
 

◎平成２５年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の１次公募二次

締切分採択結果等について 

 

本事業については、平成２６年２月１７日（月）から平成２６年５月１４日（水）までの間、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。 

そこで、３月１５日（土）から５月１４日（水）までに応募がなされた案件を二次締切分として、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１０１件を採択することといたしました。 

 

● 平成２５年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」採択案件一覧

（１次公募二次締切分）（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 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

１ 2509120194 栃木県 株式会社三ツ村製作所
嵌合部成形技術の向上等による自動車部品
等製造の受注拡大

株式会社ディセンター

2 2509120195 栃木県 株式会社岩附製作所
独自仕様金型によるスプール加工の生産性
向上

株式会社ディセンター

3 2509120198 栃木県 有限会社新栄精機
高精度複雑形状品における多品種少量品・単
品の納期最短化実現および高品質化計画

烏山信用金庫

4 2509120200 栃木県 ウエサワワークス株式会社
小型マシニングセンタ導入による航空機チタ
ン部品加工の高能率化

栃木銀行

5 2509120201 栃木県 株式会社ヨコオテック
顧客ニーズによる異形状、高硬度な自動車、
家電向け部品の平面研磨工法を開発し提供
する

足利銀行

6 2509120204 栃木県 有限会社エム・ティー・エム
医療用コンタクトレンズ等微小光学素子の量
産化技術の確立

足利銀行

7 2509120216 栃木県 ヤマウチ株式会社
ユーザーのニーズに対応するための新たな
トップボードカット機の開発

鹿沼商工会議所

8 2509120219 栃木県 有限会社新栄精機
航空機部品の生産プロセスの技術的強化及
び工期の短縮化事業

足利銀行

9 2509120220 栃木県 株式会社めいじ屋
県産ひのき間伐材を使った健康で良質な睡眠
を提供する「すのこベッド」製造販売の強化

足利銀行

10 2509120224 栃木県 株式会社鎌田スプリング
人体模型素材としてこんにゃくを応用した医療
訓練モデルの商品開発

栃木銀行

11 2509120236 栃木県 株式会社トチセン
特殊化学処理による低電気抵抗・高電磁シー
ルドプラスチック膜の量産体制構築、及び新
事業のグローバル展開

商工組合中央金庫

12 2509120242 栃木県 株式会社テツカクリエート
航空機に用いられる繊維強化プラスチック（Ｆ
ＲＰ）部品の増産に伴う生産性の強化

足利銀行

13 2509120251 栃木県 有限会社明賀屋製作所
顧客からの需要増及び新技術・新分野への
展開に向けた超精密加工技術の向上

烏山信用金庫

山形銀行

小林会計事務所

15 2509120254 栃木県 株式会社ツール工房
医療用ドリルの高速バリ取り技術の確立によ
る製造コスト削減と増産体制の確立

足利銀行

16 2509120255 栃木県 有限会社サンドライ
最新情報通信技術を活用した信頼性の高い
クリーニング衣料品保管サービスの提供

栃木銀行

17 2509120258 栃木県 新和工業株式会社
長年の自社溶接技術・ノウハウを活かした溶
接ロボット導入による加工技術の向上および
生産性向上・競争力強化。

商工組合中央金庫

18 2509120263 栃木県 株式会社徳光
介護者の要望に対応する「オーダーメイドクッ
ション、ベッドクッション」の機能追求と検証体
制を構築する。

栃木銀行

19 2509120270 栃木県 ファクトリー有限会社
顧客ニーズをデータ化して顧客オリジナル
ニット製品を提供するためのシステム開発

東和銀行

20 2509120271 栃木県 藤岡ニューロング工業株式会社
顧客ニーズに応じた革新的自動包装機の生
産能力強化事業

足利銀行

足利銀行

税理士法人エム･エム･アイ

22 2509120274 栃木県 中興化成工業株式会社
ふっ素樹脂の延伸技術開発による多孔質
ふっ素樹脂チューブの製品化

足利銀行

23 2509120275 栃木県 株式会社石川化成
自動車の重要部品の軽量化を実現する樹脂
部品の量産化を目指す

有限会社エスエス創造研究所

24 2509120276 栃木県 有限会社櫛田エンジニア
高精度金型による２次加工レスプレス部品の
試作開発

足利小山信用金庫

21 2509120273 栃木県 株式会社伸光製作所
医療機器及び半導体設備市場でのシェア獲
得を目指すための磁気研磨による樹脂表面
及び内径の精密加工技術開発

１次公募二次締切　採択案件数（全国６，６９７件、内栃木県：１０１件）

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

14 2509120253 栃木県 株式会社アイディ
産学連携による安価な動画マンガ広告の事
業化
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25 2509120277 栃木県 株式会社真岡製作所
自動バリ取り装置の最適化による作業環境改
善と低コスト化の実現

常陽銀行

26 2509120278 栃木県 ＭＩＮＡＴＯ株式会社
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した航空機向成形
治具の加工技術の構築による新規市場の獲
得

栃木銀行

27 2509120280 栃木県 株式会社室井製作所
中古車にも取り付けられる低価格・高品質な
介護用車椅子昇降装置の試作開発

栃木銀行

28 2509120281 栃木県 株式会社高津製作所
自動計測機器を搭載した加工機で高精度、量
産を目指し、モノづくりの最先端を走る！

栃木銀行

29 2509120282 栃木県 株式会社カナメ
『新タテ葺き定尺カバー工法アール形状付き
改修用金属屋根材の開発』

税理士法人袖野会計

30 2509120285 栃木県 株式会社三森製作所
航空機用精密加工技術の開発および高精度
５軸加工機の導入による完成部品供給の実
現

株式会社田中経営パートナー

31 2509120290 栃木県
株式会社システムソリューションセン
ターとちぎ

求人企業が就活者にエントリーする、逆アプ
ローチ型の就職マッチングシステムの開発

フォーユー・コンサルティング上邑芳和

32 2509120291 栃木県 株式会社中村パーツ
油圧機器用バルブにおける切削加工技術の
開発と市場シェアアップ

足利小山信用金庫

33 2509120294 栃木県 興栄化成株式会社
粉粒体計量搬送投入装置導入による使用済
農業用ビニルのリサイクル作業効率改善

常陽銀行

34 2509120295 栃木県 株式会社すが野
高い消費者訴求力をもつ高品質漬物ごぼう製
品製造技術の開発

栃木銀行

35 2509120296 栃木県 有限会社廣田園芸
農作業の効率化を実現する低価格な軽量水
稲育苗培土の生産体制の構築

栃木銀行

36 2509120298 栃木県 有限会社粂谷商店
園芸用土の生産拡大とコストダウンのための
社内体制整備

鹿沼商工会議所

37 2509120299 栃木県 島清株式会社
天然素材「藍」の生物活性を応用したバイオ
病害虫駆除装置の開発販売

足利銀行

38 2509120300 栃木県 Ａ＆Ｋホーム建材株式会社
多様性のある新しいコンサバトリーの製作と
キット販売の事業化

足利銀行

39 2509120303 栃木県 那須土木株式会社
コンクリート維持補修の市場獲得を目指すた
め、革新的な技術の乾式吹付工法による事業
化

大田原商工会議所

足利銀行

税理士法人栃木総合経営

41 2509120305 栃木県 有限会社ウィンウィン
退職世代の高年齢者の活力を活かした地域
社会貢献型自動販売機ビジネスの展開

栃木銀行

42 2509120306 栃木県 株式会社アンシブル
モバイル電力計測ツールの商品化による省エ
ネ・エネルギー効率検証ビジネスの拡大と売
り上げ向上

栃木信用金庫

43 2509120307 栃木県 足利印刷株式会社
最新設備導入による生産プロセス改善で競争
力強化と企業組織を改革する戦略的展開事
業

東和銀行

44 2509120308 栃木県 有限会社オーランド印刷工房
静電気吸着シートの印刷サービスと革新的新
商品の試作、開発

足利銀行

45 2509120311 栃木県 株式会社オガタ・エスメック
研磨ブラシの開発により熟練工の技術標準化
と単一素材から複数用途材への多様化を促
進する

足利銀行

足利銀行

菊地経営労務支援センター

47 2509120313 栃木県 株式会社セキザワ
毛髪カウンセリング付きフルボ酸入りシャン
プー等の開発

税理士法人浜村会計

48 2509120314 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」の全国展開に向けた新たなシステムの開
発

鹿沼相互信用金庫

49 2509120315 栃木県 有限会社大幸製作所
太陽光発電設備の設置面積当たり最大の利
益額を生み出す最適架台の試作開発

栃木銀行

50 2509120316 栃木県 株式会社せんきん
現代の市場ニーズに合った『品質が高く、付
加価値が高い日本酒』を目指して。

坂部達夫税理士事務所

46 2509120312 栃木県 株式会社田中精螺
弱点である精密検査を克服し、客先に魅力あ
るパートナーとなる為に

40 2509120304 栃木県 有限会社泉田自動車販売
自社車検の導入による受注力強化と車検パッ
クサービスの提供による競争力強化
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51 2509120317 栃木県 株式会社計測技研 次世代低消費電力型地震計測装置の開発 栃木銀行

52 2509120318 栃木県 株式会社トキタ・ａｃ
ロコモティブシンロドーム対応、足裏矯正・足
指強化器具の開発

商工組合中央金庫

53 2509120319 栃木県 株式会社古賀
「切削・研削加工現場における品質のバラツ
キの見える化による革新的工程改善ソリュー
ションサービス」の開発

足利銀行

足利銀行

菊地経営労務支援センター

55 2509120323 栃木県 株式会社ニヘイ化成
赤ちゃんの衛生と親御様の気持ちに配慮した
安心安全なバイオマスプラスチックおもちゃの
高品質化と生産性の向上

石橋商工会

56 2509120330 栃木県 有限会社星野鉄工所
新規受注に対応するＮＣ立型旋盤導入による
経営力の向上

鹿沼相互信用金庫

57 2509120331 栃木県 錦正工業株式会社
発電プラント・医療検査機器向け超高精度薄
肉鋳物を実現する革新的砂型技術の研究開
発

足利銀行

58 2509120334 栃木県 有限会社坂本精密
高精度自動旋盤の設備投資による、ディーゼ
ルエンジン部品の高能率加工

鹿沼相互信用金庫

59 2509120336 栃木県 こいしや食品株式会社
バラエティ機能性食品「豆腐キューブ」等の開
発と製造・販売

栃木銀行

60 2509120337 栃木県 有限会社大垣金型製作所
コンパクトに折り畳み可能で、かつ、高強度な
プラスチック製ヘルメットの試作・開発

栃木銀行

61 2509120339 栃木県 有限会社川喜田製作所
受注増が見込める航空機部品の２４Ｈ無人加
工への挑戦

大平町商工会

62 2509120340 栃木県 株式会社オノプラント
航空機部品製造における「一貫加工外注方
式」による生産体制の確立

栃木銀行

63 2509120341 栃木県 モリ産業株式会社

当社の長年の製粉化技術・ノウハウである特
殊製粉化により、二条大麦の健康機能性向上
と食味改善とを両立させた、国内初の“二条
大麦ミックス粉”の開発と販売。

埼玉りそな銀行

64 2509120342 栃木県 有限会社永華
佐野名物「さのまる餃子」の販路獲得のため
の餃子製造技術の研究開発

栃木信用金庫

65 2509120345 栃木県 朝日分光株式会社
半導体用露光フィルターにおける非接触式精
密自動測定技術の開発

栃木銀行

66 2509120352 栃木県 有限会社ハネダ
最新複合ＣＮＣ旋盤導入による、高精度・工程
集約による生産体制の強化

栃木信用金庫

67 2509120353 栃木県 株式会社ベアルト
ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科技工物の設計・製作
及び、ミリングセンターの立ち上げ

昭和信用金庫

68 2509120354 栃木県 富士セイラ株式会社
超々ジュラルミンねじの圧造・転造加工の技
術開発及び設備投資

商工組合中央金庫

69 2509120355 栃木県 有限会社東光精機
複合旋削加工機及びＣＡＤ・ＣＡＭと従来汎用
技術を融合した高難度部品製造システムの構
築

烏山信用金庫

70 2509120357 栃木県 津久井産業株式会社
自動車関連表示タグ向けの加工精度の向上
からの短納期対応と、生産キャパシティの増
強

足利銀行

71 2509120360 栃木県 株式会社プレトライアル
熟練技術の数値化とロボット化による、アルゴ
ン溶接部品の生産性向上

日光商工会議所

72 2509120368 栃木県 ラファーム株式会社
すりおろしニンニクの受注型・社内一貫生産
体制の構築による市場拡大

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

73 2509120369 栃木県 有限会社高橋製作所
大型プレス機導入による切削加工を削減した
プレス加工品製作

菅沼優年税理士事務所

74 2509120370 栃木県 株式会社トライデント
３Ｄ画像データ解析とＣＡＤ／ＣＡＭ設計による
セラミック義歯製作工程の開発

足利銀行

75 2509120372 栃木県 栃木グランドホテル株式会社
地方都市における女性の社会進出に応じた、
地元食材を使用した地域住民参加型の革新
的な「外食と中食」の商品開発

株式会社ＵＩ支援コンサルティング

76 2509120374 栃木県 有限会社城南精機
産業用ロボット熱交換機部品の試作から量産
までの一貫生産体制の構築

栃木銀行

54 2509120322 栃木県 渡辺酒造株式会社
海外・大都市圏の消費者・市場ニーズへの迅
速対応可能な出荷体制の確立
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77 2509120375 栃木県 坂本産業株式会社
大型土嚢の作製作業を大幅に省力・合理化
する「携行型土嚢作製装置」の試作

栃木銀行

78 2509120379 栃木県 株式会社相良酒造
高付加価値な日本酒造りの為の製造環境の
飛躍的改善と生産性強化による販路拡大

税理士法人小滝会計

79 2509120380 栃木県 丸彦製菓株式会社
生産工程のデータ一元管理によるトレーサビ
リティーを確立し、安心・安全な米菓を国内お
よび世界に発信する計画

鹿沼相互信用金庫

80 2509120381 栃木県 株式会社マックス
海外向けカテーテル製品の微細加工技術開
発及びコストダウン・量産体制の構築

栃木信用金庫

81 2509120382 栃木県 有限会社栄進製作所
油圧回路バルブ部品における高精度・低コス
ト旋盤加工技術の開発

足利銀行

82 2509120385 栃木県 株式会社けっこう漬本舗
レトルト殺菌技術を活用した、「作りたての味
調理済ゆば」の開発

日光商工会議所

83 2509120386 栃木県 有限会社加藤鉄工
低価格・高品質な医療機器部品製造を可能と
する装置の試作・開発

足利小山信用金庫

84 2509120387 栃木県 株式会社ツカサ精密
顧客の製品の大型化、高品質化に対応する
設備投資による生産革新

有限会社エスエス創造研究所

85 2509120389 栃木県 日冷工業株式会社
低環境負荷で高い作業効率を実現する冷凍
サイクル配管の製造・洗浄工程の実現

税理士法人小滝会計

86 2509120391 栃木県 株式会社白相酒造
県産農産品及び機能性産品を活用した新製
品『食べるお酒』の開発

栃木銀行

87 2509120392 栃木県 村田発條株式会社
ＣＮＣコイリングマシン導入による生産プロセ
ス強化

商工組合中央金庫

88 2509120393 栃木県 株式会社城北工範製作所
フライホイール蓄電システムの軸と軸受の開
発

商工組合中央金庫

89 2509120395 栃木県 株式会社大信製作所
３Ｄ加工データ作成装置及び高機能マシニン
グセンター導入による燃料電池セパレータの
納期短縮と受注拡大

足利銀行

90 2509120396 栃木県 保泉工業株式会社
プレス金型の自動磨きを可能にするポリッシ
ングツール（磨き用ツーリング）の開発

東和銀行

91 2509120402 栃木県 株式会社三和電機
低速回転でも小型高出力の風力、水力発電
用多極発電機の開発及び事業化

公認会計士・税理士斎藤秀樹事務所

92 2509120403 栃木県 株式会社高橋製作所
難加工素材対応と高精度が求められている
自動車部品プレス金型の製作工程の改善。

足利小山信用金庫

93 2509120404 栃木県 株式会社渡辺佐平商店
観光客、外国人観光客及び地元客を対象にし
た生酒の通年商品化による売り上げ向上

鹿沼相互信用金庫

94 2509120406 栃木県 株式会社岩舟鉄工
切削加工技術の高度化事業による医療機器
分野への進出

栃木信用金庫

95 2509120407 栃木県 株式会社西野製作所
高級化粧品樹脂容器用溶着装置の確立と検
査自動化の試作開発

東和銀行

96 2509120408 栃木県 株式会社真岡新聞社
『折込媒体エリア内全戸配布システム「オール
ポスティングシステム」構築による地域雇用の
創出事業』

栃木銀行

97 2509120409 栃木県 有限会社小貫光学工業所
高透過性・高耐傷性示す新たな保護膜を量産
する為の装置の開発計画

栃木銀行

98 2509120410 栃木県 株式会社小林精工
特殊樹脂針開発のワイヤ放電加工機導入に
よる高精度化

栃木銀行

99 2509120414 栃木県 株式会社アール・ティー・シー
「医学教育用　触診シミュレータの開発」によ
る医療分野への参入

足利小山信用金庫

100 2509120415 栃木県 株式会社ポーラーズ研究所
環境保全型農業を行うための微生物資材及
び微生物配合肥料の開発

栃木信用金庫

101 2509120416 栃木県 やじま印刷株式会社
印刷業の国際標準規格であるＣＩＰ４を目指し
たワークフロー構築と特殊加工技術による生
産プロセスの革新

栃木銀行
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