
（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 2909210307 栃木県 電波精器株式会社 1060001020503
生産性、品質向上を実現する製造技術確立のためのサーキットブ
レーカー用バイメタルの試作開発

株式会社東和銀行

2 2909210310 栃木県 有限会社安塚化工 9060002033703
白物家電製品の変化するニーズに対応した透明射出成形製品の高度
化

株式会社群馬銀行

3 2909210312 栃木県 株式会社オカダＪＩＧ 7060001022130
立型マシニングセンター導入による内製化とそれを契機とした生産
工程の革新による生産力強化

株式会社栃木銀行

4 2909210317 栃木県 やまざき犬猫病院
ペットの健康寿命を伸ばす定期健康診断・漢方薬医療サービスの開
発

栃木県商工会連合会

5 2909210318 栃木県 有限会社インテリアソーマ 5060002023889 カーテン縫製工程の作業改善による飛躍的な生産性向上 大田原信用金庫

6 2909210319 栃木県 株式会社グルメコンガーズ 3060001025590
とちぎ県産果実ジャムをボール状に詰めた、日本初の商品「ｊａｍ
－ｂａｌｌ」の製造プロセスの効率化と商品化

株式会社足利銀行

7 2909210320 栃木県 株式会社グルメミートワールド 2060001008902 日本初の国内生産・安心安全・高品質な特殊ソーセージの開発 東京中央経営株式会社

8 2909210324 栃木県 株式会社オオハシ 1020001016819 車用の薄型・高剛性・高耐熱性である融雪ボード用樹脂板の開発 株式会社足利銀行

9 2909210325 栃木県 ヤマサン木材有限会社 3060002034756
パレット生産工程の効率化により、タイトな納期に対応し、生産性
の向上を図る。

栃木商工会議所

10 2909210329 栃木県 株式会社コープラ 8060001018573
インサート成形やヒンジ加工等の高難度成形を含む大型自動車グ
リップの開発

足利小山信用金庫

11 2909210331 栃木県 不二エムアンドシー株式会社 5020001071463
半導体製造装置部品（吸着先端部）の製造工程改善による競争力強
化計画

横浜信用金庫

12 2909210332 栃木県 天笠段ボール工業株式会社 4060001018206 梱包に関わる新たなサービスの開発 森正人

13 2909210334 栃木県 有限会社工房ヤマシタ 5060002024012 ＮＣルーターの導入による生産性の向上と取り扱い製品の拡充 白河信用金庫

14 2909210336 栃木県 有限会社誠進工業 7060002024051 レーザークリーナーによる安全できれいで作業しやすい足場づくり 大田原信用金庫

15 2909210338 栃木県 草津電機株式会社 5160001012783 産業機器向け高回転ブラシレスＤＣモータの開発 株式会社商工組合中央金庫

16 2909210339 栃木県 粕谷歯科医院
最先端ＣＴ技術を用いたインプラント治療の提供と不正歯列の予防
法の確立

株式会社足利銀行

17 2909210340 栃木県 株式会社アオヤマ建装 4060001000262
家具の製作技術を活用し、店舗什器製作の納期短縮と高度化を図
る。

株式会社足利銀行

18 2909210341 栃木県 関東農機株式会社 6060001014145 農業機械の部品生産プロセス改善によるコスト競争力の向上 株式会社足利銀行

19 2909210344 栃木県 株式会社壬生自動車学校 4060001017323 農業および測量向け専門ドローン操縦技術講習サービスの開発 株式会社足利銀行

20 2909210346 栃木県 株式会社城北工範製作所 2060001000140
高精度なＨＤＤ（ハードディスク）検査装置における、短納期の対
応と低コスト化の実現。

株式会社栃木銀行

21 2909210350 栃木県 有限会社小林食品 4060002003603 健康付加価値の高い新製品の開発及び生産性向上による販路拡大 株式会社足利銀行

22 2909210354 栃木県 晃南印刷株式会社 2060001010387 オリジナルデザイン応援グッズの半日即納サービス体制の構築 鹿沼商工会議所

23 2909210360 栃木県 杉田酒造株式会社 2060001014347
既存製品の生産力強化と純米にごり酒の新商品開発による海外販路
開拓

ダブル－ウィン・コンサルティング合同会社

24 2909210364 栃木県 有限会社那須挾範製作所 5060002024177 ＮＣフライス等の導入による生産プロセスの改善と社内体制の改革 株式会社足利銀行

25 2909210365 栃木県 株式会社一心舘 6060001009021 次世代型健康経営への挑戦と鬼怒川温泉モダン文化湯治 鹿沼相互信用金庫

26 2909210367 栃木県 株式会社トーコー 2060001008101 鉄骨溶接ロボットの導入による顧客へのサービス一貫体制の強化 那須信用組合

27 2909210368 栃木県 ラ・ムープロヴァンス 新型脱毛器の導入によるエステサービスメニューの戦略的な再構築 株式会社栃木銀行

28 2909210369 栃木県 日本文化伝承株式会社 9060001008961
獣害対策で駆除廃棄される鹿皮の資源化と、産地革使用・インバウ
ンドニーズ対応商品製作

株式会社栃木銀行

29 2909210371 栃木県 株式会社オフィスエフエイ・コム 4060001014881 ディープラーニング検査システムにおける自動学習システムの導入 株式会社群馬銀行

30 2909210373 栃木県 エスケミ株式会社 9060001027961
熱可塑性プラスチック廃材のマテリアルリサイクル率向上の為の新
装置導入計画

株式会社群馬銀行

31 2909210374 栃木県 ハッピー歯科クリニック
歯周病治療における診療効率の向上による、顧客満足と付加価値向
上の実現

株式会社エイチ・エーエル

32 2909210376 栃木県 有限会社小堀畳店 2060002017225
最新型ロボット導入でフローリング時代に対応できる高品質畳の製
造工程革新

真岡商工会議所

33 2909210377 栃木県 大栄建材株式会社 9060001011445
良質な天然骨材を生かしたユニバーサルデザイン時代の「新しい景
観資材」開発

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

34 2909210378 栃木県 有限会社神保栄三久商店 6060002015019
日光の１００年こうじ屋が作る‘新甘酒’の生産プロセス改善と革
新的サービスの提供、および地域観光への貢献

鹿沼相互信用金庫

35 2909210379 栃木県 株式会社鎌田スプリング 3030001002015
世界初！脊椎の側弯症手術における矯正器具の誤設置を防ぐ新たな
器具「ボールチッププローブ」の開発・製品化

さいたま商工会議所

36 2909210381 栃木県 有限会社トライ 6060002032360
「廃プラ」の再利用で地球を救う！そのための「大型破砕機」を導
入し、事業の一体的な整備を図る取組

栃木信用金庫

37 2909210382 栃木県 有限会社コパン 1060002021681
高齢者向けパンの開発と移動販売で、買い物弱者の支援と障害者の
職場拡大

宇都宮商工会議所

38 2909210385 栃木県 株式会社成光製作所 4060001002424 電気自動車のステア特性を追求した高精度ブッシュ部品の試作開発 株式会社コムラッドファームジャパン

39 2909210386 栃木県 株式会社Ｖａｉｎｑｕｅｕｒ 8060001023854 美容業務の自動化による生産性・労働環境向上と新市場の獲得 株式会社常陽銀行

40 2909210387 栃木県 有限会社愛和精密製作所 7060002012378
難削材高精度・異形切削加工における３次元ＣＡＤと３次元ＣＡＴ
の顧客データ連携による検査改革

株式会社渡辺経営コンサルティング

41 2909210389 栃木県 株式会社日昇堂 3060001008760 栃木県産の原材料を使用したラスクの開発で日本一を目指す。 鹿沼相互信用金庫

42 2909210392 栃木県 有限会社ヤマダ 1060002037645
移乗介護サポートロボットの量産と低コスト化を実現するための６
軸独立関節型溶接用ロボットの活用による生産性向上

株式会社群馬銀行

43 2909210395 栃木県 セキ工業株式会社 7060001012016
大型建造物に対応したドリルマシンの導入による、内製化の強化と
生産プロセスの改善。

株式会社栃木銀行

44 2909210402 栃木県 トアヴァルト有限会社 7060002000317
強いブランド力を生かしたインバウンド向け新商品「ＮＩＫＫＯ」
を軸とする革新的な洋菓子開発工程の確立

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

45 2909210406 栃木県 株式会社カトー 3060001001220
到来したＡＳＶ社会の要請に応え、カーリテールサポーターとして
高度な信頼を獲得する

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金　２次公募
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