
 

◎ 平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」公募の採択結果等について 

 

本事業については、平成２８年２月５日（金）から４月１３日（水）（電子申請については１４日（木））

までの期間において公募を行いましたところ、全国で２４，０１１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１３８件を採択することといたしました。 

 

● 平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」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 



（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 2709110001 栃木県 株式会社サンテクノロジー 3060001010436
ボーイング７７７Ｘ：量産部品機械加工における高効率生産
の実現

鹿沼商工会議所

2 2709110007 栃木県 有限会社黒田プラスチック工業所 7060002036006
熟練技術と高精度樹脂成形機の融合による審美性の高い
食品用樹脂容器の開発

足利小山信用金庫

3 2709110013 栃木県 東都工業株式会社 4060001022728
次世代大型旅客機Ｂ７７７Ｘ部品の切削技術高度化と革新
的生産体制の構築

栃木銀行

4 2709110014 栃木県 株式会社かっぺ 6060001024573
時代が変わる！贈り物にスイーツのような甘さの高級品質
「トマト」を実現！

足利銀行

5 2709110018 栃木県 株式会社老田製作所 1060002017085 老朽機械設備の更新と生産性向上による売上拡大 足利銀行

6 2709110019 栃木県 北條光学株式会社 6060001013659
車載向けカメラモジュールに対する小口径異形カットレンズ
の技術開発

足利銀行

7 2709110022 栃木県 有限会社グリムファクトリー 2060002034286
樹脂に耐久性の高い多色塗装を行う技術の確立と新市場
への展開

栃木銀行

8 2709110028 栃木県 桑名商事株式会社 7060001009301
めっき技術を応用した超薄肉金属成形品の複雑な三次元
形状化への対応

栃木銀行

9 2709110032 栃木県 株式会社テクノスチールダイシン 7060001006851
鉄骨組み立てにおける信頼性向上のための治具による組
み立て工法の開発

足利銀行

10 2709110039 栃木県 Ｈａａｒ              
高濃度水素吸入マシンとＨＩＧＵＣＨＩ式ヘッドスパ導入によ
る独創的サービスの提供

栃木銀行

11 2709110042 栃木県 有限会社岩上商店 5060002025101
海外市場獲得に向けた乳酸菌入り甘酒「酵素ジュース」の
開発・量産化

足利銀行

12 2709110049 栃木県 有限会社瀧川鉄工所 7060002039231
内製化と加工能力を向上させ、短納期・精度向上を更に高
める

栃木銀行

13 2709110053 栃木県 株式会社深井製作所 2060001019107 下穴加工が不要で生産性の高い異材接合技術の開発 足利銀行

14 2709110055 栃木県 株式会社エスビーエル 3060001015880
事業用平屋建築の鉄骨構造体費用低減と工期短縮を実現
する工法の検証

小島和恵

15 2709110056 栃木県 有限会社ステップアップ 6060002039158
特許取得済　建設現場安全帯使用時横移動自由、低コスト
商品試作工場計画

栃木銀行

16 2709110058 栃木県 有限会社藤田製作所 3060002007852
自動車生産ライン用組立機械装置の高精度部品供給に向
けた加工技術の確立

栃木銀行

17 2709110059 栃木県 株式会社辻善兵衛商店 6060001009376
国内及び輸出需要に対応すべく特定名称酒の高品質・高
生産を目指した事業の取組

栃木銀行

18 2709110061 栃木県 田政砿業株式会社 8060001016420
石灰系複合材料の開発により、畜産業界の課題解決を目
指す

足利銀行

19 2709110068 栃木県 株式会社キヨーワ 3060001001410
特殊鉄骨対応の独自自動化ロボット導入に伴う生産性改
善計画

足利銀行

20 2709110070 栃木県 株式会社日本メディカル食研 7060001011091
高圧殺菌釜の導入による「しいたけ菌床」の品質向上とロ
ス率改善等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

21 2709110073 栃木県 株式会社トチアン 9060001021972 顧客ニーズに対応した素材供給から商品提供への新展開 栃木商工会議所

22 2709110074 栃木県 関口七宝株式会社 5060001010475
七宝焼きのデザインに応じた金型の複雑・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

23 2709110078 栃木県 関東農機株式会社 6060001014145
畑作農業用機械部品加工の生産プロセス改善による革新
的生産性向上

足利銀行

24 2709110079 栃木県 有限会社近藤製作所 1060002017226
鉄道模型用治具製造における生産プロセスを革新する事
業

栃木銀行

25 2709110080 栃木県 株式会社サカエオートサービス 9060001013581
栃木県北地域で車の修理・販売を含めた総合サービス型
レッカー事業による新規顧客の獲得

大田原商工会議所

26 2709110086 栃木県 株式会社コスモテック 2380001005099 重心移動で動く電動車椅子の開発 足利銀行

平成２７年度補正　ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（全国７，７２９件、内栃木県１３８件）
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27 2709110087 栃木県 有限会社林屋川魚店 8060002014150
うなぎの未利用部位である頭部を加工した新商品の開発と
事業化。

栃木銀行

28 2709110088 栃木県 株式会社ＴＡＮＯＩ 6060001010862
コンプレッサーホイール「インペラ」の削り出し加工技術の
確立

足利銀行

29 2709110094 栃木県 小貫プラスチック工業株式会社 2060001018430
プラスチック射出成型の工程改善及び原価低減による競争
力強化

東和銀行

30 2709110106 栃木県 株式会社エヌ・エステクニカル 8060001023061
自動車の重要保安部品の低コスト・短納期・高品質化を目
指した新しい生産工法の確立

鹿沼相互信用金庫

31 2709110107 栃木県 株式会社オオツ 9060001010273
保育・福祉施設・量産住宅向けデザインフラッシュドアの一
貫生産による生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

32 2709110110 栃木県 有限会社丸昭工業所 9060002020940
アルミ押出しロボットフレームの高速高精度加工技術の革
新

鹿沼相互信用金庫

33 2709110111 栃木県 株式会社小林縫製工業 2060001016343
ジャストタイム・ベストプロポーサル（社内ノウハウ効率活用
の提案型メーカー）

栃木信用金庫

34 2709110117 栃木県 大門デンタルラボラトリー              
噛み合わせ不安を解消可能にする、独自の歯科技工サー
ビスの提供

日光商工会議所

35 2709110118 栃木県 柳下技研株式会社 5030001046877
高精度部品加工の生産効率革新と試作品突発割込対応と
短納期の実現。

足利銀行

36 2709110124 栃木県 早川食品株式会社 1060001020577
生の国産野菜を使った高付加価値ソース製造の効率化と
品質安定化

佐野商工会議所

37 2709110130 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786
海外への販路拡大に向けた「生酛純米」の品質向上及び
量産化

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

38 2709110132 栃木県 ヨロズ鋼材株式会社 8060001015430
最新切断方式の導入及び社内生産体制の再構築による極
薄自動車鋼管の生産性大幅改善の実現

足利銀行

39 2709110134 栃木県 渡邉酒造株式会社 9060001013177
日本の発酵文化を世界に。ＴＰＰ加盟を見据えた高品質・
安全・低価格の日本酒の輸出。

足利銀行

40 2709110141 栃木県 株式会社アスワン 5010101004761
ワイヤーハーネスの端部処理技術の高度化による精密化
対応計画

多摩信用金庫

41 2709110142 栃木県 株式会社美野輪時計店 2060001010643 携帯検眼器の活用による買物弱者へのサービス提供 鹿沼相互信用金庫

42 2709110148 栃木県 株式会社奥田製作所 7060001010259
航空宇宙産業における大型アルミ鍛造素材の旋盤加工技
術の高度化

足利銀行

43 2709110150 栃木県 白石物産株式会社 3060001010444
工場併設雑貨店における「ものづくり工房」開設と「一点も
のサービス」提供による新しい顧客層の開拓

鹿沼相互信用金庫

44 2709110152 栃木県 荒川技研株式会社 4060001017075
次世代自動車用プラスチック試作部品製造における加工
工程の革新

足利銀行

45 2709110153 栃木県 株式会社ＴＳアグリ 3060001011211
野菜栽培ユニット開発によるイタリアンレストランのブラン
ディング計画

戸髙経営事務所

46 2709110154 栃木県 有限会社キダイ 8060002038364
木工鋸刃研磨工程の合理化による高精度化と短納期化に
よる競争力強化

足利銀行

47 2709110156 栃木県 有限会社伴工業 2060002020732 高剛性たて型マシニングを用いた、生産プロセスの改善 足利銀行

48 2709110157 栃木県 有限会社山崎産業 8060002039973
顧客の求める空間デザインを実現する３Ｄ機械加工技術の
構築

佐野信用金庫

49 2709110158 栃木県 三益工業株式会社 4010801011604
複雑形状を有する航空宇宙精密部品における三次元測定
の生産性高度化

アマヤ・パートナーズ税理士法人

50 2709110162 栃木県 有限会社エスティー技工 5060002018030
動脈瘤血管内治療用コイル形状決め治具製作の高精度化
と生産性向上

足利銀行

51 2709110165 栃木県 中山金属化工株式会社 1030001039612
アルミダイカスト複雑形状加工の内製化・高効率化による
総削り試作品の超短納期化・生産能力の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

52 2709110166 栃木県 株式会社成岐 2060001007755
障がい者等用駐車スペースの適正利用駐車管理システム
の開発と提供

栃木銀行

53 2709110167 栃木県 株式会社コダイラ 2060001010412
鋼板切断能力向上と製缶板金技術融合による受注範囲の
拡大と生産能力向上

鹿沼商工会議所

54 2709110168 栃木県 鹿野建設株式会社 3060001002111
車椅子利用者もその家族も満足する住まいづくり のアドバ
イスとその実現支援

株式会社ＵＩ志援コンサルティング
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55 2709110169 栃木県 有限会社茂原製作所 3060002009007
最新設備の導入と加工プログラムの新規作成技術を活用
した金型部品の受注増への対応

栃木銀行

56 2709110176 栃木県 株式会社ヒラタ 2060001005379
大型工作機械の劣化を大規模改修により是正、取引先の
増産計画に貢献する。

足利銀行

57 2709110178 栃木県 株式会社パウデック 7020001038576
低コストパワーデバイス用大口径窒化ガリウム成膜装置の
開発

足利銀行

58 2709110180 栃木県 有限会社米菓工房和 2060002011946
各地区の農協・生産者団体と共同開発したオリジナル米菓
で新たな市場の開拓と拡大を図る

栃木銀行

59 2709110184 栃木県 株式会社ツール工房 5060001015805
航空機・次世代自動車向けＣＦＲＰ－Ｔｉ材の高品質穴あけ
工具の生産体制確立

足利銀行

60 2709110193 栃木県 山さく建工株式会社 8060001014663
災害時に対応できる災害用井戸の普及による地域貢献活
動

栃木信用金庫

61 2709110197 栃木県 不二エムアンドシー株式会社 5020001071463
小型半導体、検査装置部品の高精度・短納期加工技術の
確立と高品質保証による受注の拡大

若杉公認会計士事務所

62 2709110201 栃木県 株式会社生晃 4060001010476
木工業界初ＱＲコードを活用したシステムキッチン自動一
貫生産システム確立による競争力の強化

株式会社田中経営パートナー

63 2709110207 栃木県 丸和産業有限会社 2060002022761 体験型カーレジャーパークの運営 東京中央経営株式会社

64 2709110208 栃木県 株式会社斎藤精機 5060001018626
最新横型マシニングセンター導入による実装機関連部品
の高品質・低コスト加工の実現

商工組合中央金庫

65 2709110210 栃木県 有限会社ワダノブテックス 8060002037754
新規デザイン性等を追求した 組み合わせテキスタイルの
試作開発

浅沼みらい税理士法人

66 2709110211 栃木県 株式会社田部井製作所 5060001018865
高張力鋼板用プレス金型におけるスパイラル切削加工方
法の開発

足利銀行

67 2709110212 栃木県 ヤマウチ株式会社 9120001150848
新たな注型機の開発による製紙用ポリウレタンロールの品
質の向上

鹿沼商工会議所

68 2709110213 栃木県 九十九精密              
ノウハウと設備の融合で難削材加工の高品質・短納期化を
図る事業

鹿沼相互信用金庫

69 2709110214 栃木県 田沢工業株式会社 3060001020889
ドロマイトクリンカー製造設備の更新とＩｏＴ化、見える化によ
る生産性向上・合理化計画

東和銀行

70 2709110215 栃木県 遠藤食品株式会社 7060001020737
生姜関連商品の海外輸出展開に資する独自測定技術を活
用した自動生産ラインの構築

足利銀行

71 2709110218 栃木県 株式会社進恵技研 4060001018701
自動車の開発期間短縮を実現する大型部品対応フロント
ローディングシステムの開発

足利銀行

72 2709110222 栃木県 株式会社オオハシ 1020001016819
２軸押出機による架橋ポリエチレンの可塑化及び高剛性敷
板の開発

横浜信用金庫

73 2709110232 栃木県 株式会社テツカクリエート 1060001002889
大型オートクレーブ導入における航空機複合材部品の硬
化工程効率化により納期短縮と生産能力増大の実現

足利銀行

74 2709110236 栃木県 有限会社愛和精密製作所 7060002012378
燃料電池車部品の難削材切削加工のための ＣＮＣ旋盤導
入と加工技術の開発

株式会社渡辺経営コンサルティン
グ

75 2709110237 栃木県 有限会社黒磯製作所 9060002022136
急速冷却機構付き高性能モールド製造に必要な精密深穴
加工技術開発事業

野崎仁鋼税理士事務所

76 2709110238 栃木県 岩崎編織株式会社 8060001018334
縁部の縫製が不要でデザイン性に優れる高機能伸縮性経
編地の試作開発

足利銀行

77 2709110239 栃木県 有限会社東邦製作所 9060002036821
新規受注およびホットランナー成形技術の 改良に向けた
高性能電動射出成形機の導入

足利銀行

78 2709110241 栃木県 株式会社サンワールド 3060003001391 サードウェーブコーヒー焙煎機導入による新たな事業展開 栃木銀行

79 2709110246 栃木県 林工業株式会社 3010801009855
「メンテホール」組立工程自働化による生産性及び品質の
向上

芝信用金庫

80 2709110251 栃木県 守谷輸送機工業株式会社 8020001010674
特殊エレベーターのトップシェアの地位を不動にする増産
化体制の確立

横浜銀行

81 2709110252 栃木県 オグラ金属株式会社 8060001018425 異径丸棒材の自動マルチシリーズスポット溶接機の開発 東和銀行

82 2709110255 栃木県 株式会社環境生物化学研究所 2060001008043
地域課題の解決に貢献する伐採竹材等バイオマスの高度
利用化実現事業

栃木銀行
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83 2709110256 栃木県 株式会社竹中 1010801006953
コンタミ・異物なしの超高精度穴加工技術の確立による競
争力強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

84 2709110260 栃木県 株式会社太田エレクトロニクス 6060001020275
マイクロ波照射システムによる滅菌や加熱装置の開発と自
社ブランド製品の構築

足利銀行

85 2709110261 栃木県 トリプルアール工業株式会社 4011801010604
エレメント巻取専用機への新機能開発による 新商品開発
及び新市場開拓

足利銀行

86 2709110265 栃木県 株式会社石川製作所 7060001000482
重量物切削加工の高効率化を図り生産計画に準じた加工
と精度向上を図る。

税理士松井由和

87 2709110266 栃木県 株式会社ＳＴＭ 7060001022221
金型を通じて世界の自動車に装備される製品づくりを目指
すため、精度向上を図る。

足利銀行

88 2709110268 栃木県 川島製作所              
発電所用水密扉部品等の高表面粗さ技術の見える化と安
定供給体制構築

足利銀行

89 2709110275 栃木県 有限会社鈴木病理細胞研究所 6060002025414
液状化検体細胞診の導入による子宮頸がん検診の検査方
法の改良。

白河信用金庫

90 2709110278 栃木県 有限会社興伸製作所 8060002000175
新素材水道継手の発熱低減工法を開発し品質向上と生産
能力増大の実現

足利銀行

91 2709110281 栃木県 株式会社クシコ 1060001018539
大型精密平面研削盤での効率アップと金型社内一貫生産
実施

群馬銀行

92 2709110293 栃木県 日本電子工学株式会社 9060001003459
作業の安心・安全を目的とした３６０度カメラアラウンド
ビューシステム

栃木信用金庫

93 2709110296 栃木県 関東工業株式会社 9060001016997 自動車産業向けラジエ－タ部品における油洗浄の効率化 佐野商工会議所

94 2709110299 栃木県 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 4060001027529
次世代航空機エンジン用タービンブレード量産ラインの生
産性向上

商工組合中央金庫

95 2709110302 栃木県 朝日染色株式会社 7010601008302
染料配合レサイプ作成の自動化による多色プリント加工の
短納期・低コスト化

商工組合中央金庫

96 2709110306 栃木県 宇都宮酒造株式会社 6060001000657
品質と安全性を担保した高品質清酒の安定出荷による海
外市場への積極的展開

栃木銀行

97 2709110307 栃木県 ホワスト              
業務内製化とスピード向上により実現する、写真お届け
サービスの展開

野木町商工会

98 2709110309 栃木県 株式会社荻野機械製作所 2060001018422
複合加工機導入による工作機械メーカーの特殊部品の高
精度・低コスト加工の実現

商工組合中央金庫

99 2709110310 栃木県 株式会社静風 4060001009915
日本初、「とちおとめ」そのままの「手づくりフリーズドライい
ちごチョコ」の試作開発

栃木銀行

100 2709110311 栃木県 有限会社ＫＡＮＥＨＯＮ 2060002011896
天然ゼオライト成分を活用した建材製造の為の大谷石粉
体製造事業

鹿沼相互信用金庫

101 2709110313 栃木県 平石化成品工業株式会社 4060001003793
新型ＮＣ裁断機導入による日本が持つ独自技術の継承と
周辺事業への進出

栃木銀行

102 2709110315 栃木県 英工業株式会社 4060001009790
マンション用システム収納ボックスと扉の製造一元化による
顧客満足向上と売上拡大

足利銀行

103 2709110318 栃木県 有限会社共和直線工業所 6060002025265
高品質補強筋売上拡大の為、一気通貫生産体制と品質管
理体制・データの見える化を確立する。

栃木銀行

104 2709110320 栃木県 宇津救命丸株式会社 3010001011323 医薬品丸剤技術を応用した健康食品開発と販売。 足利銀行

105 2709110324 栃木県 ムロオカ産業株式会社 2060001019271
ブロー成形エアスポイラーの自動バリ取り・表面 仕上げ装
置による量産体制の確立

足利小山信用金庫

106 2709110326 栃木県 有限会社大向金型製作所 1060002019800 高性能ＣＡＭソフト導入による精度向上と短納期の実現 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

107 2709110331 栃木県 惣誉酒造株式会社 9060001009745
米国で販売量が増えている熟成した「生酛仕込　特別純
米」の増産

税理士法人小滝会計

108 2709110334 栃木県 針谷乳業株式会社 3060001003704
『乳糖分解技術と３種の乳酸菌を用いた高付加価値「とち
おとめフローズンヨーグルト」の製造』

栃木銀行

109 2709110335 栃木県 株式会社ショウナン 9060001022806
新型皮むき機導入によるカットごぼう加工工程の歩留まり
改善

足利銀行

110 2709110338 栃木県 マルエス              医療廃棄物用ステップオンホルダーの顧客へ安定供給 足利小山信用金庫
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111 2709110342 栃木県 株式会社大熊製作所 2030001074022
最新型レーザー加工機とＩｏＴ技術導入による板金製品製
造工程の生産性向上事業

足利銀行

112 2709110343 栃木県 株式会社勅使川原精麦所 9060001020801
グラノーラ商品の需要増大に応える高度な 「えん麦」選別
加工の自動生産技術開発

株式会社田中経営パートナー

113 2709110344 栃木県 有限会社稲垣工業 5060002021934 分割式高層隔て板・ビスの見えない公営用隔て板の開発 足利銀行

114 2709110346 栃木県 有限会社エフ・エフ・ヒライデ 9060002010280
高度環境制御による高品質・省コスト・エコロジー型ユリ切
り花生産

栃木銀行

115 2709110348 栃木県 株式会社アムシス 4060001022620
地域産業・航空業界発展の為 モバイル三次元測定機導入
により精度ＵＰ効率ＵＰ計画

栃木信用金庫

116 2709110349 栃木県 株式会社アイ・シイ・エス 1021001023937
検査工程の革新的効率化による複写機用部品の増産・コ
スト低減及び売上拡大

足利銀行

117 2709110353 栃木県 株式会社日光食品 9060001013788
日本初「豆乳たまごサラダ」開発でヘルシー＆簡単惣菜の
新規展開

足利銀行

118 2709110357 栃木県 宮本工業株式会社 6010001030279
超静粛性・防振性を実現する 次世代型自動車ステアリン
グ部品の開発

飯塚素行税理士事務所

119 2709110361 栃木県 有限会社いろどり 2060002036514
織物捺染加工において従来技術と複合した高度な技術で
高付加価値商品作りを可能にし、収益向上を目指す。

足利小山信用金庫

120 2709110371 栃木県 有限会社裕寿司会館 9060002020767
店舗内厨房調理場改修に伴う、生産性、サービス向上プロ
セスへの取組み改善

鹿沼相互信用金庫

121 2709110374 栃木県 有限会社ヤマダ 1060002037645
高速・高精度の金属曲げ加工機（ハイブリッド・ベンディング
マシン）導入による高度な生産性向上

商工組合中央金庫

122 2709110377 栃木県 株式会社大栄開発 5060001012422
木質チップ燃焼バーナーを用いた高温熱風式焼成赤玉土
造粒生産設備の導入

那須塩原市商工会

123 2709110380 栃木県 島浪捺染有限会社 7060002036427
インクジェットプリントにおける前処理機の導入・開発による
前処理工程の自動化

足利小山信用金庫

124 2709110385 栃木県 ヨシ電子株式会社 8060001006132
最新鋭レーザー加工機の導入による生産性の向上並びに
受注体制の充実強化事業

栃木銀行

125 2709110402 栃木県 株式会社野州たかむら 3060001009676
「べっこう飴」製造プロセスの強化による生産性・品質の向
上と国内外の販路拡大

足利銀行

126 2709110404 栃木県 日本システム化研株式会社 9060001020990
都市に設置可能な処理能力１トン／日以上の 「都市型生
ごみ堆肥化装置」の試作機の製作

佐野商工会議所

127 2709110405 栃木県 有限会社アイ・ケー・イー 8060002000514
鉄道インフラ用部品の加工工程革新と画期的な工法開発
の実現

烏山信用金庫

128 2709110409 栃木県 技研精機株式会社 8060001009894
スマートフォン向け有機ＥＬディスプレイに不可欠な高精細
液晶露光装置部品の品質管理強化

若杉公認会計士事務所

129 2709110415 栃木県 エーシーエム栃木株式会社 2060001005949 複合材料受入検査体制の構築による新規顧客の開拓 足利銀行

130 2709110416 栃木県 有限会社菜匠 6060002030125
日本でただ一台しか無い「最新型包装機」と、特殊資材の
「クラフ（不織布）」を併せて導入し、「柑橘類」を年間を通し
てパックする業務の構築

常陽銀行

131 2709110419 栃木県 株式会社鎌田スプリング 3030001002015
カテーテルの補助具であるダイレーター製造に伴う生産効
率の向上

さいたま商工会議所

132 2709110421 栃木県 有限会社齋藤製作所 9060002028471
変種変量・短納期要求に対応する高速高精度ファイバー
レーザー加工システムの構築

小山商工会議所

133 2709110425 栃木県 錦正工業株式会社 7060001011967
ブロー圧とタイミング制御による革新的造形技術の研究開
発と生産性向上計画

足利銀行

134 2709110432 栃木県 有限会社アップライジング 9060002013515
ホイール修理の技術教育によるホイール修正機の輸出事
業の展開

税理士法人ＡＣＳ

135 2709110433 栃木県 株式会社ＡｒｏｕｎＤエンターテイメント 8060001021734 運転代行＆タクシーのリアルタイム空車情報提供システム 足利銀行

136 2709110436 栃木県 有限会社若田部鉄工所 4060002039663
多種多様な顧客の要望にワンストップで受注できる総合金
属加工メーカーの確立

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

137 2709110441 栃木県 株式会社クルール・プロジェ 1060001007046
１００年後の家族の笑顔を作る「子育てママ向けキュレ―
ションメディア」の立ち上げ

栃木銀行

138 2709110444 栃木県 天鷹酒造株式会社 5060001013180 自動糖化醗酵装置導入による生産性強化と高品質化 足利銀行
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