
◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の２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６月２５日（木）から平成２７年８月５日（水）（電子申請について

は６日（木））までの期間、２次公募を行いましたところ、全国で１３，３５０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１３３件を採択することといたしました。 

なお、本補助金につきましては予算額に達しましたので、２次公募をもちまして申請を終了とします。 

 

● 平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金２次公募 採択案件一覧（１３３件）

（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 2609210384 栃木県 株式会社三ツ村製作所
当社の加工精度を「見える化」することによる新規顧客層
への展開

株式会社ディセンター

2 2609210385 栃木県 新栄食品株式会社
ＩＴ活用により食品製造プロセスにおける品質改善と競争
力強化計画

群馬銀行

3 2609210389 栃木県 有限会社オーランド印刷工房
大判、長尺印刷物の変形抜き加工処理をリアルタイムで
可能にする機械装置の開発

足利銀行

4 2609210391 栃木県 有限会社関東電熱
温度センサーに依存しない安全性の高い産業用ヒーター
の開発

栃木銀行

5 2609210393 栃木県 荒川技研株式会社
次世代自動車用プラスチック試作部品の短納期化に向け
た試作開発

栃木信用金庫

6 2609210394 栃木県 株式会社栗田製作所
ＣＮＣ横中ぐりフライス盤導入による効率化・高精度加工
技術の確立と生産プロセスの改善

栃木信用金庫

7 2609210396 栃木県 日本サンタック株式会社
高粘度流体の定量充填装置の開発による理美容市場へ
の販路拡大

足利銀行

8 2609210397 栃木県 株式会社外池酒造店 できたての新酒生酒を通年提供する酒造り 栃木銀行

9 2609210398 栃木県 株式会社オノプラント
ボーイング７７７Ｘ部品の受注獲得へ向けた生産体制の構
築

栃木銀行

10 2609210400 栃木県 佐瀬縫製
ＣＡＭ導入による熟練裁断士の技術承継と裁断技術の高
度化

足利銀行

11 2609210402 栃木県 有限会社瀬川製作所
ハイブリット車に搭載される冷却ユニット部品の切削加工
に関する技術高度化

群馬銀行

12 2609210403 栃木県 株式会社ソーセキ 高品質業務用プレミックスモルタルの製造 足利銀行

13 2609210404 栃木県 サンユニオン
自動車向け超精密プラスチック金型製作の生産プロセス
革新

栃木銀行

14 2609210408 栃木県 株式会社カザミ
ソース類の新たな市場を開拓するための技術開発とその
事業化

足利銀行

15 2609210411 栃木県 有限会社竹沢アルミ工業所 新素材アルミニウムの加工技術の確立 栃木銀行

16 2609210412 栃木県 株式会社竹内ハガネ商行 難削材の高速切断及び短納期化の実現 商工組合中央金庫

17 2609210413 栃木県 髙六商事株式会社
環境保全と異物混入防止を高精度で実現する革新的塗
膜剥離技術の実用化

朝日信用金庫

18 2609210415 栃木県 有限会社クイーン洋菓子店
洋菓子の高級ブランド確立とインターネット販売システム
構築

鹿沼相互信用金庫

19 2609210416 栃木県 東京フォ－ミング株式会社
多点式スポット溶接機の開発による生産性向上及び高品
質化

足利銀行

20 2609210417 栃木県 有限会社とん太ファミリー
乳酸菌発酵による熟成生ベーコン等の食品添加物無添
加製造技術の開発

真岡信用組合

21 2609210418 栃木県 有限会社前田額縁店
店舗向け装飾用モール材の複雑・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

22 2609210420 栃木県 有限会社タカヤマダイハード 精密模型向け超高精密金型製造技術の革新 株式会社サクシード

23 2609210421 栃木県 株式会社グリーンドリーム
栃木県産赤玉土を使ったオーダーメイド培養土の安定供
給体制の確立

筑波銀行

24 2609210422 栃木県 株式会社室井製作所
特殊車両製造技術を活用した高品質・低価格な介護用移
動式リフト装置の開発

栃木銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金

２次公募　採択案件一覧（全国５，８８１件、内栃木県１３３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

25 2609210431 栃木県 大和電器株式会社
検査工程の高精度化によるチャタリングを抑えたスイッチ
の試作品開発

足利銀行

26 2609210434 栃木県 有限会社戸崎製作所
建築資材製造部品の短納期化による震災復興速度向上
への寄与

石川税務会計事務所

27 2609210437 栃木県 中里建設株式会社
安心・安全な水道水の利用促進を図るための“新型水中
ロボット”を活用した 『配水池ロボット清掃工法』による革
新的サービスビジネスモデルの構築

群馬銀行
S・M・Aコンサルティング

28 2609210439 栃木県 関東エクストロン株式会社 ＰＥＥＫ＋カーボンナノチューブ樹脂素材丸棒成形 足利銀行

29 2609210444 栃木県 扶桑金属工業株式会社
複雑形状多工程曲げのリードタイム削減を実現するス
テップベンディング工法の確立

足利銀行

30 2609210448 栃木県 株式会社トーカイ・エム 高精度拡散レンズの安定供給および量産化の実現 商工組合中央金庫

31 2609210449 栃木県 株式会社相良酒造
清酒のノン・ストレス化実現の為の製造環境の改善と生
産性強化による販路拡大

佐野信用金庫

32 2609210453 栃木県 株式会社共伸
金属プレス金型製作における短納期化・低コスト化・金型
品質の向上

栃木銀行

33 2609210454 栃木県 トーアテック株式会社
コストパフォーマンスに優れた次世代Ｇ－ＳＨＯＣＫ向け時
計バンドの生産プロセスの確立

足利銀行

34 2609210455 栃木県 日光金属株式会社 砂型鋳造における模型新工法の確立 商工組合中央金庫

35 2609210456 栃木県 株式会社酒井製作所
ハード（横型マシニングセンタとＣＡＤＣＡＭ導入）とソフト
（経験とノウハウ）融合によるコスト削減と短納期の確立で
受注拡大を実現する

商工組合中央金庫

36 2609210457 栃木県 マルホ建設株式会社
建設工事における人、モノの管理を見える化することによ
る生産性の向上

ＣＲエステート株式会社

37 2609210461 栃木県 株式会社宣巧社
３Ｄルーターによる造形技術の高度化・納期短縮と新規事
業開発

東和銀行

38 2609210462 栃木県 昭和金型株式会社
家庭用燃料電池向け熱交換器部品の高精度・高品質金
型の生産対応力の強化

栃木銀行

39 2609210463 栃木県 株式会社雀宮産業
高機能ウォータージェット機による難削材特殊形状部品
の新技術生産工法の構築と収益拡大

栃木銀行

40 2609210466 栃木県 株式会社鹿沼ランチサービス
連続炊飯器等の導入による、作業環境の整備と生産プロ
セスの強化

鹿沼相互信用金庫

41 2609210468 栃木県 クックベッセル株式会社 高品質なグローバルデザインケトルの試作開発 足利銀行

42 2609210470 栃木県 株式会社トチセン
偏光特性に優れるサングラス用光学フィルタの新技術開
発と世界市場戦略展開

商工組合中央金庫

43 2609210471 栃木県 有限会社加藤精密
低スパッタ溶接ロボット導入及び治具開発により高品質、
高効率化、低コストの実現

足利銀行

44 2609210472 栃木県 有限会社橋本製作所
当社開発治具と大型マシニングの組合せにより、生産性
向上とコストダウンを実現する

栃木銀行

45 2609210473 栃木県 株式会社エヌゼットケイ 低温溶接ロボット導入による、特殊合金溶接の技術開発 商工組合中央金庫

46 2609210475 栃木県 株式会社イーストンテック
業界初の光学ガラス加工廃材を利用した大型カラーガラ
ス装飾品の開発

那須信用組合

47 2609210479 栃木県 有限会社ピーステックソフトウェア
電気工事店向け業務管理ソフトのモバイル化によるリア
ルタイム管理サービスの提供

栃木銀行

48 2609210482 栃木県 星野軽金属株式会社
自動車向けアルミ部品の製造・流通プロセス効率化のた
めのシステム導入

群馬銀行

49 2609210489 栃木県 株式会社伊藤製作所
産業用加工機器の内部部品の高精度化による検査シス
テムの導入

大田原信用金庫

50 2609210490 栃木県 有限会社若宮モールド
最新マシニングセンタ導入と加工技術高度化による社内
生産力の強化

佐野信用金庫



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

51 2609210492 栃木県 株式会社福島製作所
５軸マシニングセンターを活用した燃料電池車向け高圧
水素充填用カプラの加工技術の確立

栃木信用金庫

52 2609210494 栃木県 フォト・フレンズ
スマカフェによるスマホプリント文化の醸成と写真コミュニ
ケーション活性化

足利銀行

53 2609210496 栃木県 イトウ工業株式会社
医療分野の新市場開拓に向けた精密切削加工の高度化
と業務プロセスの強化

栃木銀行

54 2609210498 栃木県 タツネ株式会社
細密プリントの「柄崩れ」を 発生させない、製造システム
の確立

足利市坂西商工会

55 2609210501 栃木県 株式会社萩原鉄工所
高性能マシニングセンタ導入による次世代半導体検査装
置の構築への対応

鹿沼相互信用金庫

56 2609210502 栃木県 有限会社深澤製餡所
業界初！ 冷凍生あんの常温発送と工程削減を目指し
た、付加価値向上設備の構築

栃木銀行

57 2609210503 栃木県 有限会社岩上商店
業界初！大田原市特産の緑葉エキス（クロロゲン酸）入ウ
ド甘酒ストレート飲料「専用製造ライン」の新規構築

足利銀行

58 2609210504 栃木県 共和工業株式会社 医療用ゴム製品の高品質製造体制の確立 足利銀行

59 2609210505 栃木県 株式会社中商
広域クリーンセンター機能を補完するリサイクル原料サプ
ライチェーン革新事業

白河信用金庫

60 2609210506 栃木県 株式会社アミノ
革新的な専用ラインと乾燥工程構築による「第３の新食
感」せんべいの開発、量産化への挑戦

株式会社田中経営パートナー

61 2609210507 栃木県 イワクラホモゲン販売株式会社
サ高住向け住宅部材の増産に対応、ルータの増設による
生産力強化

有限会社エスエス創造研究所

62 2609210510 栃木県 株式会社城北スプリング製作所
押しバネ製造機と研磨機の自動化によるコストの削減と
グローバル展開

足利銀行

63 2609210511 栃木県 株式会社幸工芸
ＣＮＣ旋盤導入による「二重ロック機構伸縮鳶口」量産化
体制の構築

鹿沼相互信用金庫

64 2609210512 栃木県 村田発條株式会社 ばね端面研削機導入による生産プロセス強化 商工組合中央金庫

65 2609210513 栃木県 有限会社大幸製作所
長物（６ｍ）、高品質な曲げ部品を短納期で安く供給する
体制を作る

栃木銀行

66 2609210514 栃木県 有限会社ケーエスプランニング
コンクリート構造物に対する劣化調査の課題を解決する
新技術の実用化

栃木信用金庫

67 2609210515 栃木県 株式会社アサプラ
イギリスの名門プレミアティンパ二に装着する打膜部の制
作・設備

那珂川町商工会

68 2609210516 栃木県 株式会社光和
安全・安心な断熱材としての革新的シリカ繊維縫製品の
低コスト製造技術確立

足利銀行

69 2609210520 栃木県 ＭＩＮＡＴＯ株式会社
鉄道部品加工における、高精度・高効率生産体制の確立
及び新規販路拡大

足利銀行

70 2609210528 栃木県 有限会社増山成型
金型製造のトライ＆エラーの効率化によるリードタイムの
短縮

栃木信用金庫

71 2609210531 栃木県 有限会社橋本工業所
金属板金加工における機械化率を高めて競争力を高め
る計画

東和銀行

72 2609210532 栃木県 芳賀精密工業株式会社
工程削減と高品質化を目的とした半導体用樹脂塗布装置
の導入

有限会社エスエス創造研究所

73 2609210533 栃木県 株式会社増渕工業所
バリ取り機導入によるバリ取り工程改善及びソリ無し加工
技術確立による生産性向上

鹿沼相互信用金庫

74 2609210534 栃木県 有限会社山本鉄工所
次世代自動車用の高張力鋼板におけるプレス金型の最
適プロセスへの挑戦

群馬銀行

75 2609210535 栃木県 株式会社東栄工業 粉砕技術を活かした高利益・高品質ペレットの試作開発 株式会社ディセンター

76 2609210536 栃木県 株式会社ヘルシーフーズワタナベ
発酵の均一化による 高品質・高付加価値納豆製造と生
産効率の向上

栃木銀行



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

77 2609210537 栃木県 株式会社おおの

日本初の「任意後見信託ノート」および「納骨仏壇」と「礼
拝メモリアルシステム」による、 高齢者が安心してお金を
託し身上看護が受けられる“任意後見信託サービス”の
提供

筑波銀行

78 2609210547 栃木県 青源味噌株式会社
県産大豆と県産米を原料とした優れた香気と保存性を両
立させたプレミアム味噌の開発

足利銀行

79 2609210550 栃木県 有限会社セルモ 鏡筒加工における試作短納期化と高精度化 烏山信用金庫

80 2609210556 栃木県 株式会社島崎酒造
伝統の甘口地酒「東力士」の復権を図るためのポテンシャ
ルの高い独自の淡麗甘口酒の開発

烏山信用金庫

81 2609210559 栃木県 有限会社共和直線工業所
複雑形状補強筋の高精度高効率生産工法の確立により
新規補強筋市場を獲得する

栃木銀行

82 2609210561 栃木県 カセツリース株式会社
遊休建設資材の整備・再生技術および整備改修サービス
の開発

足利銀行

83 2609210562 栃木県 株式会社マロン
３Ｄ－ＣＡＤを利用した婦人礼服のイージーオーダーシス
テムの確立

ダブル－ウィン・コンサルティン
グ合同会社

84 2609210564 栃木県 星野工業株式会社
桧・杉間伐材（無垢材）を活用した屋内用キッズ空間の創
出

鹿沼相互信用金庫
株式会社ディセンター

85 2609210566 栃木県 日東産業株式会社
廃棄となる規格外の栃木県産野菜を用いた乳酸発酵ド
レッシングの試作開発と生産体制の構築

栃木銀行

86 2609210567 栃木県 有限会社笹谷鉄工所
大型部品の精密研削加工を活かし防災・インフラ関連事
業を強化する

足利銀行

87 2609210568 栃木県 株式会社トチバン トラック用サイレンサー（マフラー）の自動溶接機の開発 群馬銀行

88 2609210569 栃木県 有限会社大栄ドレス ＣＡＤ／ＣＡＭ導入で婦人服の生産性向上への取組み 足利銀行

89 2609210570 栃木県 森山産業株式会社
高品質ＬＥＤ照明の試験システムの構築による製品開発
期間の短縮

足利銀行

90 2609210572 栃木県 株式会社東京フード
青果物加工設備の新規導入による野菜・果実加工食品
の新規開発事業

佐野商工会議所

91 2609210573 栃木県 西堀酒造株式会社
海外輸出を視野に入れた長期輸送のための高付加価値
清酒の品質向上・安定性及び生産性強化

足利銀行

92 2609210574 栃木県 株式会社療食サービス
すべての方にやさしい「ユニバーサルデザインＷＥＢサイ
ト」の構築

足利銀行
菊地経営労務支援センター

93 2609210575 栃木県 有限会社中島製作所
ワンマシンの工程集約化による加工時間半減と短納期化
の実現

足利銀行

94 2609210577 栃木県 雷電テクノ株式会社
小河川の段差を利用する実用的な小水力発電装置の開
発

鹿沼相互信用金庫

95 2609210578 栃木県 株式会社中川文喜堂
価値観、生活スタイルの多様化に伴い、パーソナル化す
るユーザーに提供する文具の革新的サービス

宇都宮商工会議所

96 2609210579 栃木県 吉澤石灰工業株式会社
高純度炭酸カルシウムの生産能力強化と 微粒子品の開
発による市場獲得

群馬銀行

97 2609210582 栃木県 北條光学株式会社
内視鏡用光学レンズ製造工程の削減を目的とした革新的
な工程削減の実現

足利銀行

98 2609210588 栃木県 東興金属工業株式会社
難削材の切削加工技術の構築による製造コスト低減と高
付加価値化の追求

中ノ郷信用組合

99 2609210596 栃木県 有限会社大蔵産業
油圧用マニホールドブロックの精密加工技術の確立と生
産効率化による受注拡大の実現

栃木銀行

100 2609210599 栃木県 日本電子工学株式会社
要介護者、高齢者見守り及び安全対策を目的とした自己
発電型マットセンサーを製作し、安心・安全な住環境や介
護環境を作る開発事業

栃木信用金庫

101 2609210600 栃木県 有限会社鱒渕木工所
加工が困難な無垢材を用いた大型建具の製造体制を確
立する

鹿沼相互信用金庫



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

102 2609210601 栃木県 有限会社Ａｒｋｎｅｔ
生花のプリザーブドフラワー製作におけるコストダウン方
法の開発と種類の多様化による事業化

栃木銀行

103 2609210602 栃木県 柚木精機株式会社
複合加工機導入と刃具共通化で高度工程集約を実現し
受注強化を図る

足利銀行

104 2609210603 栃木県 株式会社エースモールド 高精度金型の革新的な低コスト化、短納期化 栃木銀行

105 2609210608 栃木県 株式会社プラモールド
外注依存体質脱却のための一体型グラファイトマスター
加工機導入による内製率の向上

群馬銀行

106 2609210609 栃木県 株式会社大張
大型ミキサー導入による培養土生産効率の向上と製品均
一化の実現

鹿沼商工会議所

107 2609210611 栃木県 とちぎ農業ネットワーク企業組合
特許植物性乳酸菌を利用した果樹・野菜ヨーグルトの開
発及び販売

足利銀行

108 2609210612 栃木県 有限会社坂本ニット
最新ＣＡＤシステム及び最新縫製機器導入による生産性
向上と多能工科の育成

栃木銀行

109 2609210613 栃木県 株式会社フジハン
チューブ・シート切断機開発・生産性向上を目的としたデ
ジタルマイクロスコープ導入

栃木銀行

110 2609210615 栃木県 モリ産業株式会社
国内初の「二条大麦ミックス粉」を用いた特定分野別用機
能性食品の開発と販売

埼玉りそな銀行

111 2609210617 栃木県 株式会社マルキョー フロテーション法などを用いた高品質ワインの試作開発 足利銀行

112 2609210619 栃木県 田渕工業株式会社
最新ベンダー加工機導入による大量生産と加工コスト削
減高度化事業

栃木信用金庫

113 2609210620 栃木県 株式会社伴製作所
高純度化を必要とする超精密部品加工の量産化に資す
る設備投資事業

有限会社エスエス創造研究所

114 2609210623 栃木県 髙塩技研工業株式会社 デジタル印刷機に対応した「フラットプレスマシン」の開発 足利銀行

115 2609210624 栃木県 株式会社松井酒造店
海外輸出向け特定名称酒の生酒の品質安定化と生産性
強化計画

鎌形公認会計士事務所

116 2609210628 栃木県 株式会社銅藤
人手不足対策として女性の力を最大限に活かした生産性
向上システムの構築

烏山信用金庫

117 2609210642 栃木県 金ごま本舗株式会社
自社運営国内工場におけるスーパーフーズ加工事業とそ
の開発及び販売

池田泉州銀行

118 2609210644 栃木県 株式会社ファウンテック
環境に配慮した、フッ化物を含有しないフラックスの開発・
製品化事業

百十四銀行

119 2609210645 栃木県 株式会社ケイエムシー
小規模の公益法人の業務効率化と標準化を支援する会
計クラウド事業の展開

足利銀行

120 2609210649 栃木県 有限会社マーサーズ
小型花束製造機の開発による低コストを実現した高品質
花束の製造販売

鹿沼商工会議所

121 2609210655 栃木県 氏家工業株式会社
建設用鉄骨製造工程における溶接自動化設備導入によ
る競争力強化計画

足利銀行

122 2609210657 栃木県 株式会社トーコー技研
増肉プレス成形法と切削加工を合わせた複合加工技術
の開発

常陽銀行

123 2609210659 栃木県 株式会社トラスティー
超精密・微細成形品の生産体制確立の為の機械装置・周
辺機器及び高精度検査装置の導入

足利銀行

124 2609210660 栃木県 鈴木鐵工株式会社
耐震補強向け長尺鉄骨部品の品質向上のための生産プ
ロセス革新

栃木銀行

125 2609210661 栃木県 マルダイ印刷有限会社
全国の顧客とつながる時空間０（ゼロ）のプリントサービス
の実現

株式会社高崎総合コンサルタ
ンツ

126 2609210662 栃木県 株式会社早川工業
自動車駆動系部品の塗装方法変更による生産性向上及
び低コスト化

足利銀行

127 2609210663 栃木県 敬友自動車株式会社
『レッカープロ集団』を目指し、新装置での救援新サービス
提供及び人材育成

栃木信用金庫



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

128 2609210664 栃木県 株式会社せんきん
世界を見据えた、海外輸出に向けた高品質な日本酒を目
指して

坂部達夫税理士事務所

129 2609210665 栃木県 テクノワールド株式会社 大型高精度製品の製造に対応する製造工程改革 足利銀行

130 2609210667 栃木県 パナプラス株式会社
感動！！新食感ミニトマト“つやぷるん” の通年生産供給
体制構築とブランド強化

栃木信用金庫

131 2609210673 栃木県 株式会社土谷龍治郎商店
介助車とクライアントが共に安全で快適に使える機能を
持った介助車の研究開発

足利銀行

132 2609210676 栃木県 有限会社スズキドレス
小規模・小ロットに対応した裁断サービスによる地域への
貢献

古橋会計事務所

133 2609210677 栃木県 株式会社ユー建築工房
接着剤充填木質（木）材内蔵鋼管ドリフトピン接合の開発
と実用化

足利小山信用金庫


