
◎ 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次公募一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１次公募を行い、平成２６年３月１４日（金）

までの期間を一次締切としたところ、全国から多数の応募がありました。 

この期間に応募申請のありました７，３９６件について、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、全国で２，９１６件を採択することといたしました。 

栃木県の採択先は以下のとおりです。 

 

● 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」採択先一覧 

（１次公募一次締切分） 

 

【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 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

2509110003 栃木県 株式会社晃和 新羽子板ボルト（仮称：木痩追従型羽子板ボルト）の開発および事業化 足利銀行

2509110006 栃木県 第一酒造株式会社 小規模酒蔵でも可能な通年醸造による海外向け高品質「しぼりたて新酒」の製造 足利銀行

2509110008 栃木県 トーユー・プラス株式会社 　新たな複合成膜技術および一貫生産体制の確立による医療分野進出の足固め 足利小山信用金庫

2509110009 栃木県 株式会社サン テクノロジー ボーイング737：機械加工部品の増産対応及び生産性の強化 鹿沼商工会議所

2509110010 栃木県 株式会社井上清吉商店
栃木県産米を100％使用した高付加価値清酒の品質向上と国内外ニーズに応える生産
性強化計画

足利銀行

2509110014 栃木県
有限会社ケーエスプランニン
グ

コンクリート建造物の劣化状況を、正確・安全に調査する新技術の事業化 栃木信用金庫

2509110017 栃木県 冨士電球工業株式会社 放電タイプ集魚灯(メタルハライドランプ)の品質向上と低コスト化への製造ライン改善 伊予銀行

2509110018 栃木県 オークボコーテツ株式会社 自動車部品の精度向上に資する金型部品の製法開発と競争力強化 栃木銀行

2509110019 栃木県 エーシーエム栃木株式会社
フェーズドアレイ方式の反射型超音波探傷設備導入による航空機複合材部品の受注確
保

商工組合中央金庫

2509110020 栃木県 株式会社石井機械製作所 ＣＡＤＣＡＭ及びシュミレーションシステム導入により航空機部品の新分野開拓 商工組合中央金庫

2509110023 栃木県 有限会社黒磯製作所 マシニングセンタによる難削材への極細斜め深穴加工による付加価値向上事業
野崎仁剛税理士事務
所

2509110027 栃木県 新和興業株式会社 高度プラスチック成型技術の確立による高級車内装部品量産体制の構築 足利銀行

2509110028 栃木県
サンヨーエンジニアリング株式
会社

レーザー加工機導入による微細加工対応の生産体制の整備
東京中央経営株式会
社

2509110029 栃木県 株式会社栗崎歯車製作所 型彫り放電加工機による止まり穴への各種歯車加工技術の確立 足利銀行

2509110030 栃木県 ミツワ精機有限会社 医療用特殊注射針高精度カスタムメイド製造装置短納期開発システム 鹿沼相互信用金庫

2509110031 栃木県 菊地歯車株式会社 専用多軸ＮＣ歯車面取盤導入による日産自動車系試作開発歯車の獲得 商工組合中央金庫

2509110036 栃木県 株式会社東京フード 干し芋の革新的製造と商品化を実現する為の新規設備の構築及び販路拡大事業 足利銀行

2509110041 栃木県
株式会社エヌアールエンジニ
アリング

サイクロン方式による光学レンズ用研磨材のリサイクル装置の開発 鹿沼相互信用金庫

2509110042 栃木県 有限会社深澤製餡所
小豆サポニンを用いた痛風発症予防サプリメントの製造及び販路拡大の革新的新規事
業

栃木銀行

2509110043 栃木県 株式会社オオハシ 樹脂製「敷板」の廃棄樹脂の活用及び使用済み敷板のリサイクルシステム 横浜信用金庫

2509110047 栃木県 すがたかたち
新市場を開拓する、量産型で高品位な木製ドアハンドル•手すりの形状デザインと取り付
け構造の試作と研究開発。

栃木銀行

2509110052 栃木県 三福工業株式会社
【国産初】高い難燃性・省エネルギー性能を有する高断熱配管カバーゴムスポンジの開
発

足利銀行

2509110057 栃木県 株式会社湯原製作所 航空・宇宙分野で『パイプ塑性加工製品』品質保証強化で差別化を図る 栃木銀行

2509110059 栃木県 株式会社プラモールド
最新の放電加工機導入と固有技術の組合せによる加工技術高度化と生産リードタイム
の短縮

群馬銀行

2509110061 栃木県 サワ精機株式会社 ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ導入による内視鏡部品の受注拡大と高収益の実現 足利銀行

2509110063 栃木県
株式会社ウエルシーライフラ
ボ

地元農産品などを応用した“永遠に麗しい素肌が保てる”安心、安全、安価な防腐剤、
界面活性剤など一切無添加、敏感肌用化粧品の研究、開発、企画、製造、販売。

栃木銀行

2509110068 栃木県 株式会社栃木日化サービス 業界初、省設置スペース『汚物浄化機能付き高性能仮設トイレユニット』の開発 足利銀行

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

１次公募一次締切　採択案件数（全国２，９１６件、内栃木県：74件）
（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

2509110070 栃木県 株式会社内山製作所 農業用機械部品の納期対策による新規量産商品の受注確保と競争力強化
税理士法人　澤田会計
事務所

2509110071 栃木県 東京フォ－ミング株式会社 レジャー用品の商品開発で自社ブランド確立と事業拡大 足利銀行

2509110072 栃木県 日本プラスター株式会社 遮熱効果を有する外壁用高耐久性漆喰に関する研究開発 商工組合中央金庫

2509110073 栃木県 惣誉酒造株式会社 高品質「生酛(きもと)仕込純米大吟醸」の増産による輸出力強化と海外市場の拡大 税理士法人　小滝会計

2509110074 栃木県 株式会社ホリス 栃木県産ゆずから抽出するオイル等を使った新商品開発及び販売 栃木銀行

2509110080 栃木県 中里建設株式会社 安全性と効率性を高度化した水道管内ピグ洗浄システムの研究開発
Ｓ・Ｍ・Ａコンサルティン
グ

2509110081 栃木県 アークテック株式会社 高い信頼性を実現する水処理装置筐体の開発による環境機器市場への参入 足利銀行

2509110082 栃木県 有限会社島田製作所 チタン合金を用いた医療機器用部品の安定的高効率量産加工体制の確立 足利小山信用金庫

2509110087 栃木県 鶴貝捺染工業有限会社
幅広経糸捺染技術確立によって足利銘仙の復活を実現し衣料・インテリアへの市場展
開を行う

足利小山信用金庫

2509110092 栃木県 株式会社前田工業 浄化槽の外槽成形のためのＦＲＰ自動吹付け技術の開発による納期短縮と増産 足利銀行

2509110095 栃木県 株式会社環境管理研究所 世界初！オンサイト型石綿完全無害化処理装置の開発 栃木銀行

2509110097 栃木県 有限会社小林製作所
ダイヤモンドの次に硬いといわれている超硬合金の新切削加工技術を開発し、市場の
開拓をすることにより受注量アップを目指す

足利銀行

2509110100 栃木県 有限会社小林製作所 CNC複合自動盤の導入による低コスト・高精度な製造体制の構築 鹿沼相互信用金庫

2509110102 栃木県 株式会社宇井精密製作所 微細難加工製品に対する射出成形加工の生産技術開発 商工組合中央金庫

2509110105 栃木県 やまこ産業株式会社 「エキスペラー搾油装置による食品副産物の再生油脂・飼料化事業の高度化」 群馬銀行

2509110109 栃木県 有限会社明宏製作所
高精度ワイヤー放電加工機によるエネルギー分野向け部品の試作と、スクラップレス精
密プレス金型の短納期化・低コスト化

栃木銀行

2509110113 栃木県 天鷹酒造株式会社 高付加価値酒類・食品用連続式高温殺菌装置の導入による生産性強化と高品質化 足利銀行

2509110115 栃木県 荒川木材工業有限会社 建設現場で簡易に施工可能な造作物組み込み型石膏ボードパネルの製品化 鹿沼相互信用金庫

2509110116 栃木県 有限会社高橋製作所 常識に挑戦！ロボット溶接機の導入による破壊検査工程削除工法の確立
小野寺浩一公認会計
士税理士事務所

2509110117 栃木県 北関酒造株式会社 海外輸出用清酒の高品質化、生産性強化およびコスト削減による市場拡大 栃木信用金庫

2509110118 栃木県 株式会社野中工業所 熟練技術を分析し、標準作業確立で、組合せ軸受の生産性向上と一貫生産を獲得。 足利銀行

2509110119 栃木県 三上化学製鎖株式会社 試作段階からのプラスチック金型生産による短納期・低コスト実現と事業拡大 足利銀行

2509110120 栃木県 株式会社篠原製作所 海底資源発掘への試掘器（ピストン・コアサンプラー）製造の高効率高機能化 鹿沼相互信用金庫

2509110122 栃木県 丸信金属工業株式会社 装飾用アルミ製品への多様なニーズに対応する表面処理加工技術の高度化 足利小山信用金庫

2509110125 栃木県 株式会社カルックス 低倍率発泡による高機能発泡スチロール製品の開発・製造と歩留向上 鹿沼相互信用金庫

2509110127 栃木県 株式会社メックス 非接触移動量計測センサと計測器の開発による危険環境下での計測市場の獲得 足利銀行

2509110131 栃木県 協立機興株式会社 航空機部品加工の生産性改善、低コスト化への特別仕様生産設備導入 群馬銀行

2509110132 栃木県 株式会社大正光学 ガラス製光学レンズの電気脱塩式純水製造設備を用いた軟硝材洗浄方法の開発 足利銀行

2509110133 栃木県 シンテックス株式会社 新型いす式階段昇降機の開発 足利銀行



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

2509110134 栃木県 浩野工業株式会社 ＮＣプレスブレーキの導入による金属板曲げ加工技術の向上と競争力強化 栃木信用金庫

2509110135 栃木県 株式会社TANOI
歯科用ハンドピースの新製品開発需要に対する最適な部品製造ライン構築による試作
品受注獲得に伴う全体受注量の拡大

商工組合中央金庫

2509110140 栃木県 油伝味噌株式会社 低塩かつ米麹の糖化力を活かした甘みその開発及び田楽等への利用 足利銀行

2509110141 栃木県 日瓢礦業株式会社 多品種小ロット短納期に対応した珪砂自動袋詰パレタイジングシステム 鹿沼相互信用金庫

2509110142 栃木県 日本電子工学株式会社 作業の安全を目的とした超音波センサを利用した接触防止装置開発事業 栃木信用金庫

2509110144 栃木県 二渡レース株式会社
機能性と意匠性に富んだ新しい服飾用レース糸素材の開発と編成技術の確立による新
市場開拓

足利銀行

2509110147 栃木県 有限会社武居製作所
オフラインティーチングシステムと溶接ロボット導入による多品種少ロット部品の短納期
一貫生産化

栃木信用金庫

2509110156 栃木県 フェリック株式会社 医療用温感・熱シップ用粘着剤、粘着シートの開発及び製造 商工組合中央金庫

2509110157 栃木県 宮本工業株式会社 最軽量を目指す新幹線用ケーブルコネクターマグネシウム鍛造品の試作開発 商工組合中央金庫

2509110158 栃木県 株式会社島崎酒造
海外市場販路拡大に向けた日本食を引き立てる 高品質オンリーワン純米酒「洞窟酒」
開発

烏山信用金庫

2509110159 栃木県
株式会社スズキプレシオン
株式会社白鵬

コバルトクロム合金製のカスタムメイドインプラントの精密加工システムの構築 鹿沼相互信用金庫

2509110160 栃木県 有限会社ツカサ化学 高効率な再生プラスチックリサイクルペレットの製造プロセスの実現 栃木銀行

2509110164 栃木県 エスティーキコウ株式会社 コンクリート構造物の修復と劣化抑止に優れた高粘度高圧注入工法の開発試作 鹿沼相互信用金庫

2509110165 栃木県 株式会社祐宏舎
PTFE(テフロン樹脂)丸棒材料内製化開発と充填剤入りPTFE製品量産による体質改善
事業

大田原信用金庫

2509110171 栃木県 青源味噌株式会社 高品質低コストの業務用減塩味噌の開発 足利銀行

2509110174 栃木県 菊の里酒造株式会社 海外市場を視野に入れた「芳醇辛口純米酒」の開発
ＵＩ志援コンサルティン
グ

2509110175 栃木県 有限会社真京精機  自動車部品のグローバル市場で勝ち残る低コスト、高品質加工の実現 栃木銀行

2509110181 栃木県 株式会社外池酒造店 首都圏・海外市場をターゲットとする新鮮で若々しい清酒の開発 商工組合中央金庫




