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　県では、県内中小企業の卓越した技術や独自のアイディアにより開発された商

品を認定し、県の各機関での購入促進に努めるとともに、県のホームページや各

種イベント、更には全国で同様な制度を実施している都道県とのネットワーク等

を活用し、広くPRしています。

　また、平成22年度からは、従来からの県の各機関において購入の対象となる

「認定商品」に加え、民間の方にもおすすめできる商品を「推奨商品」として広

くPRすることとしています。

　掲載されている商品は、いずれも新規性・独自性に富んだ商品となっておりま

すので、皆様におかれましても、是非お買い求めいだだければ幸いです。

　　平成26年9月

栃木県産業労働観光部　

は　じ　め　に
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6,000円●商品価格（参考）

認定事業者

株式会社井上製作所名　称

〒327-0847 佐野市天神町959住　所

TEL0283-22-2866　FAX0283-22-2371電話・FAX

inouess@inoue-seisakusho.come-mail

http://www.mediinno.jpURL

H28.3.31まで認定期間

車いすご利用の皆様へ
　雨の日のお車の乗り降りの際の雨除けとしてご利用く
ださい。
－特徴－
1. 表面は吸水性があるので水滴を吸い込み水玉にしませ
んので（限界は、有ります）車内や玄関先で水滴を落と
しません（マ－パス加工により、吸水、速乾）
2. 裏コ－ティングで水を透しません
3. バイオガ－ド加工（制菌加工）

1 レインポンチョ

80,000円●商品価格（参考）

認定事業者

株式会社井上製作所名　称

〒327-0847 佐野市天神町959住　所

TEL0283-22-2866　FAX0283-22-2371電話・FAX

inouess@inoue-seisakusho.come-mail

http://www.mediinno.jpURL

H29.3.31まで認定期間

　この装着型関節拘縮体験シミュレーターは、片麻痺状
態にある患者様等の関節拘縮（上下肢）の程度を設定し、
装着することによってその患者様が経験している様々な
日常生活場面を体験でき、患者様に必要な支援方法を見
出すことに貢献できる。
①一人で簡単に装着できる。
②あらゆる場面の体験が出来ます。
③メンテナンスが簡単。

2 装着型関節拘縮体験シミュレーター

認定商品
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ポリプロピレン製
200㍉×300㍉×1㍉厚・ 3㍉網状・重さ約30g  
8,640円（1年間有効）

●商品価格（参考）

認定事業者

太田セラミックス産業名　称

〒320-0065 宇都宮市駒生町836-1住　所

TEL028-624-4651　FAX028-624-4652電話・FAX

ohta-ceramics@nifty.come-mail

http://homepage1.nifty.com/ohta-ceramics/URL

H29.3.31まで認定期間

　農業は「土」「水」「管理」といわれております。作物
は先ず作物育成の母体となる土作りから始まり、種を蒔
き、育成状況を見ながら水をやり、肥料をやり・・・。
まさに「土」「水」「管理」の三位が一体となって初めて
良い作物が出来るというものであります。農家の方はそ
れぞれにノウハウを持っております。当産業の触媒ネッ
トが、美味しいお米をより多く収穫できるお手伝いを致
します。

3 触媒ネットR

1,785円●商品価格（参考）

認定事業者

有限会社大森鋳造所名　称

〒322-0305 鹿沼市口粟野617-1住　所

TEL0289-85-2416　FAX0289-85-3794電話・FAX

imonoomr@one.bc9.jpe-mail

http://www.imono-omori.jp/URL

H27.3.31まで認定期間

　昔ながらの技法による砂型手込式鋳造により一つ一つ
心を込めて作り上げた熊よけ鈴です。熊の首がねじ込み
でねじを外せば鳴りません。必要に応じて容易に消音す
ることができ不要な音を発生させなくて済みます。真鍮
製なので金色の輝きを放ち非常に澄んだ音色を奏でます。
近年各地で熊の被害が相次いでいますが、共存を目指す
一助になれば幸いです。また、レギュラーサイズの『熊
に金棒』シリーズにおきましてもご好評をいただいてお
ります。

4 音が消える！熊よけ鈴『子熊に金棒』（本革仕様）

認定商品

音
が
鳴
る
状
態

音
が
鳴
ら
な
い
状
態

圃場に無造作に放置しておくだけで十分に効果は発揮します。

右側が処理区の圃場で水も澄んでいる。収穫は左が処理区で、反収1
〜2俵増収。又、食味計のスコアも2〜3ポイントアップ。
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認定商品

名刺サイズ（55×90　角丸2R）
別注品　80円～200円（50枚以上）
規格品　100円（1枚～）

●商品価格（参考）

認定事業者

有限会社オーランド印刷工房名　称

〒329-1412 さくら市喜連川3095-9住　所

TEL028-686-1021　FAX028-686-1022電話・FAX

info@orland.jpe-mail

http://orland.jp/URL

H28.3.31まで認定期間

　片手で簡単に名刺やはがきなどを抜き差しできる、シートタ
イプのマグネットクリップです。吸着面の辺端を面取りすること
で、使い易くしました。（特許出願済2012－184095）完全防水
仕様。
　ご希望のデザインや写真などをプリントしてオーダーメイド
いたします。名刺サイズ（55×90角丸2R）や70角（角丸2R）な
どの型を用意しておりますが、他のサイズも別注で承ります。
　一つ一つOP袋にて個包装いたします。同封する名刺やリーフ
レットがございましたら、封入作業も合わせてお受けいたします。

5 マグネットクリップ「めんとり君」

6 スマートシート“セイデン”

A-3シート400枚
単価：300円●商品価格（参考）

認定事業者

有限会社オーランド印刷工房名　称

〒329-1412 さくら市喜連川3095-9住　所

TEL028-686-1021　FAX028-686-1022電話・FAX

info@orland.jpe-mail

http://orland.jp/URL

H29.3.31まで認定期間

　接着剤や粘着剤を一切使用せずに、静電気の力を利用して、様々なと
ころに貼りつく優れもののシートです。セロテープや画鋲で留める必要が
ありません。剥がしても糊残りは全くありません。まさにスマート！
　しかも、最大の特徴は、貼ったまま滑らせて自在に動かせるので、施工
いらずに位置決めピタリ。室内でしたら、1年以上安定して貼りつきます。
　ただし、何度も貼り剥がしたり、剥がしたまま放置したりしておくと、マ
イナス電荷が脱走して吸着力は失われてしまいます。
　オーランド印刷工房では、ポスター、チラシ、装飾、ディスプレーなど
の利用に向けて、印刷サービスを始めました。
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認定商品

両面吸着タイプ　4個入り300円
（オーダーメイドの場合、形状・価
格　別途相談）

●商品価格（参考）

認定事業者

有限会社オーランド印刷工房名　称

〒329-1412 さくら市喜連川3095-9住　所

TEL028-686-1021　FAX028-686-1022電話・FAX

info@orland.jpe-mail

http://orland.jp/URL

H29.3.31まで認定期間

　接着剤や粘着剤を使っていないのは、静電吸着の【セイデン】と同じですが、
貼りつく原理は、たこ足の吸盤のような効果で、つるつるした平滑面でしたら
見事にピタぴた貼りつきます。吸着面に無数の小さなセル（穴ぼこ）を形成し
ていて、一つ一つが空気を追い出してしっかり貼りつきます。この吸着力が意
外に強力なので、ポスターや器具などの貼着、固定用に商品開発しました。
　両面が吸着面に加工してありますので、ガラスや冷蔵庫などに貼って、ポ
スターやメモなどを貼り留めるのにお使いください。
　また、お使いになる場所や用途に合わせて、オーダーメイドで設計、製作い
たします。（例　片面吸着、片面強粘着など）

7 スマートタック“ピタぴた”

8 ステンレスクリップボード
認定事業者

有限会社カネタ商会名　称

〒320-0851 宇都宮市鶴田町2768-5住　所

TEL028-635-5581　FAX028-635-5597電話・FAX

kaneta-net@joy.ocn.ne.jpe-mail

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

H27.3.31まで認定期間

A4サイズ　5,500円
B4サイズ　6,000円
※サイズ：A4・B4（縦・横）他　特注対応

●商品価格（参考）

　このクリップボードは、すべての材質がSUS304製で
クリップ部分もSUSの板バネを使用しており、オールス
テンレス製です。現在、食品・製薬・精密部品工場等で
数多く使用されているのがプラスチック製で、破損した
り、クリップ部のコイル式のバネが錆びてしまい、欠落
して製品に混入しましたが、ステンレスクリップボード
は割れない・錆びないので、異物混入対策品として使用
されております。
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認定商品

認定事業者

有限会社カネタ商会名　称

〒320-0851 宇都宮市鶴田町2768-5住　所

TEL028-635-5581　FAX028-635-5597電話・FAX

kaneta-net@joy.ocn.ne.jpe-mail

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

H28.3.31まで認定期間

10 ステンレステープカッター

2枚1組　15,000円●商品価格（参考）

　工場内などで、機械・装置のメンテナンス及び組立等
で床に直接ヒジ、ヒザ、尻を着く作業での体への負担を
軽減するマットです。導電性スポンジを圧縮し、表面に
被膜加工することで、撥水・吸水性がほとんど無く、特
殊加工スポンジなので加圧に強く、型崩れやちぎれたり
しません。発塵も少なくクリーンウェアの生地をカバー
に使用しており、微細ゴミが出ません。スナップが付い
ているので、用途に合わせて大きさを変えることができ
ます。（商標及び意匠登録済）

9 ニコマット

8,500円●商品価格（参考）

認定事業者

有限会社カネタ商会名　称

〒320-0851 宇都宮市鶴田町2768-5住　所

TEL028-635-5581　FAX028-635-5597電話・FAX

kaneta-net@joy.ocn.ne.jpe-mail

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

H29.3.31まで認定期間

　従来のテープカッターは、プラスチック性のものが多
く長年使用していると劣化したりします。落としたり、
ぶつけたりした場合でも割れやすく異物混入の原因とな
ります。食品工場等異物の混入になるもの（疑わしきも
の）は使用を避けます。この商品はオールステンレス
（SUS304製）で出来ており、劣化、錆び、割れる事も
ありません。テープリールを使用しておりませんので部
品の紛失もなく、テープセットも簡単にできます。
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認定商品

12 ガードポール（セパレートカップタイプ）

11 空気ボンベラック NEW

認定事業者

有限会社カネタ商会名　称

〒320-0851 宇都宮市鶴田町2768-5住　所

TEL028-635-5581　FAX028-635-5597電話・FAX

kaneta-net@joy.ocn.ne.jpe-mail

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

H30.3.31まで認定期間

　空気ボンベラックはステンレス製で出来ており破損の
危険性が低く錆びる事もありません。ボンベは、アルミ
及びFRPで出来ており傷つきやすい材質です。このボン
ベラックは収納部にローラーを使用することにより出し
入れが簡単に出来てボンベを傷つけることなく収納がで
きます。万が一地震等により揺れた場合でも、飛出し防
止チェーンがついている為、安心です。写真は16本入れ
ですが、ご依頼があれば希望収納本数を設定できます。

認定事業者

有限会社カネタ商会名　称

〒320-0851 宇都宮市鶴田町2768-5住　所

TEL028-635-5581　FAX028-635-5597電話・FAX

kaneta-net@joy.ocn.ne.jpe-mail

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

H30.3.31まで認定期間

　このガードポールは、取り付ボルトが本体の中にあり
ます。セパレートカップタイプは下側カップと本体を2
分割にしてあります。カップの底にボルト取り付け穴を
3ヶ所開けてあり衝撃吸収用としてゴムの板とSUSプ
レートをセットして設置します。カップに本体を差し、
回し込んでセット完了となります。この様にアンカーボ
ルトを外に出さずセットするものは他に無く、プレート
やボルトの出っ張りもなく外観もすっきりとしておりま
す。

KBL－16　ボンベ16本入れ
300,000円●商品価格（参考）

ステンレスガードポール
SUCGP－L300　35,000円
SUCGP－L600　38,000円

●商品価格（参考）

NEW
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認定商品

14

認定事業者

環境整備株式会社名　称

〒321-0973 宇都宮市岩曽町1333住　所

TEL028-664-3711　FAX028-663-4011電話・FAX

setsubi@kankyouseibi.co.jpe-mail

http://www.kankyouseibi.co.jpURL

H28.3.31まで認定期間

13 直管形LED照明灯（ATT SABER アットセイバー）

20形　 3,900円/本
40形　 5,000円/本
110形　9,500円/本

●商品価格（参考）

　ATT　SABERは高調波・電磁波を徹底的に排除し、医
療機関を始め、あらゆる施設で安全・安心して使用出来
る直管形LEDランプです。
　医療機器に適用される厳格なEMC規格JIS T0601-1-
2・2002（CISPR11）をクリアしています。
　最新の豊田合成製の高効率LEDチップを採用し、発熱
を抑えた低温回路設計。配光角320°を実現して、より
従来の蛍光灯に近いあかりをつくりだしています。

フットケアシンク
認定事業者

有限会社クラフトシマダ名　称

〒326-0046 足利市岩井町792-7住　所

TEL0284-44-2025　FAX0284-44-2039電話・FAX

voice@e-stainless.nete-mail

http://www.e-stainless.netURL

H29.3.31まで認定期間

￥200,000（税込）●商品価格（参考）

　足を洗浄するために開発した商品です。整形外科、皮
膚科等の病院や介護施設、学校の保健室に設置します。
ケガした人や足の不自由な方でも全面が舟形状になって
いますので足の上げ高さが少ないので楽に足を入れるこ
とが出来ます。又この中に足湯用のバケツを入れて足湯
としても使う事ができ排水が付いていますので簡単に掃
除も出来ます。
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認定商品

16 携帯型環境放射線測定器　Mobile G-DAQ（モバイル ジーダック）

認定事業者

株式会社計測技研名　称

〒329-1233 高根沢町宝積寺2021-5住　所

TEL028-680-1611　FAX028-680-1610電話・FAX

info@kgc.co.jpe-mail

http://www.kgc.co.jp/URL

H28.3.31まで認定期間

15 ネットワーク型環境放射線モニタリングシステム　G-DAQ（ジーダック）

1,000,000円～（設置費用含む）●商品価格（参考）

　ネットワーク型環境モニタリングシステムは、放射線
量を定点観測する装置です。太陽光パネルとバッテリー
を組み合わせて駆動し、データ送信はインターネット回
線を使用。閲覧はPC、スマートフォン等で確認可能。

認定事業者

株式会社計測技研名　称

〒329-1233 高根沢町宝積寺2021-5住　所

TEL028-680-1611　FAX028-680-1610電話・FAX

info@kgc.co.jpe-mail

http://www.kgc.co.jp/URL

H28.3.31まで認定期間

オープン価格●商品価格（参考）

　携帯型の放射線測定器です。小型で軽量、移動しなが
ら本体のみの測定可能。GPSを搭載し時刻及び位置情
報を放射線量と共に記録。KMLデータに変換しグーグ
ルマップなどにおいて観測ポイントを閲覧可能。

ネットワーク型環境放射線モニタリングシステム
G-DAQ（ジーダック）

携帯型環境放射線測定器
Mobile G-DAQ（モバイル ジーダック）
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認定商品

18

17 加速度センサーを使用した力表示器 Fi-Cube （エフアイキューブ）

ソーラークッカー‘サンカップ・ロータス’
認定事業者

株式会社京葉サンビーム名　称

〒329-0214　小山市乙女933住　所

TEL0285-45-4111　FAX0285-45-7716電話・FAX

keiyosunbeam@mbg.nifty.come-mail

http://keiyosunbeam.com
http://plusec.com/solarcooker/URL

H27.3.31まで認定期間

ロータスミニ：4,980円（税込）
サンビームC100：50,000円程度●商品価格（参考）

　ソーラークッカー「サンビームC100」の登場です。
‘サンカップ・ロータス’を改良し外径60cmから100cm、
集光能力をアップし調理時間短縮を実現。自然エネル
ギー利用なので電気やガスは不用。究極の省エネ調理器
具。組立て式で、持ち運びも簡単です。野外活動や震災、
津波、水害、火事などの非常時にも調理器具として活躍
します。またエコ教室や省エネ教育の普及にも教材とし
て学校や地域活動にもご利用可能。
　折りたためてコンパクトになります。

太陽の光で調理
CO2削減

サンビームC100

認定事業者

株式会社計測技研名　称

〒329-1233 高根沢町宝積寺2021-5住　所

TEL028-680-1611　FAX028-680-1610電話・FAX

info@kgc.co.jpe-mail

http://www.kgc.co.jp/Fi-Cube.html URL

H30.3.31まで 認定期間

本体：30,000円（税抜）
本体＋台車付：33,000円（税抜）●商品価格（参考）

　Fi-Cube （エフアイキューブ）は、物体に働く「力」
を可視化する理科教材です。 
　一辺10cmのアクリル製の立方体の箱型で、上面と側
面に十字型に並べられたLEDが力の向きを3次元的に表
示します。 
　内部に搭載された加速度センサーで測定した加速度
データにある処理を行うことによって、重力も含めたFi-
Cubeに加わる力を表示可能にしています。 

力表示器「Fi-Cube」は宇都宮大学との共同開発製品です。
特許番号：P09-037（特願 2010-101671）

加速度センサーを利用した力表示器

NEW
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認定商品

20

19

特殊制圧警杖『弁慶』

瞬間的拘束用具（キャッチマスタープロシリーズ）
キャッチマスタープロ　ケルベロス、オロチ

認定事業者

有限会社佐野機工名　称

〒321-4363 真岡市亀山1942住　所

TEL0285-82-4522　FAX0285-83-8654電話・FAX

sm01@sanokiko.co.jpe-mail

http://www.sanokiko.co.jpURL

H30.3.31まで認定期間

弁慶＋軽量シャフト　　24,800円
弁慶＋軽量二段式シャフト 円 36,000円 ●商品価格（参考）

　栃木県警察共同開発品。刺叉は重心が先端にあり女性
には扱いづらく、先端を持たれると力負けしやすい。 
　またある程度広いスペースで複数での使用が基本。そ
こで、軽量コンパクト、多用途で実践的。女性でも扱い
やすいよう開発。高強度異型軽量アルミ（920g～）を独
自設計。突く・威嚇・押す・引っ掛ける・腕を取り捻っ
て極める。立ったまま関節を極め倒して制圧。 
　先端部分は、災害用の鳶口や刺叉等に付け替え可能。
女性の多い職場での防犯対策に！（意匠登録済み） 

NEW

認定事業者

有限会社佐野機工名　称

〒321-4363 真岡市亀山1942住　所

TEL0285-82-4522　FAX0285-83-8654電話・FAX

sm01@sanokiko.co.jpe-mail

http://www.sanokiko.co.jpURL

H30.3.31まで認定期間

ケルベロス　50,000円 
オロチ　18,000～25,000円●商品価格（参考）

　栃木県警察共同開発品。飲酒や薬物の影響等で暴れて
いる人を、より安全にかつ迅速に保護する目的で開発。 
　相手の身体に押し付けることで瞬時に屈曲。腕や足に
巻きつき動きを封じ、自力で取り外すのは困難です。 
　胴体用『ケルベロス』は刺叉に装着可能、手足首用
「オロチ」は片手で持てる。自治体や教育機関、金融機
関、医療機関、コンビニなど、不特定多数の人が利用す
る場所での防犯・暴漢対策に有効。壁に設置するだけで
抑止効果を発揮致します。（特許申請中） 

NEW
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認定商品

22

21 歩行補助用　2重ロック伸縮ステッキ

5段式伸縮ステッキ

認定事業者

株式会社幸工芸名　称

〒322-0021 鹿沼市上野町233-2住　所

TEL・FAX0289-62-5787電話・FAX

otoiawase＠shiawasekougei.jpe-mail

http://shiawasekougei.jpURL

H27.3.31まで認定期間

3,000円～●商品価格（参考）

　業界初！安心・安全の2重ロック機能式ステッキ。 ス
ライドと回転の簡単な操作で伸縮とロックが同時に行え
ます。カラーバリエーションも豊富なのでお好きな色の
ステッキを持って楽しくお出掛けしてみませんか。 ま
た、グリップには天然木を使用しており使い熟す程味わ
いの深いツヤが出てきます。

認定事業者

株式会社幸工芸名　称

〒322-0021 鹿沼市上野町233-2住　所

TEL・FAX0289-62-5787電話・FAX

otoiawase＠shiawasekougei.jpe-mail

http://shiawasekougei.jpURL

H29.3.31まで認定期間

15,000円●商品価格（参考）

　伸縮方法も簡単！
　伸ばすと繋ぎ目が自動ロックされすぐに使用できます。
　収納時の長さは32.5cmとコンパクトに！バッグに入
れても邪魔になりません。
・長さ32.5cm～86cm
　使用時の長さ80cm～86cm〔2cm刻みに調節可〕
・重量　300g
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認定商品

23 移動用点滴台「モバイル点滴台」
認定事業者

株式会社幸工芸名　称

〒322-0021 鹿沼市上野町233-2住　所

TEL・FAX0289-62-5787電話・FAX

otoiawase＠shiawasekougei.jpe-mail

http://shiawasekougei.jpURL

H30.3.31まで 認定期間

16,500円（税別）●商品価格（参考）

　「コンパクト」「軽量」「倒れにくい」
　サイズ：73～最大190cm　重量：1.15kg 　材質：アルミ合金 脚：4脚
※ブルー、オレンジ、ピンク、シルバーの4色からお選びいただけます。（定
価 16,500円）
　ワンタッチで調整が可能。つまみやダイヤルが無いため管の引っ掛かりな
どがありません。保管場所に困っている病院、備蓄用としてもおススメです！
　従来の携行点滴台にはない、肉厚のアルミ合金を使用することで、抜群
の安定性と強度を実現しました。 
　さらに、脚底は、可動性の石突で場所が無い寝台と寝台の間でも邪魔に
ならずに設置することが可能です。

NEW

24 FocusTalkV3 for Braille（フォーカストークブイスリーフォーブレイル）
認定事業者

株式会社スカイフィッシュ名　称

〒321-0982 宇都宮市御幸ヶ原町185-7住　所

TEL050-3535-0940　FAX028-664-0681電話・FAX

ft-sales@skyfish.co.jpe-mail

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

H29.3.31まで認定期間

49,524円（税抜）●商品価格（参考）

　FocusTalk V3 for Brailleは、点字入出力に対応した
画面読み上げソフトです。音声読み上げの内容を点字
データとして出力することができます。（別途、点字ピ
ンディスプレイ機器、点訳エンジンソフトが必要です）
全国盲ろう者協会様と共同で開発をし、盲ろう者と、盲
ろう者をサポートするかたにとって分かりやすい製品と
なっています。
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認定商品

26 過熱水蒸気式ファンヒーター　STEAMcube（スチームキューブ）SKD300
認定事業者

株式会社スズテック名　称

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地44-3住　所

TEL028-664-1111　FAX028-662-5592電話・FAX

info@suzutec.co.jpe-mail

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

H27.3.31まで認定期間

790,000円（税別）●商品価格（参考）

　農業用ハウスの暖房機として使用、過熱水蒸気で適度な湿度
で暖房を行い、作物の成長を促進します。また、水と電気のみで
暖房を行うので、温室効果ガスを削減するなど環境にやさしい
暖房機です。更に、従来の燃料（重油・灯油）を使う暖房機とあわ
せて補助暖房として使用すれば、燃料費の削減となります。
過熱水蒸気とは？
　100℃ で蒸発した飽和水蒸気を常圧下で更に加熱した無色透
明の水蒸気のことで、凝縮・対流・輻射の電熱効果があります。こ
の熱伝作用は、植物にとって有効な暖房方法と考えられます。

25 ナレーターソフト　JukeDoX2
認定事業者

株式会社スカイフィッシュ名　称

〒321-0982 宇都宮市御幸ヶ原町185-7住　所

TEL050-3535-0940　FAX028-664-0681電話・FAX

jd-support@skyfish.co.jpe-mail

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

H29.3.31まで認定期間

Expert版：37,905円（税抜） 
Standard版：18,000円（税抜） 
Free版：0円

●商品価格（参考）

　文書ファイル等を合成音声で読み上げるナレーターソ
フトです。 簡単な操作により、日本語、英語、中国語な
ど多言語に対応した読み上げ、録音（ファイル保存）が
できます。 Expert版では肉声に近い超高品質日本語音
声でのナレーションが可能です。
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27 LEDライティングケース「光輪」
認定事業者

有限会社セイリン名　称

〒329-2336 塩谷町風見962-3住　所

TEL0287-46-0981　FAX0287-46-0984電話・FAX

se0414@outlook.jpe-mail

http://seirin414.p-kit.comURL

H28.3.31まで認定期間

卓上用　23,000円～
ホール用　100,000円～●商品価格（参考）

　LEDライティングケ―ス「光輪」は、長年の金属加工
の技術を生かし、天板と底板にアルミニウムを使用して
機械加工で仕上げております。円筒部には、アクリル樹
脂を用いました。頭部には、LEDの照明を使用しており、
LEDの光により中の造花はあたかも生花のように輝き、
幻想的な光の空間を演出できます。LEDは消費電力も少
なく省エネで、紫外線を出さないため、中の造花も傷み
にくく、全体的に環境にやさしい製品です。

認定商品

28 ライティングレール用LED蛍光灯照明器具「フリーセイリング」
認定事業者

有限会社セイリン名　称

〒329-2336 塩谷町風見962-3住　所

TEL0287-46-0981　FAX0287-46-0984電話・FAX

se0414@outlook.jpe-mail

http://seirin414.p-kit.comURL

H29.3.31まで認定期間

40W相当　21,000円～
20W相当　20,000円～●商品価格（参考）

　LED付照明器具「フリ―セイリング」は、ライティン
グレ―ル内を自由に移動できます。そのため、店舗や事
務所の摸様替えに合わせて、ワンタッチで取付け取外し
ができて簡単です。光の不足も解消されます。その為、
初期の取付け費用も少なく、経済的になっています。重
さも1Kgをきりました。今までにない照明器具で新しい
光の空間を演出してみませんか。
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認定商品

29

30

ダンちゃん（動物駆逐用煙火発射装置）

シューズインナー

認定事業者

高原精機名　称

〒321-1421　日光市所野56住　所

TEL0288-53-3186　FAX0288-53-3405電話・FAX

H27.3.31まで認定期間

5,000円●商品価格（参考）

　市販されているロケット花火※（火薬量0.5g）を使用
して農作物を荒らす有害鳥獣類を追放する発射装置。精
密に加工してあるので、飛距離（40m～50m）、方向性、
安全性には自信があります。山に行って、事前に使用す
ると熊対策、稚魚保護としてカワウ対策、夜使用出来る
ので、夜行性の動物にも効果的です。軽量で簡単に携帯
使用出来るのでお勧めです。 
※ロケット花火を有害鳥獣追放の目的で使用する際は、
火薬類取締法の適用があります。詳しくは、認定事業者
に御確認ください。

認定事業者

有限会社ツカダ名　称

〒322-0005 鹿沼市東町3-7-14住　所

TEL0289-65-3460　FAX0289-65-6308電話・FAX

tukada@one.bc9.jpe-mail

「いもふくろうツカダ」URL

H28.3.31まで認定期間

2,000円●商品価格（参考）

　ブーツや長靴・安全靴の中に履くシューズインナー 
○「足」快適　靴空間 
立体編み物で通気性に優れ、夏はムレにくく、冬は靴底からの冷えを防ぎ
ます。 
○特徴
1．甲の部分にクロスがあるので甲高の人や幅広の人の足にも対応し、足と
履き物が一体となり活動的にしてくれます。 

2．丸洗いできるので、足の臭いが気になる人や水虫の人におすすめです。 
3．指の部分に縫い目がないので違和感を感じずに履けます。 
4．軽量で体圧分散性に優れ疲れにくいです。 
【意匠登録第1433473号、意匠登録第1499264号、特許登録第
5305275号】 

検索
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31

32 暗闇で光る蓄光ホタルフレーム（ドアノブ用・スイッチプレート用）

木ライト（モクライト）
認定事業者

帝國造林株式会社名　称

〒324-0241 大田原市黒羽向町42番地住　所

TEL0287-54-1101　FAX0287-54-3055電話・FAX

info@teirin.co.jpe-mail

http://www.teirin.co.jp/URL

H27.3.31まで認定期間

3,000円（税抜）●商品価格（参考）

　木ライトは、車両事故・故障などにより路面に流出し
た油や液体を吸着、除去する製品です。原料は自社造林
地より収集した間伐材などを利用しています。原料が木
質であることから、鉱物系原料の従来品に比べ、軽量化
や、処理費の軽減、吸着性能の向上などが実現されまし
た。さらに、微粉砕されたオガ粉で出来た本製品は、雨
水等により分解されやすくなるので、排水性舗装はもと
より、自然環境への影響も少なくなります。

認定事業者

株式会社テイピー名　称

〒328-0002 栃木市惣社町1439-17住　所

TEL0282-29-3040　FAX0282-29-3047電話・FAX

teipi-hotalfleam@cc9.ne.jpe-mail

http://teipi.rpr.jp/URL

H28.3.31まで認定期間

ドアノブ用　800円
スイッチプレート用　800円●商品価格（参考）

　あたらしい避難誘導用品のご提案です。蓄光材を透明
樹脂で覆う独自技術により、レンズ効果をもたらし、高
輝度を実現。ドアノブやスイッチプレートの周りに取り
付けるだけで、暗闇で光るので、日々の生活はもちろん、
突然の停電等でも落ちついて行動ができます。その上、
電源を使用せず電池等も一切必要ありません。そんな、
安心・安全なエコ商品「ホタルフレーム」でより快適な
毎日を過ごしてみませんか？
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34

33 分解収納　演台『FREE Table』

木製デジタルサイネージジャケット『Lxwall Jacket』

認定事業者

常盤産業株式会社名　称

〒322-0005 鹿沼市御成橋町2-2246-4住　所

TEL0289-62-3108　FAX0289-62-3109電話・FAX

tokiwa@bc9.ne.jpe-mail

http://www.bc9.ne.jp/~tokiwa/URL

H28.3.31まで認定期間

39,800円（税別）●商品価格（参考）

　会議室や宴会場　そして屋外でも使用可能な分解収納
ができる演台『 FREE Table 』です。演台は、会議室や
宴会場などでは使用しないときには邪魔になってしまう
可能性が高いと思われます。そこで、邪魔にならないよ
う収納できる『 演台 』 を開発しました。また、持ち運
びに便利、収納場所も選びません。表面材は、すり傷汚
れに強い高耐摩耗化粧合板「マーレスボード」を使用し
ました。

認定事業者

常盤産業株式会社名　称

〒322-0005 鹿沼市御成橋町2-2246-4住　所

TEL0289-62-3108　FAX0289-62-3109電話・FAX

tokiwa@bc9.ne.jpe-mail

http://www.bc9.ne.jp/~tokiwa/URL

H28.3.31まで認定期間

159,800円（税別）●商品価格（参考）

　デジタルサイネージは一般的になりつつありますが、機器のデザイ
ンは景観を離れた無機質なものが多いのではないでしょうか？ また、
鹿沼の木工業は高い技術力を持ち、新しい展開を模索しています。 
　そこで、デジタルサイネージ機器に木工技術を組み合わせ、 新し
いジャンルの製品を開発いたしました。
　商店や公共施設などの事業者が対象となると思われますが、デジ
タルサイネージ機器に装着することで、景観と機器の調和を図り、事
業者のイメージアップとPRを両立できると思います。 そして、さまざ
まなデジタルサイネージ機器に応用が可能です。
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35 デジタルサイネージ木製カバー『ウッドフレーム』
認定事業者

常盤産業株式会社名　称

〒322-0005 鹿沼市御成橋町2-2246-4住　所

TEL0289-62-3108　FAX0289-62-3109電話・FAX

tokiwa@bc9.ne.jpe-mail

http://www.bc9.ne.jp/~tokiwa/URL

H28.3.31まで認定期間

40,000円（税別）●商品価格（参考）

　「第15回木材活用コンクール」にて特別賞を受賞した木製デ
ジタルサイネージジャケット「Lxwall Jacket W-001」のお手
頃版です。
　さまざまなバリエーションがあり、店の雰囲気・シチュエーショ
ンにマッチできます。
　取付けは簡単です。既存のパネルにかぶせるだけですので、
工具など一切必要としません。デジタルサイネージ機器に木工
技術を組み合わせ、新しいジャンルの製品を開発しました。そし
て、さまざまなデジタルサイネージ機器に応用が可能です。

36 スライドカーリングゲーム
認定事業者

株式会社ニチヨー名　称

〒326-0831 足利市堀込町2541住　所

TEL0284-73-1611　FAX0284-73-1133電話・FAX

gb-gg@nichiyo-t.jpe-mail

http://nichiyo.ne.jpURL

H27.3.31まで認定期間

38,000円（税別）●商品価格（参考）

　子供からお年寄りまで、皆で楽しめるレクリエーショ
ンゲームです。対面に立ち（又は座り）専用のスティッ
クでパックを押し出す様に滑らせます。交互に滑らせ、
最終的にセンターに残ったパックの点数を競います。
パックをぶつけて相手を弾き飛ばしてもかまいません。
お年寄りの機能向上にも役立つ結果が出ています。シー
ト表面は滑りますが裏面は滑りにくくなっており、安全
にも配慮しています。
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37

38 こぼれん盆

アオコ除去装置　こしとり君
認定事業者

日本自動機工株式会社名　称
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-7
（真岡工場）〒321-4346 真岡市松山町24-3住　所

TEL048-835-6361（代表）　FAX048-835-6370電話・FAX

info@jido-kiko.co.jpe-mail

http://www.jido-kiko.co.jpURL

H27.3.31まで認定期間

6,000,000円（設備一式）●商品価格（参考）

　アオコ除去装置「こしとり君」は、湖沼等に発生した
アオコを迅速且つ効率的に除去することを目的とした装
置です。大規模な設備を必要とせずに、アオコを減容化
することができるため、回収・脱水・廃棄を低コストで
実施することができます。

認定事業者

芳賀商事株式会社名　称

〒321-4345 真岡市寺内1055住　所

TEL0285-82-5611　FAX0285-82-5612電話・FAX

haga.kk@vesta.ocn.ne.jp e-mail

http://www.hagashoji.co.jp/URL

H27.3.31まで認定期間

9,800円●商品価格（参考）

　高齢者の方や片手の不自由な方が、毎日の食事を美味
しい！楽しい！と感じられるような環境づくりをサポー
トするお盆です。こぼれん盆の特徴は、食器を斜めに固
定保持することです。片手で、生卵や納豆のかき混ぜ、
アイスクリームなども食べることができ、手前が低く奥
が高くなっていますので中身が見易く、平皿の食べ物も
最後まで残さずすくい取ることができます。また、介護
する方も安心して食事の持運びができるお盆です。
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39 救缶鳥プロジェクト（パンの缶詰）
認定事業者

株式会社パン・アキモト名　称

〒329-3147 那須塩原市東小屋295-4住　所

TEL0287-65-3351　FAX0287-65-3353電話・FAX

kyucancho@panakimoto.come-mail

http://www.panakimoto.com/URL

H30.3.31まで認定期間

11,500円（税抜）●商品価格（参考）

　備蓄をしながら国際貢献に参画でき、ゴミも出さない
救缶鳥プロジェクトは「安心できる非常食として、市民・
社員・家族の為に2年間備蓄します。備蓄から2年後、義
援物資として国際貢献に役立てます。 残り約1年の賞味
期限の間に日本中から回収・輸送され、飢餓に苦しむ
国々へ届けられます。」 
　教育機関であればグローバル教育の一環として。 
　又、自治体・企業としては国際貢献に参画していると
いうCSRとしてもお役立ていただけます。

40 伝統工芸パター（日光彫パター、益子焼パター）
認定事業者

フロンティア協同組合名　称

〒323-0806 小山市中久喜1475-1住　所

TEL0285-20-0176　FAX0285-24-5354電話・FAX

a.m.c3@cotton.ocn.ne.jpe-mail

http://www.rakuten.co.jp/igyosyu/URL

H29.3.31まで認定期間

15,800円（税込）●商品価格（参考）

　栃木県の伝統工芸日光彫・同じく国と県が認定する伝
統工芸益子焼、さらに栃木県内にゴルフクラブ製造工場
を有するゴルフメーカー　トキタ・ac。
　この3社がコラボレーションして完成に至った、これ
までにない、誰も見たことのない様な、デザイン性や遊
び心を兼ね備えた、美しく、立体的で、かつ見た目にも
豪華なゴルフパターとなっております。

伝統工芸パター
　左が「日光彫パター」
　右が「益子焼パター」

NEW
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41 プリティシック
認定事業者

株式会社ベストセンター名　称

〒323-0807 小山市城東6-2-28住　所

TEL・FAX0285-37-9955電話・FAX

bestcenter@purple.plala.or.jpe-mail

http://www4.plala.or.jp/bestcenter/URL

H28.3.31まで認定期間

8枚入り1個パック　70円
6枚入り3個パック　150円●商品価格（参考）

　通常のハンカチとティッシュペーパーとの両方に兼用で
きます。コンパクトに持ち運べ、旅行や通勤、通学、通園、
外出時などにポケットやカバンに入れて御使用下さい。さ
らに、使い捨てのために衛生的で、夏の食中毒対策、冬の
インフルエンザ対策に有効です。普通のティッシュペー
パーでは、紙質が弱くて使用時に破けますが、厚さ、強度、
吸水性を上げたことにより破けにくいのが特徴です。（洗
濯機内でもボロボロになりません！）

42 知識コンテンツ作成ツール「Kenjing（賢人具）」
認定事業者

株式会社ベネス名　称

〒327-0806 佐野市犬伏上町1886-6住　所

TEL0283-21-8723　FAX0283-21-4739電話・FAX

info@benes.co.jpe-mail

http://www.benes.co.jpURL

H27.3.31まで認定期間

1ユーザ
150,000円（税抜き）●商品価格（参考）

　「Kenjing」は、知識やノウハウを伝える動画のマニュ
アルを誰でも簡単に作成できるソフトウェアです。パソ
コンの画面や撮影ビデオなどに対して、ナレーションや
手書文字などで教える行為をそのまま動画として収録す
ることができる、他社には無い画期的なソフトウェアで
す。資料と実技の両方の説明に対応することができます。
業務の引継ぎ、技術伝承、保守サポート、eラーニングの
教材など、適応分野は無限です。
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43 ガラス用遮熱コーティング剤「エコサーモコート」
認定事業者

丸昌産業株式会社名　称

〒327-0031 佐野市田島町171住　所

TEL0283-22-1901　FAX0283-22-7520電話・FAX

honsya@marusyosangyo.jpe-mail

http://www.marusyosangyo.jp/etc/URL

H27.3.31まで認定期間

200g入り1本￥16,000（税抜き）〜
1本で8㎡ 程度の窓ガラスに塗ることが可能
（施工業者による工事の場合は別途御見積）

●商品価格（参考）

　「エコサーモコート」は当社が独自に開発した、誰でも簡単に
窓ガラスに塗ることのできるガラス用遮熱コーティング剤です。
窓ガラスに塗ると太陽光に含まれる熱（赤外線）と紫外線を吸
収し、夏季の室内の暑さが塗らない場合に比較して抑制され
ます。そのため冷房の電気代低減が可能になり、省エネ効果を
発揮します。仕上がりも透明で、誰でも簡単に室内側から窓ガ
ラスに塗ることが可能です。専用剥離剤で剥がすこともできま
すので、賃貸物件でも転居時の原状回復を心配することなく
使用いただけます。塗った後も室内に不快な臭いを残しません。

44 マルヨシ健康長靴
認定事業者

マルヨシ健康長靴名　称

〒327-0815 佐野市鐙塚町342-10住　所

TEL0283-24-8687（携帯）090-3225-0133　FAX0283-24-8687電話・FAX

web@maruyoshi-kn.come-mail

http://maruyoshi-kn.com/URL

H28.3.31まで認定期間

黒（エラストマー）：4,500円より●商品価格（参考）

　マルヨシ健康長靴はスニーカーを履いて履く長靴です。厚さ
10mmの断熱材を使用し、一日中暖かさが持続します。また、独自の
構造で空気を循環し履き続けてもムレが少なく、オールシーズン履
ける長靴です。
　この長靴は、毎日、長時間履いて仕事をする方に最適です。（一日
履いたら長靴内、中敷きを乾燥させてください。） 
　今までの長靴は、靴底からの底冷えとムレで足が冷え切って痛く
なりました。この課題を改善する為に、水産業40年の経験を活かし、
研究に研究を重ねやっと製品化しました。是非、お試しください。
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45 Eco-wood スマートフォンスピーカー
認定事業者

水上木材工業有限会社名　称

〒321-0945 宇都宮市宿郷5-10-10住　所

TEL028-634-4471　FAX028-634-4472電話・FAX

kinoie-mizumoku23@aqua.plala.or.jpe-mail

http://mizumoku.jp/URL

H29.3.31まで認定期間

2,000円（税込）●商品価格（参考）

　木でできたスマートフォン用スピーカーって知って
る？
　栃木県産木材を積極的に使用する工務店の当社が、そ
の廃材の有効利用と県産木材の優秀さを伝えるために開
発。スマートフォンを差し込むだけで音量が変わる。更
に使用する木によって音質まで変わる。例えば松は
シャープな音、杉は柔らかい音を奏でます。天然木が生
みだすハーモニーを楽しんでください。（一部使用でき
ないスマートフォンがございます）

46 切削液自動供給装置（キャスシステム）
認定事業者

有限会社宮精密名　称

〒321-2116 宇都宮市徳治郎町80-3住　所

TEL028-665-0391　FAX028-665-2863電話・FAX

miya.s@sky.ucatv.ne.jpe-mail

http://cass-system.main.jp/URL

H29.3.31まで認定期間

本体約2,000,000円●商品価格（参考）

　本製品は、切削機械加工の工場などに於いて、切削液
の製作や搬送を自動化する目的で開発いたしました。切
削液の製作、搬送はいまだ自動化されておらず、作業者
個々の管理で行っており、濃度管理や水量が不足のまま
加工機械を運転している工場がほとんどであります。
　今後、機械加工の製造工場に於いて環境やコストの面
で、普及が見込まれる装置です。
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47 ひのき・布団干し機能付きすのこベッド（布団2枚干しタイプ） 
認定事業者

株式会社めいじ屋名　称

〒322-0026 鹿沼市茂呂2469（木工団地内）住　所

TEL0289-65-3322　FAX0289-62-4656電話・FAX

meijiya3@bc9.jpe-mail

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

H30.3.31まで認定期間

9,500円～10,500円●商品価格（参考）

　湿気・カビ対策に効果的なスノコベッドに、2つの特許
技術【布団干し機能】の快適さをプラス。 
　安心安全の栃木県産ひのき材を使い、まるで森にいる
ような心地良さも。 
　いくつもの通販番組で販売ランキング上位を獲得する
人気商品。 
　世界で初めての布団干し機能付きスノコベッドです。 

48 転倒予防トレーニングマット「リハビリマット」 
認定事業者

株式会社ヨコセ名　称

〒320-0804 宇都宮市二荒町5-12住　所

TEL028-634-7643　FAX028-636-2803電話・FAX

info@yokose.come-mail

http://www.rehabiri.comURL

H30.3.31まで認定期間

MAT-300（1Mx3M）/49,800円（税込）●商品価格（参考）

　要介護・要支援が必要となる要因の上位である転倒・骨
折のリスクを日常のトレーニングで改善します。 
　例えば考えながら歩く、話しながら歩くといった デュア
ルタスク（二重課題遂行能力）の改善を目的とした製品で
ご高齢者のみなさんが手軽に毎日続けられるのが特徴です。 
　3色のマークから指定した色を踏み歩くことで目線がよ
り先に行き、歩行経路を予測しながら歩くトレーニングを
行います。 
　京都大学大学院の研究に基づき、弊社と共同開発した商
品です。 

NEW

NEW
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認定商品

49 レボルト小型独立電源装置＆4灯LED投光器
認定事業者

レボルト合同会社名　称

〒326-0014 足利市鵤木町24-7住　所

TEL0284-22-4960　FAX0284-22-4961電話・FAX

info-revolto1@eos.ocn.ne.jpe-mail

http://www.revolto.jpURL

H29.3.31まで認定期間

オープン価格 ●商品価格（参考）

　これまでの発電投光器や蓄電池はとても大きく、重く、ガ
ソリンの排ガスの匂い、騒音などわずらわしさがありました。
それを解決し、小型で軽く移動しやすく、臭わず、音も気に
ならなくしました。さらに従来のものよりも短時間で充電でき
るようにしました。10時間を約1時間少々に短縮しました。4
灯LED投光器は8時間以上ご使用になれます。1回フル充電
あたりの電気代はたった約20円です。また、ソーラーパネル
からの充電も可能で、電源供給の必要もなくなりました。AC
出力にも対応していますので、電灯、パソコン、扇風機、ラ
ジオ、小型電動工具等様々な機器を同時に接続できます。



29

推奨商品

指定事業者

株式会社ウエルシーライフラボ名　称

〒321-0933 宇都宮市簗瀬町2563-3-807住　所

TEL028-637-7577　FAX028-637-7577電話・FAX

info@wealthylifelab.co.jpe-mail
http://www.wealthylifelab.co.jp
販売サイトhttp://www.vegellia.comURL

H30.3.31まで指定期間

1

指定事業者

株式会社ウエルシーライフラボ名　称

〒321-0933 宇都宮市簗瀬町2563-3-807住　所

TEL028-637-7577　FAX028-637-7577電話・FAX

info@wealthylifelab.co.jpe-mail
http://www.wealthylifelab.co.jp
販売サイトhttp://www.vegellia.comURL

H30.3.31まで指定期間

2

オープン価格●商品価格（参考）

　マカロンの様な可愛い容器中は、トルコアイスの様に
伸びるテクスチャーの泡洗顔料。栃木県産鹿沼土より抽
出された皮脂吸着成分“クレイミネラル”を配合。  
　少量で簡単に濃厚濃密なむっちり泡が出来上がり。余
分な脂はしっかりと落とし、“メイクも落ちる洗浄力な
のに肌に優しく、洗い上がりはつっぱらない”を実現。  
　コンパクトで可愛いパッケージ、手頃な価格で高品質、
鹿沼土生産量日本一の栃木県のお土産としても最適です。

3,240円（税込）●商品価格（参考）

　防腐剤、界面活性剤、オイル、香料など一切不使用、肌に
必要ない成分を全て排除した、乾燥性敏感肌用の全身に使え
るオールインワン保湿化粧水です。  
　お客様自身の手で2液を混ぜる全く新しいスタイル。防腐剤
一切不使用のため、混合後は要冷蔵、使用期限は2週間。  
　天然食品に含まれる厳選された4つの保湿成分が、肌の水
分をしっかりキープ。  
　妊婦、赤ちゃん、お年寄りも使えるいつも作りたての新鮮な
生（なま）化粧水です。

ベジリアブレンドローション

スーベニアコスメ　マカロンクレイ泡洗顔料 NEW

NEW
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3

4

推奨商品

指定事業者

株式会社カナメ名　称

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地38-52 住　所

TEL028-660-3831　FAX028-660-3832電話・FAX

info@caname.nete-mail

http://www.caname.net/URL

H27.3.31まで指定期間

オープン価格（補助金適用可）●商品価格（参考）

　カナメソーラールーフは、太陽電池に屋根機能を付加
させた新しい太陽光発電製品です。屋根付きゆえに新築
時では屋根工事が必要ありません。改修時では屋根を葺
いてから太陽電池を載せるという2回の手間が1回とな
り、コストダウンが見込めます。また据え置き型のよう
な段差のないフラットな美しい意匠を実現。今まで設置
が難しかった傷んだスレートや瓦改修も施工可能となり、
屋根形状もあらゆる屋根に対応致します。

指定事業者
株式会社オートスナック名　称
〒322-0527 鹿沼市塩山町806-2住　所
TEL0289-75-4088　FAX0289-75-4747電話・FAX
mishina_h@room.ocn.ne.jpe-mail
http://www.freepon.co.jp/URL

指定事業者
PNCネットワークサポート株式会社名　称
〒320-0027 宇都宮市塙田4-3-15 丁字屋ビル2F住　所
TEL028-666-4761　FAX028-666-4762電話・FAX
support@pncns.come-mail
http://www.pncns.comURL
H28.3.31まで指定期間

自動販売機及びクーポン発券機材は無償貸与
クーポン発券・サイネージ放映料　2,000円/月より
クーポン発券に関するお問い合わせ先：鹿沼商工会
議所　（TEL0289-65-1111）

●商品価格（参考）

　ご当地自販機フリーポンとは、自動販売機でジュースを購入すると
『宣伝クーポン』がその場で印刷され手元に出てくる“広告サービス”
です。クーポンと『連動して動画CM放映』（附属の液晶ディスプレイ
から）も実施できます。自動販売機ですので24時間宣伝が可能です。
　広告内容は、ご当地情報（公共）から商品PR（企業CM）恋人募集
中（個人）までデータ書き換えが自由ですので、フリーポン自販機を
設置すれば全国どこでも“年中無休”・“街中広告サービス”が実施で
きます。

ご当地自販機フリーポン

屋根付き太陽電池『カナメソーラールーフ』
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5

6

推奨商品

指定事業者

関東インフォメーションマイクロ株式会社名　称

〒320-0071 宇都宮市野沢町602-2住　所

TEL028-665-9777　FAX028-666-1355電話・FAX

info@kantoinfo.nete-mail

http://kantoinfo.netURL

H27.3.31まで指定期間

スタンドアロン仕様380,000円（税抜き）
ネットワーク仕様
基本料金+カスタマイズ料金

●商品価格（参考）

　「ファイリングマネージャー」は、職場で毎日大量に発
生する文書類を「作成→活用→保存→廃棄」の原則に従
い、かつ「人の動きを最小に、ファイルの移動は正確に」
を基本に開発しました。長年の文書管理支援業務の実績
から作り上げた本ソフトの充実した機能は、公文書管理
法や情報公開、内部監査など自治体、民間企業を問わず
幅広くご採用いただいております。なお、お客様の多様
なご希望にお応えするため、ネットワーク、スタンドア
ロンの両仕様を用意しています。（特許取得済）

指定事業者

株式会社鎌田スプリング名　称
〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-165
（鹿沼工場　 製造第1グループ）〒322-0026 鹿沼市茂呂字芝ノ内252-37住　所

TEL0289-76-1212　FAX0289-76-1215電話・FAX

mkamada@kamada-spring.come-mail

http://www.kamada-spring.com/URL

H28.3.31まで指定期間

※直販価格（税込）
いやがらす 円 1.5m　1,350円　3m　1,900円
いやがらす煌き 円円円円円円 40cm　1,800円

1.5m　2,200円　2.5m　2,800円

●商品価格（参考）

　世界初！！バネを応用したカラス被害の救世主「いやがらす」
　バネ構造が生み出す上下左右、回転、動きの読めないトリッ
キーなアクション効果。防鳥対策には欠かすことのできない乱
反射。全てを兼ね備えた「いやがらす」はカラスにこれまでに無
い強い警戒心を与えます。設置場所を問わず、全国の農家・果
樹園・牛舎・自治会・民間などを始め各都道府県にて効果が実
証されています。今後も研究開発を重ねカラス忌避具の№1を
目指します。（ビニールハウス用を現在開発中）

文書管理支援ソフト「ファイリングマネージャー」

カラス撃退グッズ「いやがらす」

いやがらす煌いやがらす煌きき
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8

推奨商品

指定事業者
晃南印刷株式会社名　称
〒322-0025 鹿沼市緑町3-8-33住　所
TEL0289-62-4141　FAX0289-62-2721電話・FAX
abe@ko-nan.co.jpe-mail
http://www.ko-nan.co.jpURL

指定事業者
日本オービス株式会社名　称
〒320-0837 宇都宮市弥生1-11-9住　所
TEL028-638-1505　FAX028-638-1506電話・FAX
support@streamingtv.jpe-mail
http://www.streamingtv.jp/URL
H28.3.31まで指定期間

市町村毎登録人口当たり　30円／年●商品価格（参考）

　患者が意識不明の時、救急隊員や受入先病院の関係が
患者の病歴や治療中の情報（緊急連絡先・主治医・処方
薬・血液検査値等）をいち早く共有するシステムです。
　持病（心臓病・脳疾患・腎臓病等）や交通事故・災害
事故・大地震の時のまさかの時、いざという時の危機管
理の為に、救急救命を一刻を争う時に安心も一緒に携帯。
　安否確認・避難者確認システムも完成。近い将来、世
界中の1人ひとりがケータイ医療カルテを持つ時代
に！！

指定事業者

株式会社グローバルエナジー名　称

〒329-4304 栃木市岩舟町静和23（栃木研究所）住　所

TEL0282-54-3121　FAX0282-54-3122電話・FAX

taniguchi@globalenergy.co.jpe-mail

http://www.globalenergy.jpURL

H29.3.31まで指定期間

定格3kW（直径2m、翼長2.7m　1段）
～10kW（直径2m、翼長2.7m　3段）
500万円（1段式）～900万円（3段式）
基礎その他設置費用は別途

●商品価格（参考）

　この風力発電機は低風速から高風速まで風のエネルギーを効
率よく引き出し、乱れた日本の風況にも適用できるように開発し
たものです。
　市街地など風の少ない場所では自然エネルギーで回転させる
視認性の高い広告塔、看板、モニュメントとして利活用できます。
　発電した電力を蓄電池に蓄える独立電源では、電気自動車の
充電やLED照明の電源など、また非常用電源として活用できます。
多くの電力を生み出せる場所では多段式にすることで売電事業も
可能となります。

垂直軸型ベルシオン風力発電機（単段・多段式）

救急救命率アップ「ケータイ医療カルテ」
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10

推奨商品

指定事業者

晃洋設計測量株式会社名　称

〒326-0021 足利市山川町656-1住　所

TEL0284-41-0281　FAX0284-44-1684電話・FAX

gis@koyosvpl.co.jpe-mail

http://home.koyosvpl.co.jpURL

H27.3.31まで指定期間

山林管理システム山守くん　30,000円～
動産管理システム大福帳　　200,000円～●商品価格（参考）

　山林管理システム山守くんは、地理情報システムとGPS・コン
パス測量システムおよび森林経営計画作成ソフトを連動させた
林業支援システムです。また、動産管理システム大福帳は地下埋
設物や道路台帳などの建設系管理から顧客管理を必要とする一
般ユーザーまで、幅広く地図とデーターベースを連動させます。
　これらの基幹システムデータは、連動するタブレットPC・ス
マートフォン用現地調査システムにより現場に持ち出すことがで
き、ナビゲーションや写真撮影・位置情報取得、システム更新用
データ取得を一連で可能にします。

初期費用：52,500円、月額使用料：100名迄10,500
円 、500名迄21,000円 1,000名迄31,500円
他オプション:ファミリーネットワーク・お知らせメール
あり

●商品価格（参考）

山林管理システム「山守くん」・動産管理システム「大福帳」

安否確認システム
指定事業者

晃南印刷株式会社名　称
〒322-0025 鹿沼市緑町3-8-33住　所
TEL0289-62-4141　FAX0289-62-2721電話・FAX
abe@ko-nan.co.jpe-mail
http://www.ko-nan.co.jpURL

指定事業者
日本オービス株式会社名　称
〒320-0837 宇都宮市弥生1-11-9住　所
TEL028-638-1505　FAX028-638-1506電話・FAX
support@streamingtv.jpe-mail
http://www.streamingtv.jp/URL
H28.3.31まで指定期間

①インターネットのパケット通信サーバーにより不通がなく
なりました。
②社員からの報告された位置情報をGPSを活用して一覧
で確認ができます。
③家族登録をしておけば家族間でのプライベート情報共有
も可能です。
④「ケータイ医療カルテ」（無料オプション）に健康診断の情
報を入れる事が出来ます。救急救命の医療情報を！ 



34

11

12

推奨商品

指定事業者

株式会社鈴矢電機サービス名　称

〒320-0075 宇都宮市宝木本町1258-7住　所

TEL028-665-4305　FAX028-665-5395電話・FAX

sss@suzuyadenki.co.jpe-mail

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

H27.3.31まで指定期間

1,500,000円（H990　W990　
T1980　150Kg）
サイズにより受注時決定

●商品価格（参考）

指定事業者

株式会社スカイフィッシュ名　称

〒321-0982 宇都宮市御幸ヶ原町185-7住　所

TEL050-3535-0940　FAX028-664-0681電話・FAX

jd-support@skyfish.co.jpe-mail

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

H27.3.31まで指定期間

パーソナル（2音声）：98,000円（税抜）
プレミアム・プラス（12音声）：698,000円（税抜）
（1ライセンス）
その他、機能に応じた価格設定あり

●商品価格（参考）

リアルナレーターズ2

回転式マルチ乾燥機「エコドライヤー」

　熱風発生機「クリーンサーモワン」との連動運転とな
ります。クリーンサーモワンの熱風を利用し、ステンレ
ス製の内部で品物を回転させながら熱風乾燥する為、乾
燥が早く仕上り大幅な経費削減が可能です。殺菌力があ
り衛生的です。
　内部の状況は、内部温度計と2ヶ所の窓から品物の状
況が一目で分かるようになっておりキャスター付きで移
動も簡単。温度調整も出来ます。

　リアルナレーターズ2は、パワーポイントで作成したスラ
イドに合成音声のナレーションを加え、音声スライド動画
として再生することができるソフトウェアです。
　パワーポイントのスライドノートに記載されているテキ
ストを、合成音声でリアルタイムに読み上げるため、ナ
レーション内容の変更がその場でできるほか、音声スライ
ドの内容を動画ファイルとして保存することでタブレット
やスマートフォン向けへの配信や、You Tubeなどの動画
共有サイトへのアップロードが簡単にできます。
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推奨商品

指定事業者

株式会社セイホウ名　称

〒326-0837 足利市西新井町3247住　所

TEL0284-71-0490　FAX0284-71-9870電話・FAX

seihou@watv.ne.jpe-mail

http://www.e-seihou.co.jpURL

H27.3.31まで指定期間

税別3,800円
（M、L、2Lの3サイズ）●商品価格（参考）

AirFitR　ウエストベルト

　2010年4月に打ち上げられたスペースシャトルに搭乗
した山崎直子宇宙飛行士の船内活動用被服に採用され、
国際宇宙ステーション内で使用された「宇宙のくつ下」
と同じ素材を使用した、高機能ベルトです。
　銅繊維と深海ミネラルパウダーの触媒作用で、抜群の
制菌・消臭効果を発揮します。保温性にも優れており、
腰痛のもととなる冷えから守ります。静電気の帯電も防
止します。

14
指定事業者

株式会社特殊阿部製版所名　称

〒327-0003 佐野市大橋町3204-4住　所

TEL0283-23-4133　FAX0283-23-6377電話・FAX

akira.yanase@tokuabe.come-mail

http://www.tokuabe.comURL

H27.3.31まで指定期間

1セット/680,000円●商品価格（参考）

発熱スタンプパッド（AGS）

　柔らかいゴムを省電力（5～20V）で、高温（150～200
℃）にすることを実現したことで、3D（多曲面）形状の
熱転写を可能にしました。

制御BOXとセンサー

発熱スタンプパッド（AGS）
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推奨商品

16
指定事業者

松井電器産業株式会社名　称
〒322-0011 鹿沼市白桑田520（本社）
〒322-0048 鹿沼市村井町226（スクリーン課）住　所

TEL0289-60-7833　FAX0289-60-7838電話・FAX

info@matsuidenki.co.jpe-mail
会社：http://www.matsuidenki.co.jp/
製品：http://www.ev-led.com/URL

H28.3.31まで指定期間

オープン価格●商品価格（参考）

EV/PHV　多機能充電タワー

　「栃木県優良デザイン商品」にも選定されました「未来を
切り取ったような洗練された造形」に、多くの機能を装備し
た製品です。
・EVツイン充電（普通充電）
・課金（コイン）システム標準装備
・セキュリティーカメラ標準装備
・LED街路灯
・蓄電池（電源バックアップ機能）※オプション
・次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金認定機種
・旧商品名：EV充電機能付　LED街路灯

15
指定事業者

益子指圧治療院名　称

〒325-0011 那須塩原市寺子1982住　所

TEL・FAX0287-64-1564電話・FAX

mic_key_39@yahoo.co.jpe-mail

http://taijikujinjiku.com/URL

H30.3.31指定期間

1,000円～ 
※加工する草刈り機の種類に
よって値段が変わります。

●商品価格（参考）

肩掛け式草刈り機のハンドル 

　本発明は、草刈り機を操作するときの体軸が体の中心
位置になるようにハンドルを改良したものです。 
　特徴としては、傾斜のついた場所の草刈りの作業で、
垂直に体制を保ちながら楽に作業ができます。 
　従来のハンドル位置で作業をすると体軸がずれ姿勢が
くの字に曲がっている為に足首、膝、腰、背中、肩、首
などに疲労をかけることになります。 

NEW



37

推奨商品

17
指定事業者

株式会社めいじ屋名　称

〒322-0026 鹿沼市茂呂2469住　所

TEL0289-65-3322　FAX0289-62-4656電話・FAX

meijiya3@bc9.jpe-mail

http://www.meijiya.ne.jpURL

H27.3.31まで指定期間

9,000～12,000円●商品価格（参考）

ひのき・布団干し機能付きすのこベッド

便利な布団干し機能の備わった　快適なエコロジースノコベッド
特徴1）　利便性と快適性から特許取得
その2）　シングル・セミダブル・ダブル・ベビー用・愛犬用まで
その3）　安全耐久性・VOC・ホルムアルデヒド試験などを定期実施
その4）　すのこによる調湿作用からカビとアレルギー物質発生の抑制効果
その5）　国産ヒノキ製から　精神安定効果・防ダニ効果が期待できる
その6）　間伐材使用による　森林環境改善に寄与

指定事業者

株式会社メディカルグリーン名　称

〒328-0053 栃木市片柳町1-6-35住　所

TEL0282-25-2429　FAX0282-25-2428電話・FAX

info＠medical-green.come-mail

http://www.tochigi-cci.or.jp/general.php?cms_id=31URL

H28.3.31まで認定期間

4,000円（アルミ製の場合）
860円（プラスチック製の場合）●商品価格（参考）

　スマイルオープナーは、ペットボトルのキャップを片手でも簡単に
開けるための補助器具で、障害を持つ人や、力の弱い高齢者、女性、
子供達の日常生活を手助けするために発案した、社会貢献型の商
品です。ペットボトルのキャップは意外と硬く閉まっているため、キャッ
プを開けるために第三者の手助けを必要とするケースがあります。こ
の器具を使う事で、開けることをあきらめてしまう等、第三者に頼る
ストレスから解放されます。この商品は、（株）メディカルグリーンが中
心となる有限責任事業組合ASIとちぎで、製造・販売しています。
　プラスチック製も出来ました。室内用でローコストです。

18 SMILE OPENER（スマイルオープナー）
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19

推奨商品

指定事業者

株式会社ユーキャン名　称

〒320-0037 宇都宮市清住2-5-10住　所

TEL028-688-0760　FAX028-688-0761電話・FAX

kizuna@ucan-ltd.co.jpe-mail

http://www.ucan-ltd.co.jpURL

H27.3.31まで指定期間

児童見守りスクールタッチシス
テム（・機器買取　200,000円・
初期費用50,000円・月額利用料
10,000円）～

●商品価格（参考）

3世代の絆再生プロジェクト地域ICT利活用モデル「きずなサービス」

　きずな児童見守り・スクールサポートサービスは、児
童や先生がICカードを通学バスや昇降口等に設置された
読取機にタッチすると、事前に登録済の保護者やボラン
ティアの方等に、登下校の情報がメール送信されます。
　また連絡網の補完として一斉同報メールもOK！
　読取機1台構成の基本型から利用可能な安価で手間い
らずな安全安心システムが構築できます。

20
指定事業者

株式会社ユーキャン名　称

〒320-0037 宇都宮市清住2-5-10住　所

TEL028-688-0760　FAX028-688-0761電話・FAX

smart-orca@orca-svn.jpe-mail

http://www.orca-svn.jp/smart-orca/URL

H27.3.31まで指定期間

医事サポート　4,000円／月
医事&システムサポート　5,000円／月
（スマートORCAシステム　無償提供）

●商品価格（参考）

スマートORCA（オルカ）

　スマートORCAは日本医師会が開発・提供するレセプ
トソフト（ORCA）のための新しいプラットフォームで
す。最新の仮想化技術KVMによりPC1台＋USBメモリ
でデュプレックス（2重化）システムを実現しました。
USBメモリに2台目のPCの機能を持たせることで、PC
本体が故障してもUSBメモリを他のPCに接続するだけ
で業務の続行が可能です。今後、ORCA以外のシステム
にも応用していく予定です。
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21

推奨商品

指定事業者

株式会社ユーキャン名　称

〒320-0037 宇都宮市清住2-5-10住　所

TEL028-688-0760　FAX028-688-0761電話・FAX

edu@ucan-ltd.co.jpe-mail

http://www.ucan-ltd.co.jpURL

H27.3.31まで指定期間

月額利用料　5,250円～
初期費用　49,875円～●商品価格（参考）

SchIT SimpleMailBBS（SMB）

　SchIT SimpleMailBBSとは、災害時の緊急連絡手段
としてご活用できるクラウド型の一斉メール配信サービ
スです。学校や会社にて保護者・社員等へのメールによ
る連絡網として機能し、お知らせや各種通知を送ること
ができます。パソコンからの配信だけでなく、携帯・ス
マートフォン等の移動端末からもご利用頂けます。また、
メール配信した同じ内容を、弊社のホームページサービ
ス「SchITブログ等」と連携することで、ホームページ
上に公開することが可能です。

22
指定事業者

株式会社ユーキャン名　称

〒320-0037 宇都宮市清住2-5-10住　所

TEL028-688-0760　FAX028-688-0761電話・FAX

kizuna@ucan-ltd.co.jpe-mail

http://www.ucan-ltd.co.jp/?page_id=27URL

H27.3.31まで指定期間

初期費用約30万円
（リースの場合、月9,000円）　体組成計等
月額利用料　1人当たり　1,000円～1,500円

●商品価格（参考）

きずな元気サポートサービス

　地域住民や企業従業員の日々の健康増進のために、歩
数計や歩数計付携帯電話の歩数情報、体組成計等の健康
機器からの情報による健康増進支援を行うサービスです。
利用者登録、歩数計設定等の管理や利用者からの問合せ
等は、弊社「サービスセンター」で集中管理を行うため、
自治体や企業の管理者の手間は不要。利用者には定期的
に「励ましメール」や、測定結果を反映した「健康情報
マップ」を配信します。特定保健指導のツールとしての
利用も可能です。
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23

推奨商品

指定事業者

株式会社ユウゼンイノベーション名　称

〒320-0053 宇都宮市戸祭町2229住　所

TEL028-643-4331　FAX028-643-4341電話・FAX

wwwco@metaark.jpe-mail

http://www.metaark.jp/URL

H28.3.31まで指定期間

ASPモデル：2,000円／30日～
（30日間無料トライアルあり）
専用サーバモデル：別途見積り

●商品価格（参考）

MetaArk（メタアーク）

　「MetaArk（メタアーク）」は、複数のメールアドレスを一括共有し情
報共有できる革新的コラボレーションシステムです。
●メーリングリスト、共有メール、掲示板、社内SNS、ファイル共有な
どを簡単に実現。
●社内メンバーのグループに限らず、社外メンバーも含んだグルー
プを柔軟に構築。
●メールの件名や本文だけでなく添付ファイルの内部まで全文検索。
●添付ファイルをファイル形式別に一覧表示。ファイルを開かずにそ
の場で確認。

24
指定事業者

有限会社豊技建工業名　称

〒321-3232 宇都宮市氷室町1277-6住　所

TEL028-666-5841　FAX028-666-5842電話・FAX

tomabechi@ygiken.come-mail

http://plaicle-garden.comURL

H27.3.31まで指定期間

プライクル・プランターミニ　1,500円
足付き　5,500円
注文サイズで制作します。1,000円から
栽培BOXはサイズにより見積を致します。

●商品価格（参考）

プライクルプランター

　エコなガーデニンググッツ　プライクル・ガーデン
　『プライクル・ガーデン』は未来のエコプラスチック素材
“プライクル”を使用したガーデニンググッツシリーズ。特徴
は木材のような自然な素材感がありながら、プラスチック
の利点を持ち合わせること。天然木よりも表面が丈夫で、さ
さくれの心配がなく、雨などによる腐食の心配もなし。汚れ
ても簡単に水洗いが可能なので、大々的なメンテナンスの
必要がありません。手軽さだけでなく、見た目にもこだわっ
たガーデニンググッツをお探しの方にお勧めです。

段々植栽花壇廻りに

特注製作による大型植栽BOX
野菜・果物などの栽培BOX
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推奨商品

25
指定事業者

株式会社レックEM益子名　称

〒321-4106 益子町七井2494-1住　所

TEL0285-72-1792　FAX0285-72-3181電話・FAX

em.mashiko@ar.wakwak.come-mail

http://www.bio1ban.comURL

H28.3.31まで指定期間

440,000円●商品価格（参考）

敷地内処理装置「レックシステム」

　浄化槽放流水の流す先のない地域に敷地内浸透装置の設置が義
務付けられている。各社製造されているが、設置後の浸透が悪くユー
ザーとのトラブルがつきない。当社開発製品は一番重要な浸透能力
に強みを発揮するものであります。
【従来技術と比較して解決した点】①目詰まりが無くなった。②セラ
ミック濾材を使用し、補充費用が無くなった。③エアリフトで第二浸透
槽に送り余剰浸透機能の威力。
【効果】①土壌浸透目詰まりが減ったので販路が広がった。②チップ濾
材からセラミック濾材を使用することで維持費用が無くなった。
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■制度概要

レッツBuyとちぎ（新商品購入・販路開拓支援事業）について

※1　外部有識者からなる審査会において審査の上、決定します。
※2　認定商品の決定は、新商品の購入を確約するものではありません。
※3　同様の商品認定を実施している39都道県1市で構成されています。

新
商
品
生
産
者

申請1

2

3

4

結果通知

発注（※2）
（随意契約）

納品

県
機
関

認定商品・推奨
商品の決定（※1）

新商品のPR

県
（
工
業
振
興
課
）

県内はもちろん全国へ情報を発信

ホームページ、パンフレット、
展示会、トライアル発注全国
ネットワーク（※3）の活用等

■認定商品・推奨商品に選ばれると？
　認定商品は、県の各機関において、一般競争入札によらず、随意契約が可能となるとともに、パンフレット、
県ホームページ等により広くPRされます。
　推奨商品は、県の物品契約の対象となるものではありませんが、「認定商品」同様に広くPRされます。

■対象となる企業は？
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業で、
県内で新商品を生産する者 又は 県内で新商品を開発した者

■対象となる商品は？
　販売開始後5年以内の商品（医薬品、防災用以外の食料品は対象外）
・認定商品に選ばれるためには、県の各機関における使途が見込まれる物品であることが必要です。
・それ以外の新商品については、推奨商品の対象となります。

■審査基準は？
次の基準のすべてに適合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・独自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の額、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

■認定商品・推奨商品の有効期間は？
決定の日から3年を経過した年度末まで
※有効期間の延長
　・認定商品の場合　→　推奨商品として、更に2年間PR期間を延長可
　・推奨商品の場合　→　引き続き推奨商品として、更に2年間PR期間を延長可
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レッツBuyとちぎ認定商品

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

合　計

12

11

12

7

42

12

14

14

9

49

認定年度 事業者数 商 品 数

レッツBuyとちぎ推奨商品

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

合　計

3

7

9

6

25

5

5

9

6

25

指定年度 事業者数 商 品 数

＊複数年度認定事業者あり

☆複数企業による共同開発商品あり
＊複数年度認定事業者あり

＊

☆

☆

＊
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