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ご あ い さ つ

本県には、卓越した技術や創造力を持ち、優れた商品を開発している中

小企業が数多くありますが、販路の開拓に苦慮している企業が少なくなく、

本県における中小企業の育成については、販路開拓支援が大きな課題とな

っています。

平成16年度に地方自治法施行令が改正され、新商品の生産により新たな

事業分野の開拓を図る者として普通地方公共団体の長の認定を受けた企業

等が新商品として生産する物品を、一定の手続きのもと随意契約により購

入することが可能となりました。

本県においても、地方自治法施行令改正の趣旨を踏まえ、県内中小企業

の販路拡大を支援するため、平成18年度に「レッツＢｕｙとちぎ（新商品

購入支援事業）」を創設し、3年目を迎えた平成20年度は15商品を新たに

認定し、総数は58商品となりました。

認定された商品については、県の各機関での購入促進に努めるとともに、

このパンフレットはもとより、県のホームページや各種イベント、全国で

同様な制度を実施している県とのネットワーク等を活用し、広くＰＲして

いくこととしておりますので、皆様におかれましても、本制度並びに認定

商品への御理解、御協力をお願い申し上げます。

平成20年8月

栃木県産業労働観光部
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1 オゾン水生成器「クイックオゾン30・洗手必勝」

日本・米国において特許登録済みのスパイラルコアを
使用した直接電解法オゾン水生成器です。普段使用して
いる水と同じ感覚で使用でき、除菌・脱臭・ヌメリ取り
に効果を発揮します。オゾン水は分解後酸素に戻ります
ので、洗浄後、水で洗い流す必要はなく環境にやさしい
水です。オゾン水を最大30㍑、最大4ppm生成する能力
を低価格で実現しました。クイックオゾン30 110万円

洗手必勝　　　　577,500円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱アイ電子工業

〒324-0047 大田原市美原3-3323-12

TEL0287-23-0057 FAX0287-23-0162

aidenshi@ailove.co.jp

http://www.ailove.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

2 オゾン水簡易型濃度計「フリフリ」

オゾン水濃度が簡単に測れる体温計タイプの濃度計で
す。オゾン水中で電極部分を振るだけの簡単操作でオゾ
ン水濃度の測定が可能となりました。軽量コンパクトで
安価なオゾン水濃度計です。

29,925円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱アイ電子工業

〒324-0047 大田原市美原3-3323-12

TEL0287-23-0057 FAX0287-23-0162

aidenshi@ailove.co.jp

http://www.ailove.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

クイックオゾン30 洗手必勝
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3 立位電動車椅子「ひとり立ち」

「電動車いす」と立ち姿勢をつくる「座席リフトアッ
プ」機能が複合した製品です。利用者は、健康維持のた
めに自分で自由に立ち姿勢をつくることができ、必要に
応じて、立ち姿勢のまま移動することができます。これ
まで車いすだけではできなかった「高さ」方向へのアク
セスが可能になったことで生活空間が拡大され、就労支
援にも役立ちます。70万円～98万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱アイ電子工業

〒324-0047 大田原市美原3-3323-12

TEL0287-23-0057 FAX0287-23-0162

aidenshi@ailove.co.jp

http://www.ailove.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

4 木質ペレット燃料「元
げん

気
き

森々
もりもり

」

木質ペレット燃料『元気森々』は、間伐材や製材工場
から出るオガくずを原料としており、廃棄物を再利用す
る循環型社会の形成を担う商品です。特長としては発生
する熱量が高いため、少ない量で長時間の燃焼が可能で
あり、残灰が少なく、ストーブ等の清掃管理が容易にな
ります。さらに灯油、重油に比べ低コストでご提供して
おります。皆さまの燃料コストを削減し、地球環境に配
慮した取組みを一緒に進めていきましょう。

ストーブ用　 10kg 630円
ボイラー用 700kg   30,000円

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱アイ電子工業

〒324-0047 大田原市美原3-3323-12

TEL0287-23-0057 FAX0287-23-0162

aidenshi@ailove.co.jp

http://www.ailove.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW



①計数・PLCモデム
キューピクル内で高圧受電部、
動力盤、電灯盤をマルチ計測

②PLC表示器
グラフでリアルタイム監視、デマンド
監視、警報、ＬＡＮへ接続して気象情
報など、多彩な表示（リモコン切替）

電力計測値

電力線搬送
LAN

（W：100mm　L：110mm　H：28mm）
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5 FIX  BAND(フィックスバンド）

消防救急の処置に使われている備品の不便さ（三角巾
は伸縮性がなく処置方法が多彩で取扱いの習得が困難。
包帯は止血や簡易固定ができないなど）を改善したもの
がフィックスバンド。裏生地は伸縮性を持ったガーゼ素
材、表生地はマジックテープで簡単に止血や簡易固定が
できます。長さは大腿部及び頭部をひと巻きで処置完了
できる66ｃｍ、何本もつなげて胴体部分の処置も可能
です。救急隊を中心に、学校の保健室などにも普及して
います。

平型50タイプ　 650円
平型80タイプ　 750円
ロールタイプ　2,000円

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

あーるえす㈱

〒320-0851 宇都宮市鶴田町675-31

TEL028-616-3322 FAX028-616-3321

info＠rs119.co.jp

http://www.rs119.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

6 ＰＬＣ電力モニタ

電力線搬送（PLC）により一般の電灯線を利用してデ
ータ通信を行うので、面倒な通信配線工事が不要な電力
モニタリングシステムです。施設や設備に手軽に設置で
き、パソコンや表示器（オプション）に電気消費量の表
示はもちろん、電気料金やＣO2排出量に換算して表示す
ることもできます。省エネ活動の検証が確実になり環境
マネジメントを効率的に推進することができます。県内
では帝京大学、産業創造プラザなどで導入されています。
エコワイズ（ECO_wise）で商標登録を申請中。

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱アンシブル

〒321-0963 宇都宮市南大通り2-2-13

ＴEL028-610-1237 FAX028-610-1238

plc@ansible-japan.com

http://www.ansible-japan.com/

H18.8.22～H22.3.31

基本システム　（高圧受電対応） 30万円から
小規模システム（契約電力50kw以下）20万円
表示器　　　　（インターネット対応）20万円から

●商品価格（参考）

2008
NEW
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7 シルウォッチTypeⅡ・キューブライト

シルウォッチシステムは、聴力障害者の補助機器とし
て開発された商品です。腕時計型受信機（時計機能有）
は、情報を受信すると振動で着信を知らせ液晶部にメッ
セージを表示します。携帯性に優れ肌に密着しているの
で確実に振動が伝わります。キューブライトは、手の平
に入る程の小型軽量の受信機で、高輝度LED が強い光
を放ちます。光と振動、または光と音（選択可）で着信
を知らせ、文字表示で情報内容を知らせます。

シルウォッチ
送信機　25,000円
受信機　45,000円
キューブライト　47,250円

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱イーアンドエム

〒329-0512 下野市下石橋246-15

TEL0285-51-1731 FAX0285-51-1739

support@eminc.co.jp

http://www.eminc.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

8 洗濯用洗浄水の種「イオンランドリー・ダブルきれい」

「洗剤を使って洗濯する」 当たり前のことですが、
洗剤には界面活性剤が含まれており、洗濯アレルギーや
環境破壊などの問題を引き起こします。「できるだけ洗
剤の少ない洗濯をしたい」 こんな要望にこたえるのが
洗濯用洗浄水の種「イオンランドリー・ダブルきれい」
です。洗濯機の中に洗濯物と一緒に入れて下さい。濯ぎ
も一回で済み水の節約にも貢献します。

3,780円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

認定期間

イオン化学㈱

〒322-0524 鹿沼市みなみ町8-10

TEL0289-75-3475 FAX0289-75-3384

kkr.ion@bc9.jp

H19.7.240H23.3.31

2008
NEW
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9 冷パック（ミニ・レギュラー）

｢冷パック｣は数ある冷却パックでは初めてー20℃に
冷却しても柔かく弾力のあるプラスチックの新素材「エ
ラストマー」で容器を作り保冷剤を封入した、エッヂや
継目の無い冷却パックです。冷凍しても固まらず、丸め
たり折曲げたりが自在で、体の曲面に良く馴染み、モッ
チリと柔かく肌を冷やす使い心地の良さは今までに無い
ものです。肌に触れる物なので、米国の検査機関で50
人の24時間パッチテストを実施、合格済み。

冷パックミニ　　　　1,600円
冷パックレギュラー　2,200円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲一色製作所
〒270-2251 千葉県松戸市金ヶ作136-8
（壬生工場）
〒321-0221 壬生町藤井1080-2

TEL047-388-6639 FAX047-389-6808

yasumoto@isshiki-ss.co.jp

http://www.isshiki-ss.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

10 木質材組建立式東屋

無垢材を使用した組み建て式東屋です。木材は、工場
で加工、金物埋設されており、現地で簡単に、短時間で
組み建てることができます。また、何回も組解体でき、
屋外作業等の休憩所、公園等の雨宿り休憩、一般家庭の
屋外休憩等、幅広い用途に活用できます。

80万円（標準仕様）
オプション有●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲インテム

〒321-0155 宇都宮市西川田南1-4-25

TEL028-658-5844 FAX028-658-5862

x@intem.jp

http://www.intem.jp/

H19.7.24～H23.3.31

2008
NEW
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11 メカニカルベンチ・テーブル

独自の高強度接合技術により独特の形状を可能とた木
製組立式ベンチ・テーブルです。何回も組み立て、解体
ができ、独特の空間創りに貢献します。

7万円（標準仕様）
オプション有●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲インテム

〒321-0155 宇都宮市西川田南1-4-25

TEL028-658-5844 FAX028-658-5862

x@intem.jp

http://www.intem.jp/

H19.7.24～H23.3.31

12 特殊絵の具「ディンプルアート・カラー」

リサイクルの研究から生まれたおもしろ凸凹絵の具デ
ィンプルアート・カラーはガラス・プラ板などに描ける
透明感・肉質感に富んだ特殊絵の具です。アルコール系
で乾きも早く、つや、光沢に優れ、混色も自由。筆を使
わずつけ塗りするのが特徴で、乾くとディンプル（英語
で“さざ波”の意）模様が自然に出現します。シール状
にはがせ、修正も簡単なことから、どなたにでも簡単に、
ぬり絵感覚で素敵な作品作りがお楽しみいただけます。

フルセット（13本＋付属品） 4,400円
スターターキット（６本＋付属品）1,880円
単色（全22色） 340円／本

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲エヌ・ピィ・アール

〒321-0628 那須烏山市金井1-8-5

TEL（FAX) 0287-83-0077

n-p-r@nifty.com

http://homepage2.nifty.com/npr/ 

H18.8.22～H22.3.31
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13 ジャケット・テーブル

オアシスとオープンスペースを提供する空間創造ツー
ルです。スペースの有効利用と憩いの空間づくりを目的
に考案・開発した本製品は様々な対象物を取り囲める機
能とグッドデザインを両立しました。工具不要で簡単設
置、コンパクト収納が可能です。屋内外対応のモデルや
可動タイプのものもあります。
（形　状） 丸形・角形・長方形（各３サイズ）
（天板材） 硬質天然木・人工大理石・集成材・不燃樹脂

9万円～25万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲大栗工業所

〒321-2345 日光市木和田島字下中野2676-5

TEL0288-26-5304 FAX0288-26-5307 

jacket-table.co@jade.plala.or.jp

http://www.ooguri.com/

H18.8.22～H22.3.31

14 業務用生ごみリサイクル機「"大地"」

生ごみを単に乾燥・減量するのではなく、独自のツイ
ンタブ方式により４週間で熟成肥料に再生するシステム
です。出来上がった肥料は二次発酵まで終わった状態で
あり、すぐ土に撒くことが出来ます。また臭いの問題に
関しては、白金酸化触媒方式の脱臭器を内蔵することで、
排気の無臭化を実現させました。

350万円～430万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

オグラ金属㈱

〒326-0013 足利市川崎町1310

TEL0284-91-4111 FAX0284-91-4127

info@ogura-gr.co.jp

http://www.ogura-gr.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

スペースジャケット グリーンジャケット
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15 クリテイクローラー

ローラー部が粘着性を帯びており、そのローラー部を
回転させることによりゴミを付着させることができま
す。付着したゴミは転写台に移しローラーの手入れが簡
単にできます。転写台に移したゴミは水で洗浄し乾いた
ら粘着が戻り何度でも繰り返し使用することができま
す。従来のローラーは一枚一枚紙を破りゴミとなってし
まいますが本製品は一切ゴミが出ないエコ商品です。食
品・精密機械・半導体・液晶・製薬工場等歩留りＵＰに
最適です。

パイプグリップ　　19,000円
ワイヤーグリップ　　　　

(L250)14,000円
(L160)13,600円

ローラー転写台 5,000円

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲カネタ商会

〒320-0851 宇都宮市鶴田町　2768-5

TEL028-635-5581 FAX028-635-5597

kaneta-net@joy.ocn.ne.jp

http://www.kaneta-net.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

16 高調波抑制自動力率調整装置「KT－Harmo（ケーティ・ハーモ、ハーモ・ミニ）」

近年インバータ等の高調波を発生させる機器が増え、そ
の影響により機器の誤動作・焼損事故等、各種弊害が増
大しています。ＫＴ-Ｈarmoは、受変電設備効率改善の
ため、コンデンサ・直立リアクトル・力率制御等を一式
にまとめたユニット型力率調整装置で、省エネ効果を期
待できる高調波抑制対策装置です。安全な窒素封入のガ
スコンデンサ・大きな高調波耐量により環境に配慮し、
工場・公共施設・ビル等に最適です。

ケーティ・ハーモ　200万円～800万円
ハーモ・ミニ 60万円～100万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

関東特機㈱

〒323-0804 小山市萱橋1260-11

TEL0285-49-0200 FAX0285-49-0204

h.suzuki@kanto-tokki.co.jp

http://www.kanto-tokki.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

2008
NEW
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17 生分解性ゴミ袋「TEGバックL」

ゴミにならないゴミ袋！このゴミ袋は、水と二酸化炭
素に分解されるプラスチックでできています。土の中で、
ゆっくりとしかし確実に微生物が分解していきます。堆
肥中であれば、微生物の働きがより活発のため数週間で
分解されます。これまでの生分解性ゴミ袋は、裂けやす
く使いにくいものでした。しかし、TEGバッグLは、こ
れまでの生分解性ゴミ袋とは強度、伸び、柔らかさすべ
てが違う、普通のポリ袋と同じように使えるゴミ袋です。

TEGバックＬ　46円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲カンポテクニコ

〒321-3224 宇都宮市刈沼町369-1

とちぎ産業交流センタービル302号室

TEL028-670-8260 FAX028-670-8261

info@campotecnico.com

http://www.campotecnico.com/

H19.7.24～H23.3.31

18 生分解性農業用マルチフィルム「TEGキープ」

今農業は、限られた労働力、高齢化といった課題があ
ります。では労働力と環境の両立はできないのでしょう
か？それは生分解性農業用マルチフィルムを使用するこ
とで両立できます。剥がさずにそのまま鋤き返すと土に
還ります。ゴミが出ないのです。これまでの生分解性農
業用マルチフィルムは、裂けやすく、機械が使えず、ま
た、半年しか使用できないものでした。しかしTEGキー
プは、越冬、機械伸張、機械定植すべてができます。

TEGキープ6,800円～●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲カンポテクニコ

〒321-3224 宇都宮市刈沼町369-1

とちぎ産業交流センタービル302号室

TEL028-670-8260 FAX028-670-8261

info@campotecnico.com

http://www.campotecnico.com/

H19.7.24～H23.3.31
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19 安全万能草刈刃「カラマンゾー」

草刈で一番難しいのは、壁や牧柵の際刈り。金属製の
草刈り刃だと、壁などに当たって刃が折れて飛び散り、
思わぬ怪我をすることがあります。「カラマンゾー」は、
刃が障害物に当たっても衝撃に強い特殊鋼（ＳＫ材）の刃
が逃げて、飛び散ることがありません。各メーカーのエ
ンジン式肩掛けタイプ草刈刃として取り付け可能で、軽
量なナイロン製なので女性でも容易に草刈りができます。2,000円～3,500円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱共伸

〒325-0033 那須塩原市埼玉１

TEL0287-63-3238 FAX0287-63-3230

success.m@ksn-g.co.jp

http://www.ksn-g.co.jp/

H19.7.24～H23.3.31

20 農業用温室専用洗浄剤「シグマ」

ビニールハウスの被覆材の汚れをこすらずに洗い流す
ことができる画期的な洗浄剤です。「シグマ」を希釈し
散布後水で洗い流すだけなので、被覆材に傷を付けず、
除菌効果により緑藻の繁殖も抑えることができます。ま
た、土壌汚染・水質汚染に関わる物質を含んでおらず、
当製品によりビニールの張り替えサイクルを延ばすこと
ができますので、環境負荷を抑える相乗効果をもたらす
ことができます。

オープン（18㎏/缶）●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

認定期間

㈲グリーンラボラトリー

〒321-3224 宇都宮市刈沼町369-1

とちぎ産業創造プラザ304号室

TEL028-670-8501 FAX028-670-8502

info@greenlaboratory.com

H18.8.22～H22.3.31

障害物に当たると
刃が逃げる

洗浄前

洗浄後
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21 シーツ、ピローケース「ル・ベルソ・ブラン」

「人は、肌で感じる」
良い眠りをとるために気をつけている事があります

か？「天からの恵み、地からの贈り物」であるシルクと
綿を用いて、今までにない「役に立つ繊維」を新規開発
しました。人にやさしく安心な繊維は眠りにやすらぎを、
赤ちゃんに安心･安全を、肌に潤いを与えます。
やわらかいノン・ケミカルの生地は副交感神経の活動

を活発化。良眠をサポートします。
（「エコテックス・クラス１」認証済）

シーツ 15,000円～24,500円
ピローケース 5,700円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲小池経編染工所

〒326-0817 足利市西宮町2833

TEL0284-21-7341 FAX0284-21-7342

koikezome@ceres.ocn.ne.jp

http://www.49-50koikezome.com/

H18.8.22～H22.3.31

22 ツーレッグズパター（Two legs putter）

ヘッドバランスを左右に振ったツーレッグズ（２本脚）
形状により安定したストロークを実現、更にグリーン上
のオーケーボールを簡単にピックアップ出来る画期的な
パターです。2006年度とちぎデザイン大賞・最優秀賞、
第56回栃木県発明展・特許庁長官奨励賞を受賞。
この秋2008年モデル（スーパー・ＴＬＰ）が新登場。

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

５５ＰＡＲＴＮＥＲ㈱

〒327-0834 佐野市若宮下町9-15

ＴEL0283-27-7362 FAX0283-27-7562

hanbai@55partner.com

http://www.55partner.com/

H19.7.24～H23.3.31

26,250円●商品価格（参考）
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23 ヘルメット防暑用品「クールメット」

厚さ0.2の超薄型で、ヘルメットの頭部（頂部）とハ
ンモックの間に装着するだけで、熱を反射し頭部への熱
の侵入を防ぎます。ヘルメット外部への装着でないため、
安全上は問題ありません。また、クールメット頭部側に
は木炭塗料を塗布し、ヘルメット内の「悪臭吸着分解」
「調湿作用」を合わせ持つ防暑用品です。

1,260円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱サン・ハロー

〒324-0063 大田原市町島190

TEL0287-23-8686 FAX0287-23-8888

info@sunhello.jp

http://www.sunhello.jp/

H19.7.24～H23.3.31

24 農園芸用支柱留め具「クロスワイヤー」

野菜棚を組立てるには、ひもやビニ帯にて竹支柱同士
を留めていましたが、その欠点は、「しっかり留められ
ない」「緩んでしまう」「劣化してしまう」等でした。こ
れを解消する、ステンレスバネを使用した「常にしめつ
けられる」「サビない」「繰り返し使用できる」農園用支
柱留め具です。主竹支柱のサイズを購入戴きますと主支
柱より細い径の竹支柱でも留めることができます。
（十文字留めタイプ） ３サイズ
（斜め留めタイプ） ４サイズ

500円／袋（8～14個入）●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

三洋発條㈱

〒326-0836 足利市南大町473

TEL0284-70-3300 FAX0284-70-3305

m.hiromachi@bellsmore.jp

http://www.bellsmore.jp/

H19.7.24～H23.3.31
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25 蒸
じょう

煮
しゃ

冷
れい

却
きゃく

機
き

学校給食向けの新しい調理機械、加熱・冷却調理が１
台で可能です。学校給食発祥の地と言われている給食セ
ンターでも使用されています。蒸煮工程ではゆでる、蒸
す、煮込む、冷凍食品の解凍が短時間で行えます。食材
を水に漬けない蒸気加熱なので食材の栄養素を逃さず、
風味や色合いを損なわず、素材の味を残せます。冷却工
程では真空で短時間に冷やすので、品質を落さず食中毒
を防ぎます。導入した日からどなたでも使用できます。

1,200万円～2,200万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱三和製作所

〒328-0042 栃木市沼和田町26-42

TEL0282-24-8899 FAX0282-24-6650

30mo@30sanwa.co.jp

http://www.30sanwa.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

26 赤外レーザースポット加熱システム＆超精密3次元門型ロボットシステム

「赤外レーザ微小スポット加熱システム」は従来600μm程
度のスポット径であった「レーザ半田付け」を「特殊光学系」
を組み込み、約1/10：50μm（0.05㎜）のスポット径を実現
した製品で、エネルギーの集約度が100倍になりました。
「超精密3次元門型ロボットシステム」は従来20μm（0.02

㎜）程度であった「繰り返し位置決め精度」を設計上の工夫に
より、2μm（0.002㎜）を実現したロボットシステムです。
この両者のドッキングにより従来は不可能であった0.1㎜以

下の自動化微小加熱加工を実現することが可能となりました。

スポット加熱システム 250万円
ロボットシステム 99万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

シグマサイバーテック㈱

〒326-0842 足利市今福町706-2

TEL0284-22-2570 FAX0284-21-4826

sale@sigma-cybertech.co.jp

http://www.sigma-cybertech.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

t赤外レーザスポット
過熱システム

超精密3次元門型s
ロボットシステム
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27 曲線階段用昇降機「タスカルＳＲＳ」

屋内屋外両対応の曲線階段用昇降機です。行きたい方
向のボタンを押すだけの簡単操作で動作し、上階でいす
が回転するため乗り降りもスムーズです。コンパクト設
計で未使用時にはイス部、肘掛部、足載せ部を折りたた
むことにより場所をとりません。バッテリー駆動のため
停電時でも動作します。また型式適合認定を取得してい
るため公共の物件にも取付可能です。

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

シンテックス㈱

〒329-1412 さくら市喜連川1114

TEL028-686-6353 FAX028-686-6128 

webeditor@syntex.co.jp 

http://www.syntex.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

28 段差解消機「タスカルりふと」

車椅子で生活する方が、行動を制限されることの多い
段差を容易に解消し、日々の生活を快適に過ごす事が出
来るように開発した段差解消機です。行きたい方向のボ
タンを押すだけの簡単な操作で動作し、押し続けている
間だけ動作するので安全性にも優れています。省スペー
スで設置可能なほか、介助者なしで段差の乗り降りが可
能です。130万円～

（揚程（ストローク）により価格は
変わります）

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

シンテックス㈱

〒329-1412 さくら市喜連川1114

TEL028-686-6353 FAX028-686-6128 

webeditor@syntex.co.jp 

http://www.syntex.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

160万円～
（階段形状により価格は変わります）

●商品価格（参考）
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29 FocusTalk（フォーカストーク）

FocusTalkは、Windowsの画面情報を音声で読み上
げるソフトウェアです。画面に表示された文字やアプリ
ケーションの内容、キーボードから入力した情報などを
合成音声で読み上げ、パソコン操作を強力にサポートし
ます。視覚障害者の方をはじめ、ご高齢者やお子様、外
国籍の方などあらゆる方にご利用いただけるユニバーサ
ルアプリケーションです。最新のVer2.0は、Windows
Vistaと同日発売された“世界初”のスクリーンリーダ
ーとして大きな話題となりました。

Ver1.0 25,000円
Ver.1.0からVer2.0への
バージョンアップ　15,000円
Ver2.0 39,000円　

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱スカイフィッシュ

〒321-0982 宇都宮市御幸ヶ原町185-7

TEL050-3535-0940 FAX028-664-0681

ft-sales@skyfish.co.jp

http://www.skyfish.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

30 JukeDoX（ジュークドックス）

JukeDoXは、パソコン上で扱われている主な文書フ
ァイルをオーディオプレイヤー感覚で簡単に「音声読み
上げ・録音・編集」することができる「文書音声化ソフ
トウェア」です。電子文書をオーディオファイルとして
保存できるため、携帯オーディオに入れて持ち運ぶなど
様々な使い方ができます。電子文書の世界標準規格
Open XMLを採用した先進事例として、国内外に広く紹
介されています。

一般向け 18,900円
法人向け（基本） 20万円～
（カスタマイス）個別見積もり

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱スカイフィッシュ

〒321-0982 宇都宮市御幸ヶ原町185-7

TEL050-3535-0940 FAX028-664-0681

jd-support@skyfish.co.jp

http://www.skyfish.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW

2008
NEW
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31 播種機（THK6250 HK625 THK6150）

播種機はお米の苗を田植機で植付け可能な形状に苗箱
に種を播く機械です。高精度播種スーパーロールにて、
苗箱に均等に種を播き植付けに最適な形状の苗を作るこ
とができます。また、全自動で播種時に必要な作業を一
貫して出来るので、人員の節減や作業時間の短縮、労働
力の軽減が可能となります。

THK6250 420,000円
HK625 346,500円
THK6150 325,500円

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地44-3

TEL028-664-1111 FAX028-662-5592

info@suzutec.co.jp

http://www.suzutec.co.jp/

H19.7.24～H23.3.31

32 手動式掃除機「ふらっと」

工場・倉庫・駐車場などを「ほうき」と「チリ取り」
で掃除する要領で、人が押して歩くだけで掃除を行いま
す。電源を使わず清掃時間の短縮・経費節減が出来ます。
また、独自の密閉されたボディにより「ほこり」「粉塵」
を舞い上げないので、人体や環境に優しい掃除機です。

136,500円～189,000円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地44-3

TEL028-664-1111 FAX028-662-5592

info@suzutec.co.jp

http://www.suzutec.co.jp/

H19.7.24～H23.3.31
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33 熱風発生機「クリーンサーモワン」

産業、農業、畜産他あらゆる箇所に用途可能なクリー
ンな熱風を発生します。機械内のブロワー（送風機）で
空気に高圧を加え圧縮空気を高熱としており、燃焼装置
は一切有りません。吐出温度は40℃～90℃、吐出湿度
は0％～80％で自動設定することができます。石油を使
用せず、CO2排出量の削減、地球環境の保護に貢献しま
す。清浄な熱風空気で用途にあった様々な環境作りに最
適です。

140万円～300万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱鈴矢電機サービス

〒320-0075 宇都宮市宝木本町1258-7

TEL028-665-4305 FAX028-665-5395

sss@suzuyadenki.co.jp

http://www.suzuyadenki.co.jp/

H19.7.24～H23.3.31

34 Illustrated Timing diagram of 4stroke 1cycle gasoline engine

従来は表現されなかった吸気・排気バルブの開き量、
圧縮行程での容積変化、点火の時期、燃焼行程の圧力変
化を図式化したタイミングダイヤグラムです。各行程の
タイミングと変化量がクランク軸の回転角度に合わせた
帯状の円弧表示となっていて、角度と量的変化の関係が
連続的かつ視覚的に捉えることができるため、エンジン
の作動機構の理解が容易になります。

No.200503 19,425円
No.200502 30,975円
No.200501 受注時決定

●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

認定期間

３can do（スリーキャンドゥ）
〒329-1105 宇都宮市中岡本2663-662
（茂木事業所）
〒321-3535 茂木町鮎田2244

TEL0285-63-2110 FAX0285-64-1132

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW
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35 虫キャッチ

「虫キャッチ」には、４つの特徴があります。
１　彩色誘引…「黄色」だけで害虫を誘引。化学物質に
よらず有機栽培農業に最適。

２　「生産者の健康」と「環境」に配慮…揮発性有機化
合物を抑制。有害物質も含まれず焼却も可能。

３　耐候性…水に濡れても乾けば粘着力が復元。
４　便利な仕様…「１枚両面粘着シート」。
お買い求めは、お近くのJAへどうぞ。１ケース（10枚入20袋）

16,800円前後●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

URL

認定期間

㈱創研

〒322-0026 鹿沼市茂呂788

TEL0289-76-2100 FAX0289-76-2150

http://www.souken-co.jp/

H20.7.230H24.3.31

36 簡易位置情報取得装置「道案内」

目標物が少ない原野、山岳地帯でも、GPSの緯度経度
データからマップポインター（緯度経度定規）を利用して、
地図（道標60）上に今いる場所を簡単に出せる商品です。
（道標60・マップポインター・GPSで構成されます）
・道標60 1/25,000地形図に粗緯度経度線加筆後ラミ
ネート加工を施した強靱な地図

・マップポインター　ＧＰＳのデータを地図上1mm以
内に出せる定規。（道標60の粗緯度経度線を使い１秒
単位の緯度経度値を読み取ることも可能）

8万円～15万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱測研

〒321-0155 宇都宮市西川田南2-21-28

ＴＥＬ028-658-8368 FAX028-658-8792

k-sokken@mue.biglobe.ne.jp

http://www2u.biglobe.ne.jp/̃k-sokken/

H18.8.22～H22.3.31

2008
NEW
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37 杉のいす

これまでになかった‘杉のいす’ができました。従来、
木のいすといえば硬い広葉樹や合板製で、杉はやわらか
過ぎて強度が弱く「いすには向かない」とされてきたの
です。杉のやわらかさを生かし環境負荷を少なくするた
め、集成加工材でない無垢の杉材にこだわり、新たな木
組みや構造を考案し、‘杉のいす’が生れたのです。間伐
材の有効利用や森林環境の改善向上に貢献できそうです。21,000円～27,000円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

素木工房

〒329-1311 さくら市氏家1773-15

TEL028ｰ682-6495

beerbeer@hkg.odn.ne.jp

http://www2.odn.ne.jp/sobokukobo/

H19.7.24～H23.3.31

38 物流ツール「スライダーボード」・自重滑り樹脂ボード「スライダーストック」

持ち運ぶ作業から押して移動する作業へ！動力から労
力へ！労力削減ツール！
プラスチック製の特殊メッシュボードで、滑らせる物

との接点を少なくし滑り易くします。使用方法は、滑ら
せたい物の下に敷くだけ、両面使用でき設置もメンテナ
ンスも簡単です。スライダーボードは接続・固定ができ
大面積にも対応可能。色々な場所での作業効率向上にお
役立て下さい。スライダーストックは店舗の傾斜のつい
た商品ゴンドラに敷くと、商品が自分の重さで滑り、常
に最前列に整頓します。全て同一素材のリサイクル性に
優れた環境対応型製品です。

300(W）×500(D）×3.8（H)mm
5,700円/枚

300(W)×400（D）×3.8（H)mm
5,200円/枚

●商品価格（参考）

▼シューター ▼方向転換

▼作業台 ▼車の荷台

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱ダイサン

〒326-0142 足利市小俣南町15-16

TEL0284-63-2287 FAX0284-63-2297

info@daisan-net.com

http://www.daisan-net.com/

H18.8.22～H22.3.31
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39 業務用厨房シンク型油脂分自動分別機「グリス・ECO」

栃木で生まれ、「愛・地球博」で世界の環境技術百選
である『愛・地球賞』を受賞したシンク型油水分離機で
す。排水中の油分を1/100以下にし、回収油はリサイク
ル資源になります。ラーメン店からレストラン、社員食
堂、給食センターや食品工場にまで幅広く採用されてい
ます。下水管詰まりの解消、浄化施設の機能改善や汚泥
削減に特に効果があり、下水道と浄化槽の油問題と経費
削減の切り札となります。

150万円～1,000万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱大都技研

〒328-0111 都賀町家中2459-2

TEL0282-28-0606 FAX0282-28-1221

daito@greaseeco.co.jp

http://www.greaseeco.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

40 光散乱方式ダスト濃度計 DDMー2001

ダスト濃度計とは、煙突から排出されるばいじんを連
続的に測定し、大気汚染防止法を遵守する為に使用する
相対濃度計です。
ＤＤＭー2001は直接光散乱方式を採用し、過酷な環境

でのメンテナンスフリーを実現するために開発された独
特な構造の検出器を備えている非常にシンプルなダスト
濃度計です。電気部分が全く無い検出器を開発したこと
により、従来タイプのサンプリング方式では不可能な高
温、高圧など様々な環境下（水分の多いガス、高温
（820℃）、高圧(246KPa)）での測定・校正が可能です。

260万～320万円　●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱田中電気研究所
〒156-0052 東京都世田谷区経堂3-30-10
（烏山工場）
〒321-0625 那須烏山市宮原32-1

TEL03-3425-2381 FAX03-3425-2373

t-tanaka@tanaka-e-lab.com

http://www.tanaka-e-lab.com/

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW
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41 知育玩具「あたまぷるぷる」

発泡スチロール製のパーツを組み合わせることによ
って様々な形を創ることができます。自由な発想で無限
のバリエーションが可能であり、想像力を高めるととも
に集中力の強化等も期待されます。

8,950円（10セット）●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲ティーアンドティー

〒322-0047 鹿沼市酒野谷248

TEL0289-60-1143 FAX0289-60-1144

home@t-and-t.co.jp

http://www.t-and-t.co.jp/

H19.7.24～H23.3.31

42 園児安心情報システム「キッズセイバー」

幼稚園・保育園等にかかってくる電話の相手がまちが
いなく園児の保護者かどうかを確認し、身分を偽る悪意
の第三者から大切な園児と園児の情報を守るためのコン
ピュータシステムです。このシステムでは電話とパソコ
ンを連携させ、予め登録されている保護者からの電話に
は園児の詳しい情報を画面に表示し、登録されていない
電話には注意を促す警告が表示されるようになっています。

30万円～150万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱テクノ産業

〒325-0033 那須塩原市埼玉371-8

TEL0287-62-6010 FAX0287-62-8998

techno@nasuinfo.or.jp 

http://www.tecowl.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31
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43 サスマタ　タックル

侵入者から逃げるためのサスマタです。侵入者に『タ
ックル』を押しあてると、アームが侵入者を包み込み、
ロックが掛かります。使用者は『タックル』を置き、逃
げます。閉じたまま侵入者が追いかけようとすれば、
『タックル』がその障害となります。

36,000円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲藤光製作所

〒326-0067 足利市江川町　2-18-11

TEL0284-43-1704 FAX 0284-43-1767

to-ko@k3.dion.ne.jp

http://www.h5.dion.ne.jp/̃toko/

H20.7.23～H24.3.31

44 電動スウェーデン式サウンディング試験機サーチＮ型

住宅等の地盤の強度を測定する試験機です。以前の試
験測定は人力で多くの労力が必要でしたが、この試験機
は電動・小型軽量・簡単操作で試験測定ができます。さ
らに、土等のサンプル採取機能を持たせて、土壌等の採
取でより正確な地盤調査が可能です。土壌汚染調査
（土・ガス・水・油）の試料採取用や本試験機を利用し
た地下埋設物調査（各種調査方法に対応）にも対応でき、
広範囲の応用が可能な試験機です。

手動ウィンチ型　　　60万円
電動ウィンチ型　　　80万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲仁平製作所

〒322-0074 鹿沼市日吉町495

TEL0289-62-5883 FAX0289-64-7458

info@nihei-works.com 

http://www.nihei-works.com/

H18.8.22～H22.3.31

2008
NEW
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45 アキモトのパンの缶詰

阪神大震災の被災者の声を参考に発明されたパンの缶
詰、そして中越地震の被災地でその製品価値が大きく認
められました。また海外の災害被災地で活躍するボラン
ティアにも好評で、赤十字社や災害ＮＧＯからの引き合
いも増えてきています。従来の乾パンより食べやすく、
しかも携帯性・保存性もある「柔らかく美味しいパン」
が缶いっぱいに詰まっています。備蓄品ばかりでなく、
ラベルを替えてノベルティー商品や、素材を厳選した土
産品としての利用も増えてきています。

380円～420円／缶●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱パン・アキモト

〒329-3147 那須塩原市東小屋295-4

TEL0287-65-3351 FAX0287-65-3353

iinfo@panakimoto.com

http://www.panakimoto.com/

H18.8.22～H22.3.31

46 ポータブル型燃料電池システム「背負子型燃料電池」

燃料電池を搭載した小型軽量で持ち運びが容易なポー
タブル電源システムです。スイッチ一つでAC100V最大
600Wを供給します。また、水素ボンベと組み合わせる
ことで出力400W連続24時間以上の運転が可能です。排
気ガスは一切排出せず、反応時の水気のみと究極にクリ
ーンな発電機といえます。シンプルな操作性と低圧力水
素供給仕様により安全性にも優れており、災害時の初期
活動や閉所作業場での電源として最適です。

100万円＋リース・レンタル有●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱バンテック

〒329-2733 那須塩原市二区町321

TEL0287-36-3398 FAX0287-36-3397

info@vantec-jp.com 

http://www.vantec-jp.com/

H18.8.22～H22.3.31
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47 受雷針及び受雷装置

『受雷針及び受雷装置』は、日本・米国･韓国で特許
を取得している、新型避雷針とそのアースシステムです。
従来型避雷針との比較試験において、受雷率の高さが評
価された突針と独自のアースシステムを組合せること
で、建物への直撃雷からの保護効果を発揮します。設置
する建物の形状を問わず、一般家屋・寺社仏閣・公共施
設・高層ビル等々、幅広く採用されております。御社の
雷害対策に『受雷針及び受雷装置』が貢献いたします。

基本構成/独立型　126,300円～●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

光産業㈱

〒328-0033 栃木市城内町　2-26-73

TEL0282-24-4475 FAX0282-22-6902

info@juraisin.com

http://www.juraisin.com/

H20.7.23～H24.3.31

48 電磁石水処理システム「MAシステム」

電磁石を用いた、クーリングタワーやボイラー熱交換
器の水処理用商品です。1.7テスラの高磁場を製品へ応
用したシステムであり、日米両国特許を取得しています。
スケール、腐食、スライム、スラッジ障害等に大きな効
果を発揮し、また、環境にやさしく、薬品使用量・メン
テナンス費用の大幅な削減、熱効率の向上等の数多くの
利点があります。B-25型　200万円

C-25型　330万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

平成理研㈱

〒321-0912 宇都宮市石井町2856-3

TEL028-660-1700 FAX028-660-1818

eigyou@heiseiriken.co.jp

http://www.heiseiriken.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

2008
NEW
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49 ボイラー用水処理剤「リスポリン－ＵＴシリーズ」

発がん性物質と言われるヒドラジンを含まず、安全性
が高いボイラー用糖類清缶剤として開発された商品で
す。変異原性のないことも確認され、食品関係はもとよ
り、一般事業所でも安心して使用できます。ＭＡシステ
ムとの併用により薬品使用量が50％削減でき、ブロー
量も大幅に削減できるため、経済性に優れ、省力化・省
エネ化はもとより環境にやさしい商品です。また、ブロ
ー水が透明のため、放流水に褐色等の着色はありません。

800円～1,500円/kg●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

平成理研㈱

〒321-0912 宇都宮市石井町2856-3

TEL028-660-1700 FAX028-660-1818

eigyou@heiseiriken.co.jp

http://www.heiseiriken.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

50 木製学習机・椅子

次世代を担う児童、生徒達に心豊かな学習環境づくり
を応援するため、開発された木製学習机・椅子です。
新JIS規格（JIS規格文部省学校用家具）の耐衝撃性試

験（学校用家具：普通教室用机、椅子の繰返し衝撃試験）
を行い適正と認められたシンプルで強固な作り、しかも
軽量で機能的なデザインです。素材は人、地域、地球環
境に優しい栃木県産桧材（間伐材）を使用しています。

１セット　24,000円～26,000円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

星野工業㈱

〒322-0072 鹿沼市玉田町　692-8

TEL0289-65-5131 FAX0289-62-7081

info@hoshino-kogyo.co.jp

http://www.hoshino-kogyo.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW
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51 可視光線応答型光触媒消臭剤「アロマフレッシュ」

蛍光灯の光や光量の少ない場所でも光触媒反応を起こ
すことが出来る光触媒消臭剤です。これは、従来の光触
媒と同様に、紫外線にも反応致しますが、蛍光灯や照度
の低い場所から発する可視光線でも十分に光触媒反応を
起こすことが可能であり、密閉された室内や照度の低い
場所、光量の少ない屋外等など光触媒効果の利用場所を
格段に広げることが可能となりました。
また、材料はすべて、食品添加物のみを使用していま

す。

スプレー　　　600円／本（500ml）
詰め替え用 3,800円／本（4r）●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

丸昌産業㈱

〒327-0031 佐野市田島町171

TEL0283-22-1901 FAX0283-22-7520

honsya@marusyosangyo.jp

http://www.marusyosangyo.jp/

H19.7.24～H23.3.31

52 無臭元シルフィ

「無臭元シルフィ」は、今までに無い画期的な据え置
き型消臭・除菌剤です。有効成分が拡散、悪臭を強力分
解し、その除菌力は、バクテリアやカビ、ウィルス（ノ
ロウィルス等）に対しても高い効果を発揮します。使用
方法はとても簡単で、開封して専用ケースに入れておく
だけです。又、安全に保管、取扱いが可能な形態です。
その特性から、今まで消臭・除菌が困難であったものに
対しても使用することができます。

1,000円/個●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

無臭元工業㈱
〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6
（小山工場）
〒323-0803 小山市北飯田5-5

TEL03-3890-9156 FAX03-3890-6779

support@mushugen.co.jp

http://www.mushugen.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW
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53 隻手手織機「楽織ーラクオリー」

美しいデザインと温かい感触。心が伝わる本格手織作
品は世界にひとつ。両手両足の操作を必要とする本格手
織の醍醐味を「片手」だけで楽しむことができます。３
段階高さ調節機構は、車いすを利用される方でも、子供
からご高齢者まで安心して使用することができます。コ
ンパクト設計の本体はさらに上下に分離しますので、狭
いドアも通過でき、どのお部屋にも設置することができ
ます。道具を「使う」楽しみを味わってください。

9.8万円～20万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱もったいない

〒324-0047 大田原市美原3-3323-12

TEL0287-20-0065 FAX0287-20-0676

info@mottai-nai.com

http://www.mottai-nai.com/

H18.8.22～H22.3.31

54 寝
ねる

呼
こ

吸
きゅう

ウレタンフォームに特殊な切れ込み加工を施し頭部へ
の圧力を分散し、積極的に通気性を高め熱帯夜において
も蒸れにくい特製を持った枕です。

14,800円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱横山

〒326-0333 足利市問屋町1177-27

TEL0284-72-2211 FAX 0284-72-2220

kabuyoko@watv.ne.jp 

http://www.ashikaga-yokoyama.co.jp/

H20.7.23～H24.3.31

2008
NEW
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55 廃プラリサイクルベンチ・テーブル

様々な種類の廃プラ（熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、
PET、PP等）を分別せずに再生することを可能とした
ＰＢー530システムにより製造された廃プラリサイクル
ベンチ・テーブルです。分別の手間を無くし低コストで
のリサイクルを実現しており、100％廃プラからできた
環境に優しい製品です。

2,000円～35,000円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈲吉岡産業

〒327-023 佐野市飛駒町1416-2

TEL0283-66-2421 FAX0283-66-2425

yoshioka@mh.point.ne.jp

http://www.pb530.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31

56 高カルシウム液状肥料「葉
よう

希
き

肥
ひ

」

カルシウム、マグネシウムが豊富なドロマイトを有機酸、
ビタミンで溶かした水溶化物に、微量要素と肥料成分を加
え濃縮させた葉面散布剤（多成分型液状肥料）です。
カルシウムをはじめ各種ミネラル、肥料成分や微量要

素の補給だけではなく、作物の硝酸態窒素の消化、糖度、
ビタミン含有率の増加を助けます。

3,800円～5,000円/本（4kg）●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

吉澤石灰工業㈱

〒327-0592 佐野市宮下町7-10

TEL0283-84-1113 FAX0283-84-1123

kaiei＠yoshizawa.co.jp

http://www.yoshizawa.co.jp/

H18.8.22～H22.3.31
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57 自動車ホイールロックアーム「まもりん棒」

アルミホイールの盗難・車両盗難防止用ホイールロッ
クアームです。長さが調整できるので、多機種の車両に
装着可能です。また、左右２輪のホイール空間に外側か
らアーム部を深く食い込ませ使用するため、ホイールが
外せず視覚的にも効果抜群です。 取付は、キーレスワ
ンタッチ施錠なので夜間や雨天時また女性にも簡単で
す。折りたたんでトランクに収納、持ち運びができ、ア
ーム両端部はビニールにて被覆しアルミホイールに傷が
つきにくくなっています。

39,800円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

リコー産業㈱

〒323-0811 小山市犬塚282-2

TEL0285-24-3801 FAX0285-24-3860

mamorinbou@ricohsangyo.com

http://www.ricohsangyo.com/

H18.8.22～H22.3.31

58 小動物診断用Ｘ線断層撮影装置「ACTOR－01A」

日本初の小動物診断用X線断層撮影装置（ＣＴ）です。
X線遮蔽室を必要とせず、AC100Vで使用でき、操作は
パソコンのみで、ごく簡単です。
当社は、平成3年創業以来　半導体を使った放射線検

出器の開発を続けて参りましたが、その応用製品として
本機の開発に成功しました。
直径32ｃｍ以下の物体の内部を、非接触・非破壊で

簡単に観察することができますので、動物以外の分野で
も簡単にお使い頂けます。

1,500万円●商品価格（参考）

認定事業者

名　称

住　所

電話・FAX

e-mail

URL

認定期間

㈱レイテック

宇都宮市陽東5-6-27

TEL028-689-4771 FAX028-689-4780

raytech@poem.ocn.ne.jp

http://www2.ocn.ne.jp/̃raytech/

H18.8.22～H22.3.31
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事業者数

平成 18年度

平成 19年度

平成 20年度

　合　　計

24

12

14

49

28

15

15

58

商　品　数

＊

＊複数年度認定事業者あり

レッツBuyとちぎ認定件数
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レッツBuyとちぎ（新商品購入支援事業）について

この制度は、独自技術を活かした優れた新商品で新たな事業分野の開拓に取り組む中小
企業者の方々の販路開拓の支援につなげていくため平成18年度に創設したものです。

「レッツBuyとちぎ」に認定されると？

○　県の各機関にＰＲされ、一般の競争入札制度によらない随意契約による納品が
可能となります。

○　ホームページやパンフレット、展示会等により、広く新商品がＰＲされます。
○　同様な商品認定を行っている県とのネットワークにより新商品の情報が全国に
発信されます。

（＊本認定は地方自治法施行令第167条の２第１項第４号に定める認定になります。）

（＊1）産学官からなる審査会において審査の上決定します。
（＊2）認定自体は新商品の購入を担保するものではありません。
（＊3）同様な商品認定を実施している39道県で構成されています。

対象者は？

次のいずれにも該当する方が対象です。
１）県内に本店、主たる事業所を有する中小企業者
２）新商品を県内で生産する者、又は、県内で新商品を開発した者

県
（
産
業
政
策
課
）
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対象者となる商品は？

次のいずれにも該当する商品になります。
１）販売開始後10年以内で県機関の使途が見込まれる物品
（ただし、医薬品、防災用以外の食料品は除きます。）

２）次のいずれかに該当する商品
¡経営革新計画等に基づく商品
¡フロンティア企業の商品
¡県又は（財）栃木県産業振興センターの支援を受けている又は受けた商品
¡市町村が推薦する商品
¡その他知事が認める商品

認定基準は？

次のいずれにも該当する必要があります。
１）新規性～既存の商品と異なる新規性・独創性が認められるもの
２）有益性～技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与するもの
３）実現性～商品の生産方法や実施に必要な資金な額、その調達方法が適切なもの
４）公益性～認定に係る実施計画が公序良俗・関係法令に反していないもの

認定期間は？

認定の日から3年を経過した年度末
（例） 認定日　H20.7.23 認定期間　H20.7.23～H24.3.31

レッツBuyとちぎ（新商品購入支援事業）の詳細については、以下に記載のホームページ
で確認することができます。

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/work/shoukougyou/chuushou/letsbuy_top.html



栃木県産業労働観光部産業政策課

http://www.pref.tochigi.lg.jp/system/honchou/honchou/sangyoseisaku_main.html

〒３２０-８５０１ 　栃木県宇都宮市塙田１-１-２０

028-623-3203 028-623-3167

この冊子は、再生紙を使用しています。


