
№ 企業名 所在地 技術・製品の名称 業種

1 （株）ウエルシーライフラボ 宇都宮市 地元特産品を用いた農作業汚れに特化した手指洗浄剤の開発技術 化学工業

2 宇都宮精機（株） 宇都宮市 自動移載装置 生産用機械器具

3 （有）大垣金型製作所 宇都宮市 三次元化技術プラスアルファ プラスチック製品

4 （株）オニックスジャパン 宇都宮市 県産農産物を使用した麺の製造技術 食料品

5 加藤ブラシ工業（株） 宇都宮市 チャンネルブラシの植毛技術 その他

6 （株）カナメ 宇都宮市 既存屋根の通気断熱改修工法 金属製品

7 清原住電（株） 宇都宮市 光ファイバ製造技術 非鉄金属

8 こいしや食品（株） 宇都宮市 充填豆腐「ちょいとうふ」 食料品

9 （株）ジード 宇都宮市 Pococa！（ポコカ）：ソーシャル会員カードASP/SaaSサービス ソフトウェア業

10 （株）ジェネックス 宇都宮市 セルフオーダーシステム轟（とどろく） ソフトウェア業

11 （株）城北工範製作所 宇都宮市 高精度円筒技術の展開で、高精度電磁気軸受一体形モーター軸の開発 はん用機械器具

12 （株）スカイフィッシュ 宇都宮市 Windows向け合成音声ソフトウェア「リアルナレーターズ３」 ソフトウェア業

13 （株）スズテック 宇都宮市 枝豆オートセルトレイ播種機　STH5ME はん用機械器具

14 （株）雀宮産業 宇都宮市 新融合技術による差別化の拡大 輸送用機械器具

15 第一測工（株） 宇都宮市 地理情報システム（GIS）と3次元測量によるG空間情報技術 ソフトウェア業

16 東都工業（株） 宇都宮市 オーダーメード省力化自動機の試作開発 輸送用機械器具

17 パスキン工業（株） 宇都宮市 側溝用蓋並びにコンクリート製側溝「ＭＵ側溝」 その他

18 パルシステム（株） 宇都宮市 超音波噴霧器 生産用機械器具

19 マニー（株） 宇都宮市 電動式歯科用ファイル：NiTiロータリーファイルJIZAI 金属製品

20 村田発條（株） 宇都宮市 卵形断面コイルスプリング 金属製品

21 大和電器（株） 宇都宮市 感震ブレーカー　震太郎 情報通信機械器具

22 レオン自動機（株） 宇都宮市 フレックスインクラスタ 生産用機械器具

23 （株）赤坂アートプラン 足利市 草木染の高堅牢度技術 繊維工業

24 朝日染色（株） 足利市 超多色捺染技術 繊維工業

25 （株）足利技研 足利市 自動化・ロボット化システム設計・製作 生産用機械器具

26 （株）イエロー 足利市 折りたたみ式ヘルメット「タタメットBCP」 プラスチック製品

27 岩崎編織（株） 足利市 フリーカット伸縮性経編地 繊維工業

28 （株）大麦工房ロア 足利市 大麦加工食品（大麦ダグワーズ・大麦グラノーラ） 食料品

29 オグラ金属（株） 足利市 らくらく操作・遠隔探査ロボ（災害救助支援） 電気機械器具

30 笠原産業（株） 足利市 ミネラル成分を強化したパン・麺用粉「元骨粉」 食料品

31 （株）カザミフーズ 足利市 煮込み商品の製造技術 食料品

32 金井染工（株） 足利市 次亜塩素酸ナトリウム消毒でも退色しない堅牢度の高い建染染色 繊維工業

33 菊地歯車（株） 足利市 多様な歯車製造技術 輸送用機械器具

34 （株）清国 足利市 超高張力鋼板の最適冷間プレス加工技術 金属製品

35 （有）小池経編染工所 足利市 和座布団 繊維工業

36 晃洋設計測量（株） 足利市 山林管理システム「山守くん」、動産管理システム「大幅帳」、山林測量システム「山守コンパス」 ソフトウェア業

37 サンポープラス（株） 足利市 熱中症対策商品「そ～かいくんＷ（ワイド）」 繊維工業

38 （株）大定 足利市 レイヤーチューブ 繊維工業

39 （株）ダイサン 足利市 らくらくプルシート プラスチック製品

40 （株）タツミ 足利市 冷間鍛造によるギヤ成形技術・自動車用モータ出力ギヤ 輸送用機械器具

41 鶴貝捺染工業（有） 足利市 洋装用服地として使用できる広幅銘仙への捺染加工技術 繊維工業

42 東京フォーミング（株） 足利市 高度なステンレス成形加工による薄肉ステンレスパイプ給排気筒製造技術 金属製品

43 （株）トチセン 足利市 ナイロンレンズへの調光機能付加技術 プラスチック製品

44 日東産業（株） 足利市 オリジナルのたれ・つゆ・ソース・ドレッシング製造技術 食料品

45 （有）初山染工 足利市 天然素材の機能染色 繊維工業

46 二渡レース（株） 足利市 房の長さが自由に変えられるフリンジレース 繊維工業
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47 （株）万蔵 足利市 小径軸物の転写印刷技術 印刷・同関連業

48 ミコトマシナリー（株） 足利市 プレス板金を主体にした複合製品の開発製造技術 金属製品

49 （有）ワダノブテックス 足利市 組み合わせトーションテキスタイルの用途開発技術 繊維工業

50 （株）アイ・シイ・エス 栃木市 理容器具へのコーティング加工技術 金属製品

51 岩下食品（株） 栃木市 機能性表示食品「岩下の新生姜」 食料品

52 オーエム産業（株） 栃木市 電子部品への表面処理装置 電子部品・デバイス・電子回路

53 （有）川喜田製作所 栃木市 高精度５軸機を最大限に活用する治具加工技術 輸送用機械器具

54 （有）岸印刷 栃木市 特殊カッティング及びレーザー加工機による製造技術 印刷・同関連業

55 （株）サカエ工業 栃木市 ペットボトルオープナー『スマイルオープナーどこでも』 プラスチック製品

56 GKNドライブラインジャパン（株） 栃木市 噛み合いクラッチ（デファレンシャル用ロック機構） 輸送用機械器具

57 （株）竹沢精機 栃木市 ホーニングリーマとこれを用いた加工装置 生産用機械器具

58 東京オイルアナリスト（株） 栃木市 発光分光分析装置RDE（回転電極） その他

59 （株）徳永 栃木市 さや押し方式による建築用アンカーボルトの冷間圧造加工技術 金属製品

60 日冷工業（株） 栃木市 燃料電池車用表面張力式気液分離器の開発 電気機械器具

61 日本炭酸瓦斯（株） 栃木市 小型レギュレーター（減圧弁、圧力調整器） 金属製品

62 やまこ産業（株） 栃木市 乾式造粒装置による食品副産物のバイオマス発電用燃料化システム 飲料・たばこ・飼料

63 遠藤食品（株） 佐野市 がり・紅しょうが製品製造にかかわる加工技術 食料品

64 （株）カネコ 佐野市 ウレタントップリフト製品 プラスチック製品

65 協立機興（株） 佐野市 航空機部品等の高精度加工技術 金属製品

66 （株）晃和 佐野市 クロムフリー塗料振り切り装置および回転制御盤 金属製品

67 （株）シンシ 佐野市 プラスチック板加工 プラスチック製品

68 第一酒造（株） 佐野市 高級日本酒（特定名称酒）の製造 飲料・たばこ・飼料

69 （株）波里 佐野市 ミクロペースト（胡麻・きな粉等） 食料品

70 日本プラスター（株） 佐野市 「うま～くヌレール」・「カルヌーヴォ」・「漆喰くるむ」 窯業・土石製品

71 早川食品（株） 佐野市 県農産物を使用したソース製造技術 食料品

72 （株）バンテック 佐野市 多目的金属フィルター 金属製品

73 三福工業（株） 佐野市 発泡体を利用した簡易空間構築物 プラスチック製品

74 村樫石灰工業（株） 佐野市 石灰、ドロマイトの利用技術 窯業・土石製品

75 明治鋼業（株） 佐野市 冷間ロールフォーミング・軽量ハット形鋼120✕60✕30✕2.3 鉄鋼業

76 吉澤石灰工業（株） 佐野市 ドロマイト系の高反応性排ガス処理剤：製品名「マグミュー」 窯業・土石製品

77 （株）鎌田スプリング 鹿沼市 足くくり罠（猪、鹿、キョン）　商品名「イノシカキョン」 金属製品

78 晃南印刷（株） 鹿沼市 多言語化対応　ケータイ「安否確認」＋「医療カルテ」 印刷・同関連業

79 （株）小林製作所 鹿沼市 難削材等の高精度加工技術、医療機器・光学機器部品等の超精密加工技術 金属製品

80 （株）篠原製作所 鹿沼市 電動CBR試験機 金属製品

81 （株）スズキプレシオン 鹿沼市 ＣＮＣ自動旋盤用４倍速回転工具　アイビー・スピンドル 金属製品

82 （株）TANOI 鹿沼市 超高速回転機器向けの高精度部品製造技術 金属製品

83 （株）ナカニシ 鹿沼市 歯科治療用ハンドピース 業務用機械器具

84 松井電器産業（株） 鹿沼市 プリント基板組立検査工程ロボット自動化 電子部品・デバイス・電子回路

85 松山音響工芸（株） 鹿沼市 統合基幹業務システムPCS（ピクス） ソフトウェア業

86 丸井計器（株） 鹿沼市 角度計の開発と解析 生産用機械器具

87 （株）安田測量 鹿沼市 AI・UAVを用いたダム流入量予測システム その他

88 （有）さかえや 日光市 揚げゆばまんじゅう 食料品

89 （有）佐藤化成工業所 日光市 綿棒体 プラスチック製品

90 （株）大日光・エンジニアリング 日光市 マルチカウンタ 電子部品・デバイス・電子回路

2 ページ



№ 企業名 所在地 技術・製品の名称 業種

令和２(2020)年度栃木県フロンティア企業  認証企業一覧（138社）　[市町順]

91 （株）日光食品 日光市 日光ゆば関連商品「長持ちおから」の長期保存・広域流通可能な製品化技術 食料品

92 古河キャステック（株） 日光市 超耐熱耐摩耗・耐浸食合金　トケナイト 鉄鋼業

93 丸彦製菓（株） 日光市 米菓（おかき・煎餅）の製造技術 食料品

94 山越木工房 日光市 成形合板を使った音響製品 家具・装飾品

95 アクリーグ（株） 小山市 基準尺を用いたデジタルカメラ版単画像計測「ピクセルハンター」 ソフトウェア業

96 協栄産業（株） 小山市 メカニカルリサイクル再生PET樹脂"MR-PET"及びフレークtoプリフォーム(FtoP)ダイレクトリサイクル技術 プラスチック製品

97 小林酒造(株) 小山市 吟醸酒に特化した清酒醸造技術と吟醸酒をベースとした本格リキュールの特殊製造技術 飲料・たばこ・飼料

98 杉田酒造（株） 小山市 生酛作りによる付加価値を持たせた多様な日本酒の醸造 飲料・たばこ・飼料

99 （株）ソフトエイジェンシー 小山市 ビーコン検出IoTデバイス　SuguIoTビーコン ソフトウェア業

100 （株）ツルオカ 小山市 「RECYINT」原料調達から加工、鋳鉄製カウンターウェイト製造までの一貫したリサイクルシステム 輸送用機械器具

101 トーメイダイヤ（株） 小山市 ダイヤモンド焼結体（耐摩耗材料） 窯業・土石製品

102 日の本穀粉（株） 小山市 栃木県のお米でつくったカレールゥ 食料品

103 （株）ポーラーズ研究所 小山市 草本系バイオマスのペレット燃料 その他

104 神和アルミ工業（株） 真岡市 水冷型ヒートシンク量産技術 金属製品

105 田崎設備（株） 真岡市 局所排気装置と防爆対応オールフレッシュ空調設備 業務用機械器具

106 日本自動機工（株） 真岡市 「エキスパンゲート」「ゴム引布製起伏堰（ラバーダム）」 その他

107 （有）スペクトルデザイン 大田原市 偏光テラヘルツ波イメージングによる樹脂内部応力の非接触・非破壊検査技術 その他

108 吉岡食品工業（株） 大田原市 唐辛子粉の同一品種における辛味抽出を伴わない辛味調整加工法 食料品

109 （株）壮関 矢板市 栃木県産紅はるか干し芋 食料品

110 （株）チュウリツ 矢板市 生産設備、省力化機器 生産用機械器具

111 日光金属（株） 矢板市 焼却炉部品の長寿命化技術 金属製品

112 金子メディックス（株） 那須塩原市 ELID研削加工技術 金属製品

113 錦正工業（株） 那須塩原市 圧倒的短納期・ユーザーカスタマイズメニューの豊富な標準Ｖプーリー はん用機械器具

114 （株）佐藤光機製作所 那須塩原市 通信機器部品、光学機器部品加工の高精度加工の短納期化技術 金属製品

115 サンプラスチック（株） 那須塩原市 バイオマスシュリンクフィルム　和shu プラスチック製品

116 日本プレーテック（株） 那須塩原市 鉄合金めっき技術 金属製品

117 （株）荒井食品 さくら市 茄子浅漬類の製造にかかわる長期保存技術 食料品

118 HCCソフト（株） さくら市 GISフレームワーク「MapFrame」および台帳管理システムフレームワーク「LedgerFrame」 ソフトウェア業

119 エーシーエム栃木（株） さくら市 航空機・宇宙機器用途等複合材部品の一貫成形加工技術 輸送用機械器具

120 大古精機（株） さくら市 各種ゲージ・治工具・精密治具部品 生産用機械器具

121 ジョンソ・マッセイ・ジャパン（同） さくら市 自動車排ガス浄化触媒 輸送用機械器具

122 シンテックス（株） さくら市 段差解消機 金属製品

123 ゼビオプラスト（株） さくら市 スパイラル状ネットパイプ プラスチック製品

124 中山金属化工（株） さくら市 スタッドボルト締付け機 業務用機械器具

125 日本リークレス工業（株） 那須烏山市 自動車用シリンダーヘッドガスケット 輸送用機械器具

126 （株）ツール工房 下野市 高硬度用ボールエンドミル 生産用機械器具

127 （株）栃澤金型製作所 下野市 難削材に対する高効率・高精度切削加工技術 輸送用機械器具

128 （株）アール・ティー・シー 上三川町 何かと何かが接する部分のデータ化・可視化・共有化技術と応用商品 電気機械器具

129 （株）オノプラント 上三川町 アルミ小物航空機部品における高効率切削加工技術 輸送用機械器具

130 （株）つかもと 益子町 Kamacco 窯業・土石製品

131 （株）三和電機 市貝町 新幹線等の鉄道車両用・圧延機等の産業用の中型モータ用コイル全自動製造装置 生産用機械器具

132 柳下技研（株） 芳賀町 ELIDユニットの実用化拡大技術（砥粒と研削条件を提供） 金属製品

133 アークテック（株） 壬生町 精密洗浄カゴ・整列パレット 金属製品

134 （株）川崎精工所 壬生町 板厚の異なる２枚重ね（２層式）の絞り加工 金属製品

135 （株）北研 壬生町 菌床しいたけ栽培用種菌製造、新品種開発、栽培技術の開発 食料品

136 宮本工業（株） 塩谷町 冷間・温間鍛造技術、精密金型製作技術とその活用した製品 金属製品

137 （株）計測技研 高根沢町 IoT振動センサ・データロガーLB2010 ソフトウェア業

138 平和テクニカ（株） 那須町 精密切断砥石、高速精密切断機 生産用機械器具

※業種については、日本産業分類中分類に基づき、申請内容について県が分類したものです。
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