
（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 3009110003 栃木県 有限会社東亜ダイカスト工業所 9060002036805
次世代自動車向け高精度ダイカスト品の３Ｄスキャナー型測
定機によるＱＣＤ向上

足利小山信用金庫

2 3009110005 栃木県 渡邉酒造株式会社 9060001013177 海外輸出を目的とした清酒用和紙ラベラーの導入 株式会社足利銀行

3 3009110001 栃木県 ならでわ株式会社 5060001026273 機械学習を利用した自動採寸機能の開発 株式会社栃木銀行

4 3009110007 栃木県 有限会社竹沢アルミ工業所 9060002020453
ＣＮＣ画像測定機導入によるアルミ部品加工の高精度検査
システムの確立

株式会社筑波銀行

5 3009110008 栃木県 杉田酒造株式会社 2060001014347
放冷工程の刷新による品評会金賞酒のさらなる競争力強化
と海外需要の取り込み

前田和宏

6 3009110009 栃木県 クウチャリズモ
最高のコーヒー豆＋研究の成果＋スーパー焙煎機＝最高
の焙煎豆を提供

株式会社栃木銀行

7 3009110010 栃木県 株式会社シンワモールド 6060001023162
最新ワイヤ放電加工機導入による、高精度かつ高効率な１
次加工技術の開発

株式会社東和銀行

9 3009120019 栃木県 ＴＯＡ株式会社 4060001025144
ニッチトップを目指すライン編成型多種少量生産プロセスの
構築

栃木県商工会連合会

10 3009120021 栃木県 平安実業株式会社 5060001009550
オイルレベルゲージプラスチック珠被覆加工工程の革新的
改善による生産性向上と受注拡大

株式会社栃木銀行

11 3009120025 栃木県 日本リークレス工業株式会社 8010401023343
耐熱材料プレス作業性改善のためのプレス油塗布に伴う脱
脂洗浄設備の導入

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

12 3009120026 栃木県 ヤマウチ株式会社 9120001150848 トップボードの取り出し工程の自動化による生産性の向上 鹿沼商工会議所

13 3009120027 栃木県 電波精器株式会社 1060001020503
生産性、品質向上を実現する自動化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

14 3009120028 栃木県 Ｊ．Ｗｏｒｋｓ
最新溶接機導入による手作業溶接の生産性向上と売上拡
大

小山商工会議所

15 3009120030 栃木県 吉田熱処理工業株式会社 9060001019356
人とロボットのシナジー効果で生産性向上を図り収益力向上
を実現

足利小山信用金庫

16 3009120035 栃木県 エスケイ産業株式会社 1060001028570
革新的複合加工機導入による高精度金属加工の実現及び
生産性改善

大田原信用金庫

17 3009120036 栃木県 よしデンタルクリニック
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入を活用した院内ラボ新設とインレー
の即日製作

株式会社足利銀行

18 3009120037 栃木県 株式会社クウカン 2060001028520
大規模修繕需要に資する通気用ダクトの生産能力拡大によ
る一貫生産体制の強化

株式会社エフアンドエム

19 3009120040 栃木県 株式会社オオハシ 1020001016819
難燃性ＥＶＡをリサイクル原料とした防振・防音・難燃性敷板
の開発

株式会社足利銀行

20 3009120041 栃木県 有限会社サンガレージ 8060002038075
新商品サンプル品の生産能力拡大と多品種小ロット・多サイ
ズ品の内製化

株式会社足利銀行

21 3009120042 栃木県 神和アルミ工業株式会社 4060001009329
アルミヒートシンク増産の為の新工場内品質検査システム構
築による生産性向上

株式会社足利銀行

22 3009120044 栃木県 有限会社落合製作所 2060002028098
マシニング加工の独自工法によるエンドミル破損防止と生産
性の向上

栃木信用金庫

23 3009120046 栃木県 横山工業株式会社 1020001005739
トケナイト材を使った自動車向けアルミ鋳物金型部品加工の
生産性革新

株式会社足利銀行

24 3009120047 栃木県 有限会社タイセイ光学 6060002024102
レンズ研磨皿製造の完全内製化による更なる品質安定・短
納期の実現

大田原信用金庫

25 3009120048 栃木県 有限会社大草鉄工建設 9060002002187
建設用Ｈ型鋼等の溶接工程自動化による大型化・短納期対
応計画

株式会社エフアンドエム

26 3009120049 栃木県 株式会社斎藤鉄筋工業 9060001020388
建設工期短縮に欠かせないプレキャスト用鉄筋の生産効率
改善計画

株式会社エフアンドエム

27 3009120051 栃木県 技研精機株式会社 8060001009894 自動車用生産設備の高精度加工の実現と工具開発 株式会社商工組合中央金庫

28 3009120052 栃木県 日本精管有限会社 5060002032444
光ファイバ端面研磨におけるＭＴコネクタ用研磨冶具の加工
技術の開発。

栃木信用金庫

29 3009120053 栃木県 有限会社さくら精機 9060002037885
マシニングセンタ導入による貼布医薬品製造機械の一貫生
産体制の構築

足利小山信用金庫

30 3009120056 栃木県 陽東紙業有限会社 3060002009411
高付加価値ハイブリット梱包資材の内製化と生産性向上プ
ロセスの実現

株式会社栃木銀行

31 3009120057 栃木県 おのざき歯科医院 ＣＴ機器活用によるカウンセリング主体型歯科治療法の確立 株式会社栃木銀行

32 3009120058 栃木県 サンプラスチック株式会社 5040001085115 自社の強みを更に伸ばす小ロット生産体制の強化計画 株式会社栃木銀行

33 3009120059 栃木県 オグラ金属株式会社 8060001018425
サーボプレス機導入による生産性向上と製品コスト削減によ
る付加価値の拡大

株式会社東和銀行

34 3009120060 栃木県 タツネ株式会社 2060001018851
生産工程の改善による輸入製品を寄せ付けないボディタオ
ルの開発

栃木県商工会連合会

35 3009120061 栃木県 株式会社勅使川原精麦所 9060001020801
栃木県初のもち麦開発品種「もち絹香」の生産体制確立と自
社ブランドによる加工販売

株式会社田中経営パートナー

36 3009120062 栃木県 株式会社タカミ技研 3010901007164
導体製造装置の競争力強化に資する高性能配線部品の生
産性向上

株式会社エフアンドエム

37 3009120064 栃木県 小平機械工業株式会社 4060001010410
無酸素銅加工技術を次世代へ！生産性向上のための抜本
的加工プロセスの構築

株式会社栃木銀行

38 3009120066 栃木県 株式会社ケーアイシー 8060001008161
天然ガス採取部品（土に還るネジキャップ）の試生産による
業績の向上

株式会社栃木銀行

39 3009120068 栃木県 有限会社茂呂自動車 8060002020999
車両稼働時間延長に貢献する『提案型地域最短整備』の実
現

株式会社栃木銀行

40 3009120069 栃木県 株式会社新和技研 2060001016772
変革期を迎えた自動車業界等のＦＡライン再構築・増設に資
する専用機の短納期化

株式会社エフアンドエム

41 3009120070 栃木県 有限会社泰平 8060002037911
ダブルレールシステムによる高生産性・高安全性な新加工ラ
インの構築

東京中央経営株式会社

42 3009120072 栃木県 株式会社アミノ 6060001008015
独自技術のオリジナル洋風せんべい専用量産ラインの構築
と販路拡大

株式会社田中経営パートナー

43 3009120077 栃木県 有限会社大幸製作所 7060002028829
鋼板加工工程の能力を増強し、生産性向上と受注拡大を実
現する。

株式会社足利銀行

44 3009120078 栃木県 真喜機械工業有限会社 5060002011258
ＡＩ知能化機械と汎用機械の融合による高効率な切削加工
方式への見直しと生産力強化

株式会社栃木銀行

45 3009120081 栃木県 日章機械株式会社 3013301009573
高速回転高速加工機械向けエアチャック装置の開発および
市場開拓

税理士法人仲田パートナーズ会計

46 3009120082 栃木県 村田発條株式会社 4060001004404
ばね製品の欠け自動選別装置導入による製品品質の向上
及び生産性の強化

株式会社商工組合中央金庫

47 3009120083 栃木県 安藤自動車工業有限会社 7060002000003
自動車板金塗装調色工程の自動化及び整備ライン改善に
よる生産性向上

烏山信用金庫

48 3009120084 栃木県 株式会社藤製作所 3060001016805
多工程プレス部品の順送プレス加工を可能とする設備投資
による収益向上計画

株式会社栃木銀行

49 3009120086 栃木県 有限会社瀬川製作所 1070002023875
受注率を革新する試作製作時間を極限化し勝取る営業強化
となる設備投資計画

株式会社足利銀行

50 3009120087 栃木県 株式会社マルサ 6060001004212
布帛とニットを組合わせた高付加価値な異素材製品による
競争力強化

川橋隆則
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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

51 3009120091 栃木県 株式会社カザミフーズ 9010001040151
真空置換技術を応用した調理冷凍食品の品質および生産
性向上を図った量産体制の構築

水上邦男

52 3009120092 栃木県 株式会社光和 5060001010401 リチウムイオン電池用の耐火シートの開発と量産体制確立 株式会社足利銀行

53 3009120093 栃木県 東都工業株式会社 4060001022728
航空機難削加工（析出硬化系ステンレス鋼）部品の革新的
生産体制の構築

株式会社商工組合中央金庫

54 3009120095 栃木県 株式会社黒子松屋 2060001010701
包あん機等の導入による工程改善と効率向上による生産性
の向上

鹿沼相互信用金庫

55 3009120096 栃木県 篠崎木工株式会社 9060001020396
木材表面の超仕上げ・微細彫刻加工技術の確立と廃材を活
用した木製小物の商品開発

株式会社足利銀行

56 3009120097 栃木県 パティスリーキスゲ
焼き菓子部門の増強による新たな顧客の創造と生産性の向
上

鹿沼相互信用金庫

57 3009120098 栃木県 タテノプラスチック株式会社 9060001018853 高品位着色エラストマーペレットによる新市場開拓 ダブル－ウィン・コンサルティング合同会社

58 3009120099 栃木県 株式会社静風 4060001009915
オリジナルカッティングマシン導入による「いちご菓子」生産
プロセス強化と国内外販路開拓

株式会社栃木銀行

59 3009120101 栃木県 株式会社ＮＥテック 6060002021636
連続５軸加工とチャッキング回数減少による最適な加工で超
高度な川下企業からの要求に応える

鹿沼相互信用金庫

60 3009120102 栃木県 有限会社剛建材 1060002003647
赤玉土焼成機導入により、高品質の園芸用土の生産と業績
の向上

鹿沼相互信用金庫

61 3009120103 栃木県 株式会社宇井精密製作所 8060001018350 国内初のプラスチック眼科医療用メスの開発・量産化 株式会社東和銀行

62 3009120105 栃木県 株式会社進恵技研 4060001018701
冷却水路の高精度加工技術の開発による最先端ホットプレ
ス金型への参入

株式会社足利銀行

63 3009120106 栃木県 株式会社オフィスエフエイ・コム 4060001014881
３Ｄプリンタを活用したロボットハンドナレッジデータベース・
試作システムの導入

株式会社群馬銀行

64 3009120109 栃木県 大生工業株式会社 4013301031205
革新的渦流探傷装置の開発導入によるローフィンチューブ
検査工程の完全自動化

成長戦略株式会社

65 3009120111 栃木県 鈴木鐵工株式会社 7060001017980
建設鉄骨における接着工法の安定施工のための部材加工
技術の開発

株式会社栃木銀行

66 3009120112 栃木県 株式会社城北工範製作所 2060001000140
高精度な、遠心分離機の回転軸における、短納期の対応と
低コスト化の実現による受注体制の充実強化。

株式会社栃木銀行

67 3009120113 栃木県 有限会社関口煙火工場 7060002034926
花火の伝統技術を守る新たな事業モデル実行のための生
産性の向上

株式会社足利銀行

68 3009120114 栃木県 株式会社雀宮産業 4060001005253
航空機部品の新工法導入による差別化と競争力強化の実
現

株式会社足利銀行

69 3009120115 栃木県 株式会社江連鐵工 7060001016727
働き方改革や五輪後の設備投資に向けた自動搬送機製作
の生産性向上

株式会社ビジネスリノベーション

70 3009120120 栃木県 株式会社青木製作所 8060001009886
自動車の塗膜の均一化に貢献するハイレベルな検査実施
体制の構築による生産性向上

株式会社足利銀行

71 3009120124 栃木県 大谷石産業株式会社 3060001006673
大谷石切削排水処理設備導入による循環式水処理と低コス
ト実現

株式会社商工組合中央金庫

72 3009120125 栃木県 株式会社ケイアンドケイ栃木 9060001017863 椎茸の周年出荷における出荷量の増加と平準化・高品質化 株式会社栃木銀行

73 3009120127 栃木県 関東紙管株式会社 4122001018146
紙管用のＮＣ２軸切断機導入による品質の安定と生産性の
向上

足利商工会議所

74 3009120133 栃木県 有限会社小野金型製作所 4060002026331
先端工作機械導入による難削材金型の高能率・高品位加工
の実現

株式会社栃木銀行

75 3009120136 栃木県 株式会社ｅ－ＦＬＥＸ 5010001124692
高精細フレキソ印版製造を実現する独自品質管理と最適化
技術の開発

株式会社商工組合中央金庫

76 3009120137 栃木県 有限会社阿久津鉄工 2060002014585
次世代型鉄骨製造オペレーションの創造と鉄骨供給遅れへ
の対応

株式会社栃木銀行

77 3009120138 栃木県 徳原工業株式会社 8060001010539
産業から介護・医療へ、高度化ベアリングの量産体制確立
によるロボット社会への貢献

株式会社足利銀行

78 3009120139 栃木県 株式会社環境管理研究所 8060001001199
世界初！石綿無害化・高付加価値リサイクル製品製造プロ
セスの開発

株式会社栃木銀行

79 3009120140 栃木県 株式会社内山製作所 2060001005750
鋳造物精密加工製品の生産性と品質向上を図る新生産方
式の構築

株式会社足利銀行

80 3009120141 栃木県
やまうち歯科小児歯科　親と子のデンタルクリ
ニック

歯科用全身麻酔器の導入による障がい患者への治療の革
新

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

81 3009120142 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786
四季醸造実現による年間を通しての高品質な純米大吟醸酒
の提供と生産体制の確立

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

82 3009120143 栃木県 株式会社竹沢精機 8060001016940 高精度リーマの超短納期体制の構築 栃木信用金庫

83 3009120148 栃木県 株式会社ハイエストＤＥＮＴＡＬ　ＣＥＲＡＭＩＣ 4060001024682
顎位を適切な位置に修正する全方位型バイトプレートの開
発事業

アイアンドアイ株式会社

84 3009120150 栃木県 株式会社コウセツプランニング 7060001005878 パイプ溶接加工における生産プロセスの革新 株式会社群馬銀行

85 3009120154 栃木県 株式会社ハヤシ皮革加工 7060001021388
レーザー加工機等の導入・活用による新製品試作開発等の
革新事業

株式会社東和銀行

86 3009120155 栃木県 株式会社田部井工業 1060001027176
建築鉄骨加工先進技術（鉄骨溶接ロボット）の導入によるコ
ストダウンと効率化及び品質の向上

株式会社群馬銀行

87 3009120159 栃木県 株式会社マルイテクノ 9060001013846
ＣＮＣ精密平面研削盤の導入と生産プロセスの改善による
生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

88 3009120162 栃木県 ロイヤルベリーズファーム有限会社 1060002023513
ワイン醸造の内製化と耕作放棄地を活用した新しい地域の
産業づくり

那須信用組合

89 3009120163 栃木県 株式会社山口製作所 6060001010656
ベンダーの導入と当社の技術を融合させた高精度の対応と
生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

90 3009120164 栃木県 有限会社遠藤製作所 4060002019681
バリ取りの自動化による生産プロセスの改善と生産性の向
上

鹿沼相互信用金庫

91 3009120165 栃木県 ＯＮ　ＪＡＰＡＮ有限会社 7060002012155
「宇都宮カクテル・アイスクリームＢＡＲ」の展開による新サー
ビス創出と地域活性化

株式会社栃木銀行

92 3009120167 栃木県 有限会社武田機工 1060002028826
レーザー溶接機導入による生産プロセス改善と生産性の向
上

小山商工会議所

93 3009120168 栃木県 日本自動機工株式会社 8030001006291
機械加工工程の生産効率化と品質向上による国際的競争
力強化

村岡滋

94 3009120170 栃木県 株式会社伊藤製作所 8060001025322
生産性プロセスの改善における設備導入による納期短縮、
品質向上と新技術開発

大田原信用金庫

95 3009120173 栃木県 株式会社奥田製作所 7060001010259
食品機械部品の多品種少量生産技術の高度化による受注
拡大

株式会社足利銀行

96 3009120174 栃木県 有限会社島田製作所 4060002036421
油圧部品の加工課題を解決する革新的な生産プロセスの構
築

株式会社足利銀行

97 3009120175 栃木県 小林酒造株式会社 6060001014228
吟醸酒に特化した省力型連続圧搾装置の導入による高品
質の安定化と生産強化による海外輸出

株式会社足利銀行

98 3009120177 栃木県 藤成測量株式会社 8060001016965
ドローン搭載型レーザーシステム導入による最新測量サー
ビス開発事業

栃木県商工会連合会

99 3009120180 栃木県 青和現代彫刻株式会社 2060001010767
航空機部品の輸送用冶具製造にかかる三次元測定器の導
入と生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

100 3009120181 栃木県 西堀酒造株式会社 9060001014588
効率的な充填機導入により革新的商品を開発し働き方改革
を実現する。

株式会社足利銀行
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101 3009120182 栃木県 有限会社近藤金型製作所 6060002003849
最新の型彫り放電加工機による高精度金型部品製作の短
納期化の実現

株式会社栃木銀行

102 3009120184 栃木県 モリ工芸
鹿沼組子建具のデザインに応じた複雑かつ高精度加工及
び短納期化への対応と多品種少量生産の実現

鹿沼相互信用金庫

103 3009120185 栃木県 有限会社麺工房かみおか 1060002039550
小麦粉から麺までの製造工程で麺に無理なストレスを掛け
ない技術の高度化

栃木信用金庫

104 3009120194 栃木県 有限会社福田工業 2060002015294
最新機と人の技術の融合で製造基盤力の強化と少数付加
価値生産体制の確立

株式会社足利銀行

105 3009120196 栃木県 株式会社ジェネックス 5060001028138
飲食店向け事前注文とウェアラブルデバイスによる業務支
援システムの試作開発

株式会社足利銀行

106 3009120201 栃木県 株式会社大信製作所 5010701005580 高精度カーボン部材の供給 株式会社足利銀行

107 3009120202 栃木県 栃木精工株式会社 6060001016496 高精度電気メス部品の生産性向上および安定供給 株式会社商工組合中央金庫

108 3009120203 栃木県 株式会社タカサゴ 6060001007875
新規設備導入による生産性向上と取引先の拡大及び技術
伝承

栃木信用金庫

109 3009120207 栃木県 有限会社齋藤製作所 9060002028471
溶接プロセスの効率化を実現する溶接仕上げロボットシステ
ムの構築

小山商工会議所

110 3009120208 栃木県 株式会社ａｄｔｏｗｎ 7060001012602
読者と広告主のニーズをマッチングするタウン誌ウェブサイ
トの構築

那須信用組合

111 3009120212 栃木県 株式会社ミツボシフーズ 8060001024002
製造工程の短縮化による量産体制の確立と食品の安全性・
品質の向上

大田原信用金庫

112 3009120214 栃木県 富士セイラ株式会社 4010701008460
多品種小ロットの高気密・防水ねじのロボットによるパッキン
の自動組込

株式会社商工組合中央金庫

113 3009120215 栃木県 株式会社Ａ・Ｂｅテクノ 4060002019450
高精度部品加工の実現の為の高精度３次元測定機器の導
入

株式会社足利銀行

114 3009120221 栃木県 有限会社佐々木製作所 1060002024420 大型建築部材加工を可能とする穴あけ加工機の導入 株式会社栃木銀行

115 3009120222 栃木県 株式会社バターのいとこ 1060001030948
農福観の連携で地域社会を変える「バターのいとこ」プロジェ
クト

大田原信用金庫

116 3009120225 栃木県 サニー精工株式会社 7060001016355
エンジニアリングプラスチックを用いた樹脂製箸の試作と生
産

株式会社栃木銀行

117 3009120226 栃木県 有限会社島田生麵 9060002039114
革新的な生麺製法技術によるインバウンド向けの生麺の開
発

栃木信用金庫

118 3009120227 栃木県 共和工業株式会社 7030001074447
共和のゴム魂を大型製品へ！大型プレス機導入による大型
成型品事業立ち上げ・成型時間短縮

合同会社レイディーバグ・ストラテジーズ

119 3009120228 栃木県 株式会社中商 4380001010353
リサイクル率向上のための梱包済みＯＡ古紙自動選別技術
革新事業

株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

120 3009120231 栃木県 株式会社エフエムティ 5060001025713
樹脂成形用試作金型の短納期に対応する加工プロセスの
開発

株式会社群馬銀行

121 3009120237 栃木県 三益工業株式会社 4010801011604 高精度深穴加工技術の確立による生産プロセスの改善 アマヤ・パートナーズ税理士法人

122 3009120238 栃木県 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 4060001027529
先進的な画像解析技術による航空機部品の検査作業の効
率向上及び検査員の負荷低減

株式会社足利銀行

123 3009120241 栃木県 惣誉酒造株式会社 9060001009745
生産性の向上と製造期間の延長による、「生酛シリーズ」の
増産と輸出拡大

税理士法人小滝会計

124 3009120242 栃木県 株式会社トーコー技研 1060001018910
高性能三次元測定器導入による品質向上と付加価値向上
の施策

株式会社常陽銀行

125 3009120243 栃木県 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 足利銘仙の新規格開発及び生産プロセス改善 株式会社栃木銀行

126 3009120244 栃木県 有限会社鈴木金型 3060002025409
地域唯一の精密金型工場として小物精密加工ニーズに応え
地場製造業を支え続ける

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

127 3009120245 栃木県 株式会社永旭工業 8060001007667
管資材加工における亜鉛除去・開先加工・溶接の自動化に
よる生産性向上

株式会社栃木銀行

128 3009120249 栃木県 有限会社菊地市郎商店 5060002022073
栃木県産小麦を使用した餃子皮の全国浸透のための包装
工程改善と生産性の向上

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

129 3009120250 栃木県 株式会社テラサキ 7060001012032
伐採工事のワンストップ化で売上拡大と顧客満足度向上と
環境保全を実現

株式会社足利銀行

130 3009120254 栃木県 片山酒造株式会社 6060001008394
日本酒商品のバリエーション拡大とオンデマンド販売システ
ム開発

日光商工会議所

131 3009120255 栃木県 有限会社黒潮鮨 6060002003403
中食産業への進出による顧客ニーズへの対応と高利益率
経営の実現

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

132 3009120257 栃木県 有限会社ヨコタ 7060002017757
地域と未来を守る情報漏えい遮断サービスの革新的プロセ
スの提供

真岡商工会議所


