作所 5060002015069
高性能ハイブリッド車エンジン部品の精密金型製造プロセ
スを革新する事業

足利銀行

28 2809110043 栃木県 アークテック株式会社 1060001017169
生産管理システム開発と新型曲げ加工機導入による航空
機部品の生産性向上

足利銀行

29 2809110050 栃木県 森川製作所  
自動車業界に進出し、新モデルエンジンのギア製造を受注
する

小山商工会議所

30 2809110052 栃木県 小野精密株式会社 9060001001066
新型マシニングセンタ導入によるエアリーク検査精度を飛躍
的に向上させる独自中子技術の確立

栃木銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

31 2809110054 栃木県 株式会社坪子熔接所 6060001011092
道路機械および航空機関連の重要機構・難加工部品の量
産と生産効率を実現する一貫生産体制の確立

足利銀行

32 2809110056 栃木県 株式会社キヨーワ 3060001001410
下請け脱却を目指した二次加工に向けた切断工程の生産
性改善

栃木銀行

33 2809110059 栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458
海外販路とインバウンド消費を目指す、日本初「熟成甘口
の生にごり酒」製造

足利銀行

34 2809110060 栃木県 神和アルミ工業株式会社 4060001009329 航空機用チタン材の効率的切断技術の開発実用化 足利銀行

35 2809110065 栃木県 株式会社蓼沼鉄工所 8060001018854 門形五面加工機による高精度化とリードタイム短縮の実現 足利銀行

36 2809110067 栃木県 株式会社みのり 3060001012093
ＰＯＳ分析システムの活用による農業生産資材の流通改
革。および顧客（農家）へのサービス向上を目指す

足利銀行

37 2809110068 栃木県 柳下技研株式会社 5030001046877
ＩＯＴ・ＡＩにより生産プロセスを改革し、顧客の生産拡大要請
に応える

足利銀行

38 2809110070 栃木県 株式会社栃電社 8060001016503 測定効率改善による生産性及び精度の向上 足利銀行

39 2809110071 栃木県 株式会社極東体育施設 2060001022639 砂入り人工芝等の撤去に伴うリサイクルの推進 会田哲治税理士事務所

40 2809110073 栃木県 株式会社刀川平和農園 2060001010511
園芸用土小袋製品の自動生産および包装技術開発による
販路拡大と海外展開への挑戦

鹿沼商工会議所

41 2809110075 栃木県 有限会社玉生石材センター 2060002016598
大型ガラス装飾品製造における加工精度改善と納期短縮
による輸出の拡大

足利銀行

42 2809110076 栃木県 村田発條株式会社 4060001004404
形状解析レーザー顕微鏡導入による圧縮コイルばねの耐
久性向上及び競争力強化

商工組合中央金庫

43 2809110080 栃木県 株式会社進恵技研 4060001018701
高精度三次元測定機導入による自動車ドア等の大型部品
用プレス金型への参入

商工組合中央金庫

44 2809110081 栃木県 有限会社高松製作所 5060002012512
３次元形状部品の高速、高精度加工プロセス実現による次
世代オートバイ部品、航空機部品の新規受注獲得

栃木銀行

45 2809110082 栃木県 日本テクスチャー株式会社 3060001019015
コントラクトスペース向けカーテン市場のニーズに対応し長
尺カーテンの縫製技術の高度化を図る

足利小山信用金庫

46 2809110083 栃木県 日本電子工学株式会社 9060001003459
建機・重機との接触事故防止を目的とした複眼カメラの画
像解析による人体検知及び、安全装置の開発事業

栃木信用金庫

47 2809110084 栃木県 株式会社小倉メリヤス製造所 3010601009923
ＣＡＤ・ＣＡＭ導入・連携による受注提案力強化と生産性向
上

朝日信用金庫

48 2809110085 栃木県 有限会社蓮見製作所 8060002037052
ＣＮＣ旋盤導入による高品質・低コストな輸送用車両ドア部
品の安定供給と増産への対応

栃木銀行

49 2809110090 栃木県 植木鋼材株式会社 4060001000717
鋼材卸売専門からの脱却！レーザ加工機導入による加工
事業拡大計画

栃木信用金庫

50 2809110097 栃木県 オグラ金属株式会社 8060001018425
多品種少量プレス部品の生産システムの改革、生産性向
上のための設備改善及び安全性の向上

東和銀行

51 2809110098 栃木県 遠藤食品株式会社 7060001020737
スパイラル洗浄機の導入を含めた電子制御ラインの構築に
よる、異物混入・クレームゼロ達成

足利銀行

52 2809110101 栃木県 福田土木造園株式会社 6060001003899
太陽光発電施設向け防草対策工事の新規受注拡大と生産
性の向上

栃木銀行

53 2809110102 栃木県 株式会社アサプラ 7060001008261 国産初の２Ｐｌｙドラムヘッドの量産化を実現する事業 栃木銀行

54 2809110103 栃木県 株式会社中島園 2060001003333
日本茶の新商品開発と新販売方法にて新規顧客の獲得と
顧客満足度の向上

足利銀行

55 2809110104 栃木県 サンケイ技研株式会社 4060001014270 ロボットシステムを利用した金属表面研磨技術の向上 常陽銀行

56 2809110105 栃木県 小林酒造株式会社 6060001014228
新規洗米機と高性能蒸米機のシステム導入による高品質、
高付加価値な吟醸酒の生産強化

足利銀行

57 2809110111 栃木県 那須工業株式会社 4060001008181
アルミダイカスト部品の成形精度向上による切削加工の削
減

足利銀行

58 2809110112 栃木県 菊地歯車株式会社 9060001018507
新歯車研削盤導入による歯車生産の加工精度向上、納期
短縮化の達成

商工組合中央金庫

59 2809110113 栃木県 株式会社城北工範製作所 2060001000140
磁気軸受部品製造における、低コスト化を実現する生産体
制の構築

足利銀行

60 2809110115 栃木県 新興鉄骨工業株式会社 1060001009579
溶接ロボット導入によるＱＣＤ最適化で付加価値額の最大
化を実現

真岡信用組合

61 2809110121 栃木県 株式会社アミノ 6060001008015
県産うるち米を使用し米余剰問題を解消する「グルテンフ
リーせんべい」の自社ブランド開発と全国・海外展開

足利銀行

62 2809110122 栃木県 有限会社卵明舎 9060002009728
栃木の養鶏・農業を日本全国へ発信する革新的六次化事
業。Ｍａｄｅｉｎ栃木．Ｊａｐａｎ．

鹿沼相互信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

63 2809110125 栃木県 有限会社久保田溶接工業所 1060002003317
高品質且つエコロジーな静電電着塗装システム導入による
付加価値向上

栃木銀行

64 2809110134 栃木県 関東プラント株式会社 7060001017205
最新ベンディングマシン導入による短納期化、生産性の向
上、品質の向上

栃木銀行

65 2809110140 栃木県 マルニ商事株式会社 4060001019229
業界初。インスタグラムやコーポレートアイデンティティのた
めのオリジナル額縁制作

若杉公認会計士事務所

66 2809110142 栃木県 株式会社マツモトセイコー 3060001013208
ＩｏＴ及びロボット技術を活用した次世代航空機向け部品の
生産性向上及び品質管理強化事業

大田原信用金庫

67 2809110143 栃木県 杉田酒造株式会社 2060001014347
持続的な金賞酒づくりに向けた、機械化促進による日本酒
供給体制の強化

若杉公認会計士事務所

68 2809110145 栃木県 ＴＯＡ株式会社 4060001025144
高精度金属性燃料フィルターの量産用生産技術獲得による
世界展開

佐野市あそ商工会

69 2809110149 栃木県 株式会社トチギテック 5060001027164
原子力燃料棒用部品の高精度、高効率生産体制の確立に
よる新規需要の取り込み

商工組合中央金庫

70 2809110152 栃木県 日本自動機工株式会社 8030001006291
機械加工工程の納期短縮・品質向上による国内外の治水・
利水業界への貢献

中小企業診断士松本英伸

71 2809110159 栃木県 株式会社ニヘイ化成 4060001015095
ウッドプラスチックによるおもちゃの試作開発と量産体制の
構築

石橋商工会

72 2809110160 栃木県 株式会社アータマ 1060001016716 医療用スポイトの歩留まり向上による加工の効率化 田名網税務会計事務所

73 2809110161 栃木県 有限会社瀧川鉄工所 7060002039231
小径曲げ加工の高精度化、エビ管の精度向上により各種プ
ラント設備の性能向上と短納期化に貢献する

栃木銀行

74 2809110165 栃木県 横尾精密工業株式会社 8060001010968
医療向け高度検査機器の部品における生産プロセスの革
新

関誠

75 2809110166 栃木県 金井染工株式会社 5060001018477
耐汗、耐光堅牢度の優れたスポーツ衣料、塩素殺菌消毒に
も変色しない介護衣料の量産体制の構築

商工組合中央金庫

76 2809110167 栃木県 宇都宮プラスチック工業株式会社 7060001000697
農業用資材等への進出と短納期・小ロットに対応した生産
プロセスの改善

鹿沼相互信用金庫

77 2809110168 栃木県 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 4060001027529
最新航空機エンジン部品量産工場のスマート化による生産
性向上

東京スター銀行

78 2809110169 栃木県 株式会社大和工業所 7060001012858
地域でオンリーワンの次世代建設業を創る溶接ロボットの
導入計画

那須信用組合

79 2809110171 栃木県 ＭＩＮＡＴＯ株式会社 9060001006874
５軸制御ＣＮＣ三次元測定機部品加工における、高精度、高
能率加工の実現により、増収益を図る

足利銀行

80 2809110174 栃木県 篠崎木工株式会社 9060001020396
自動投入ロボットとＩｏＴを導入した木材加工ライン構築によ
る生産性向上事業

足利銀行

81 2809110175 栃木県 株式会社星野アルミ建材 4060001011540
地域密着型高性能窓の安定供給と地域建築業者及び業界
活性化事業

栃木銀行

82 2809110183 栃木県 有限会社ダイソウ 5060002022412
専用ＰＯＳの導入によりプロ向け建築用金物販売で品質一
番真心一番店をつくる

栃木銀行

83 2809110184 栃木県 有限会社若菜製作所 8060002033118 産業機械用金属加工部品の特注品受注販売体制構築 栃木銀行

84 2809110185 栃木県 小里機材株式会社 9011801001524
新画像検査システムの導入により自動車用部品の『“０”Ｄｅ
ｆｅｃｔ（不良ゼロ）』を目指す

商工組合中央金庫

85 2809110186 栃木県 株式会社ササキ 4060001010880
ゴルフクラブのＯＥＭ生産における組み立てラインの高度化
及び生産体制の強化の実現

鹿沼相互信用金庫

86 2809110188 栃木県 株式会社エフエムティ 5060001025713 樹脂成形金型の加工技術の高度化 栃木銀行

87 2809110189 栃木県 有限会社星宮製作所 1060002037298
次世代自動車生産用冶工具製作における生産技術の高度
化

群馬銀行

88 2809110190 栃木県 富士セイラ株式会社 4010701008460 小ねじ用高速画像検査装置導入への設備投資 商工組合中央金庫

89 2809110195 栃木県 大生工業株式会社 4013301031205
世界初の親水撥油素材を用いた高効率水油分離フィルター
の量産ライン構築

成長戦略株式会社

90 2809110197 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786
アジア市場輸出に向けた新しい純米低アルコール原酒「ｓａｌ
ｓａ」の開発

株式会社ＵＩ志援コンサルティ
ング

91 2809110202 栃木県 有限会社武田機工 1060002028826 ＩｏＴ活用とロボットによる生産プロセス改善と生産性の向上 栃木銀行

92 2809110205 栃木県 株式会社山田鋳造所 2060001019924
ロストワックス法に対抗する砂型鋳造における微細化の挑
戦

足利小山信用金庫

93 2809110210 栃木県 株式会社三森製作所 9060001008144 航空機用３次元形状部品の高速高精度測定技術の革新 烏山信用金庫

94 2809110212 栃木県 株式会社火の魂カンパニー 7060001016140
安全装置を付加した自動製麺ラインの構築と栃木県産小麦
を使用した多加水麺の製造販売体制の確立

足利銀行
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95 2809110220 栃木県 森戸酒造株式会社 7060001013451
リンゴ酵母を用いた新タイプの純米酒の増産による国内外
への販路拡大

足利銀行

96 2809110226 栃木県 株式会社井上製作所 7060001020225
技術的課題解決と最新生産設備の導入による革新的生産
プロセスの構築

群馬銀行

97 2809110232 栃木県 日光金属株式会社 1060001013259 ＡＩ及びＩｏＴ技術を駆使した冷し金セット工程の自動化 足利銀行

98 2809110233 栃木県 株式会社野州たかむら 3060001009676
日本初のオリジナル・ロリポップマシン導入による、棒付き
キャンディ製造プロセスの革新と国内外の市場開拓

足利銀行

99 2809110234 栃木県 株式会社山中商会 6060001014657
新管理システム導入による、世界初ノンＶＯＣテープのグ
ローバル販売の強化

群馬銀行

100 2809110237 栃木県 株式会社那須クリエイト 9060001008284
自然エネルギーを活用した浄化槽でベトナムの水質改善を
図る事業

足利銀行

101 2809110238 栃木県 有限会社赤羽精密 2060002014560
高品質・短納期・低コスト化のためのＩｏＴ・ロボット・ＡＩ機器
の導入

商工組合中央金庫

102 2809110239 栃木県 タツネ株式会社 2060001018851 機能性ボディタオルの製造方法改善による品質の向上 足利市坂西商工会

103 2809110244 栃木県 青源味噌株式会社 8060001000218
新しい発酵方法で造る高機能米麹甘酒を業務用甘味素材
として国内外に展開する

足利銀行

104 2809110245 栃木県 株式会社大垣ダイカスト工業 4060002030572
航空機産業へ新展開を図る高品質低コスト加工の生産プロ
セス実現

足利小山信用金庫

105 2809110248 栃木県 有限会社アートセラミック 7060002000572
機会損失をなくし新たな市場獲得に向けたレーザー加工工
程の改善

足利銀行

106 2809110252 栃木県 有限会社島田製作所 4060002036421
ＩｏＴを活かした効率的で低コストな自動車部品生産システム
の構築

足利銀行

107 2809110256 栃木県 技研精機株式会社 8060001009894
独自工具開発と新導入マシニングセンタの切削環境の徹底
管理による超高精度量産技術の開発

商工組合中央金庫

108 2809110257 栃木県 株式会社恵伸精密 1060001023679 大型高精度部品受注獲得の為の体制構築 足利銀行

109 2809110259 栃木県 有限会社加藤鉄工 3060002035795
コストパフォーマンスに優れた超音波加工システムを開発し
セラミック加工分野への参入をめざす

足利小山信用金庫

110 2809110264 栃木県 株式会社オフィスエフエイ・コム 4060001014881 台車型産業用カメラと移動型協調ロボットを用いたＩｏＴ事業
オフィスマツナガ行政書士事
務所

111 2809110265 栃木県 栃木精工株式会社 6060001016496
高付加価値医療用注射針の生産性向上とＩоＴによる経営
革新

株式会社ディセンター

112 2809110268 栃木県 荒川技研株式会社 4060001017075 透明プラスチック部品の加工技術の高度化 栃木銀行

113 2809110269 栃木県 株式会社森製作所 9040001030067
ＩｏＴネットワークと金型自動交換ロボット付ベンダー導入に
よる高効率生産システムの構築

りそな銀行

114 2809110270 栃木県 有限会社中沢製麺 8060002032433
超多加水製法による栃木県産小麦１００％使用生麺製品の
開発・製造・販売事業

足利銀行

115 2809110272 栃木県 株式会社若山商店 9060001004713
新品種さつまいも「紅はるか」に血圧上昇抑制成分（γ－ア
ミノ酪酸）を含有した新商品と革新的製造工程の試作開発

足利銀行

116 2809110278 栃木県 有限会社ドライテック 1060002040087
万能強度試験機による軽量型アルミ手摺支柱注入材の開
発

佐野信用金庫

117 2809110280 栃木県 株式会社マーナ 5010601015531
自動接合機、裁断機導入による家庭内水周り清掃用品生
産工程の機械化

商工組合中央金庫

118 2809110286 栃木県 保泉工業株式会社 1060001019157 ＩｏＴ技術を活用したＣＦＲＰホットプレス成型金型の開発 東和銀行

119 2809110288 栃木県 有限会社藤原郁三陶房 2060002018223
ものづくり大賞優秀賞を受賞した「蛍硝子」を更にリサイクル
する新環境素材「ホタルジャリ」の量産体制の構築

栃木銀行

120 2809110290 栃木県 有限会社高橋製作所 7060002013038
細穴放電加工機導入による金型加工のリードタイム短縮と
コスト低減

菅沼税務会計事務所

121 2809110291 栃木県 株式会社シンワルブテック 3060001018751
製造業の重大事故を防ぐ「次世代型切削油」の多品種商品
開発

株式会社ＵＩ志援コンサルティ
ング

122 2809110297 栃木県 株式会社トーコー技研 1060001018910
燃料電池自動車部材用ステンレス薄板切削加工技術の開
発

常陽銀行
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