画面読み上げソフト
FocusTalkV4

平成28年度

認定商品

Buy

認定商品

Windows用画面読み
上げソフトです。画面
に表示されている文字
やキーボードから入力
した文字を合成音声で
読み上げます。

事業分野の開拓を図る者として認定し、県の随意契約による調達

認定商品

Buy

機会の拡大と販路開拓を支援します。

平成28年度

推奨商品

高性能人工芝充填砂
「マックスサンド」

骨材の隙間を確実に形成することが

は目砂の完全固結を防止し、足腰の負

できるため、透水性を落とすことなく

担軽減と透水効果が長期間維持。高

不陸の補修が可能。不陸の浅い部分

温焼付カラーサンドは耐久性に優れ、

でも骨材の密度が粗くなることがない

安定した発色でライン認識性も上がり

ので下地との境界付近でも不陸修正

プレーヤーに有益な施工が可能です。

層を確実に形成することができます。

株式会社ケイエムシー

語コミュニケーション
を支援するソフトとし

推奨商品

す。予算編成や固定資産管理、伺

『BLB PONTA』

能な、埋込USB給電コンセントです。

処理や消費税計算など各種の事

認定商品

みんなのフロイス

認定商品

座面の高さが2通りに！

コンパクトタイプ
（ブレーカ付）

ちょうど良い高さで座

大和電器株式会社

19インチラック用 コンセントバー

れる家族みんなの風呂

能。取付穴を本体中心

い 、木のやさしさ、木

エットに最適な健康モード）

認定商品

Buy

推奨商品

での取付ができます。

て、座り心地の良い流

ーです。

平成28年度

とすることで左右対称

目 の 美しさを 生 かし

が体験できるシミュレータ

Let's Buy Tochigi
2016

界最小サイズ。フルラックへ縦列2本の取付やハーフラックへ取付が可

良 質な桧 材 のみを使

走る、運動不足解消やダイ

推奨商品

30A 12口 100V
（15A 2系統の安全ブレーカ付）
。全長883mmの業

イスです。栃木県産の

決めたレベルで1,000mを

識別して充電ができます。

が可能です。

BLB PONTAは、
２種類の

できるチャレンジモード、②

器
（iPhone、スマートフォン）
を瞬時に

費用の事業按分シミュレーション

株式会社めいじ屋

かに早く走れるかで勝負が

知能ICを搭載しており接続された機

務処理業務ができます。決算前に

株式会社ツカサ精密

推奨商品

5Ｖ 2.4Aの高出力タイプで充電が可

い書作成から伝票発行、銀行振込

ロードバイク体験シミュレーター

埋込USB給電用
コンセント
大和電器株式会社

公益法人向けの会計システムで

て活用できます。

モード
（①設定した距離をい

栃木県

のほか、外国人の日本

推奨商品

株式会社極東体育施設

公益法人支援システム
「公楽」
Ｖ５

視覚障害者や高齢者

新規性の高い優れた新商品等を生産する中小企業者を新たな

ノンフリック
修正補修材

推奨商品

株式会社極東体育施設

株式会社スカイフィッシュ

推奨商品

MAX SAND/
MAX SAND R

線型の座面に仕上げ
ました。

平成 28年度 レッツ Buyとちぎ（新商品等調達・販路開拓支援事業）認定商品・推奨商品一覧
●商品名

埃カバー付 OAタップ

認定商品

かんぴょうスピーカー

●電話番号

●価格
（税別）

宇都宮市御幸ケ原町185-7

050-3535-0940

40,000円
http://www.skyﬁsh.co.jp/
㋹26,664円 /年

●住所

株式会社ツカサ精密

宇都宮市芦沼町3270-1

028-674-4189

㋹50,000円 〜

http;//www.blbponta.com

みんなのフロイス

株式会社めいじ屋

鹿沼市茂呂2469
（木工団地内） 0289-65-3322

3,700円

http://www.meijiya.ne.jp/

★

埃カバー付 OAタップ

大和電器株式会社

宇都宮市上御田町459

028-653-0310

株式会社スカイフィッシュ

ロードバイク体験シミュレーター

★

★

認定商品

●製作者

画面読み上げソフト

★

FocusTalkV4

『BLB PONTA』

●URL

大和電器株式会社

株式会社リッツコーポレーション

差 込 口に専 用の埃カ

かんぴょうの原料
「夕顔の

★

かんぴょうスピーカー

株式会社リッツコーポレーション

小山市駅南町3-14-22

0285-27-2596

実」
と高 級 絹 織 物「 結 城

○

MAX SAND/MAX SAND R

株式会社極東体育施設

宇都宮市京町11-1

028-636-7711

http://www.kyokutou-ts.co.jp

紬」
に、弊社の
「オリジナル

30円 /㎏〜
180円 /㎏

○

ノンフリック修正補修材

株式会社極東体育施設

宇都宮市京町11-1

028-636-7711

1,000円 /㎡〜
2,500円 /㎡

http://www.kyokutou-ts.co.jp

公益法人支援システム

株式会社ケイエムシー

宇都宮市中今泉5-24-7

028-613-5111

900,000円

http://www.k-m-c.co.jp/

バ ーを取 付 けること
で、使用しない差込口
への埃の侵入を防ぐこ
とができるOAタップ
です。使用環境に応じ
て付属のマグネットを
3面（両側面・背面）の
何れかに任 意で取 付
けることができます。

技術」
を融合させて、楽器

オープン価格

http://www.yamatodenki.com/

63,000円
http://www.soundtec.co.jp
㋹3,000円 /日

のような心地良い響きを

○

奏でる可愛いルックスの

○

埋込USB給電用コンセント

大和電器株式会社

宇都宮市上御田町459

028-653-0310

オープン価格

http://www.yamatodenki.com/

オンリーワンスピーカー

○

19インチラック用コンセントバー
大和電器株式会社
コンパクトタイプ
（ブレーカ付）

宇都宮市上御田町459

028-653-0310

オープン価格

http://www.yamatodenki.com/

です。

「公楽」
Ｖ５

★ 認定商品
○ 推奨商品

㋹ レンタル

●ホームページ／

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/shoukougyou/chuushou/letsbuy̲top.html

●お問い合わせ／ 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県 産業労働観光部工業振興課 地域産業担当

TEL.028-623-3198 FAX.028-623-3945 E-mail kougyou@pref.tochigi.lg.jp

