平成27年度

認定商品

Buy

缶穴あけ器
「フンデヌーク」
株式会社鎌田スプリング

認定商品

新規性の高い優れた新商品を生
産する中小企業者を、新たな事業
分野の開拓を図る者として認定し、

推奨商品

D・freeアロマローション
株式会社ウエルシーライフラボ

外部デザイナー：梅田真空包装(株)
パッケージ形状 樋口 怜路 ・ビジュアルデザイン 若宮 徹

県の随意契約による調達機会の拡
大と販路開拓を支援します。

らくらく快足

認定商品

株式会社鎌田スプリング

女性の意見を基に開発し

歩行などの運動が困難な

たフンデヌークは、高度技

人、家で軽い運動をしたい

スマート農地管理

術を駆使した切れ味バツ

人のために、気軽に足踏み

株式会社ケイエムシー

グンの特殊4面カット針に

運動を行うことを目的とし

推奨商品

ベジリアUVホワイトジュレ
株式会社ウエルシーライフラボ

外部デザイナー：梅田真空包装(株)
パッケージ形状 樋口 怜路 ・ビジュアルデザイン 小林 絵理

推奨商品

幼稚園と共同開発した、ディート、

幼稚園と共同開発した、
８つの無添

防腐剤、界面活性剤、アルコール、

加
（紫外線吸収剤、防腐剤、界面活

シリコン、鉱物油、合成香料、色素

性剤、アルコール、シリコン、鉱物

不使用のアウトドア用保湿ローショ

油、香料、色素）日焼け止め。石鹸

ン。鹿沼土の力で天然アロマの香

で簡単に洗い流せます。SPF28、

りが持続、夏のアウトドアライフを

PA++++でUVAもしっかり防ぎま

サポートします。

す。

イカ釣り〜な

推奨商品

東京フォーミング株式会社

推奨商品

農業委員会、農業公社、農業協同

当社独自のステンレス加工技術を活かした6つ

組合、土地改良区、地域担い手育

の特徴を持ったイカ角投入器。早い、スム−ズ、

よって足で軽く踏むだけで

て開発した運動補助具で

穴あけが可能です。一切

す。バネを使用することで

恐怖感がなく、子どもから

快適な踏み心地を実現し

高齢者まで簡単・安全に安

ました。木材は日光杉を使

を効率化し、各種帳票や台帳を一

心して穴あけ作業が出来

用しました。

元的に管理します。

成総合支援協議会等の
「農地利用

からまない、錆びない、軽い、安全をコンセプト

集積円滑化団体」向けの業務シス

にした、イカ釣りを楽しむ釣り人が欲しい性能

テムです。 農地の賃貸借契約業務

が揃った仕掛けの投入器です。

ます。

スカイベリーギフトボックス
有限会社岸印刷

認定商品

県特産のスカイベリ

音声スライド動画ソフト

リアルナレーターズ２
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認定商品

しており、音声スライドの
内容を動画ファイルに変換

ボックスです。５個

して配布することもできま

入りを基本に縦積みすることで２段重ねの10個入と便利に使えま

推奨商品

すがたかたち

認定商品

認められています。

Buy

推奨商品

勤・通学やお出かけ時に大活躍します。

ドロマイトペイントファインヌール
田政砿業株式会社

認定商品

平成 27年度 レッツ Buyとちぎ（新商品購入・販路開拓支援事業）認定商品・推奨商品一覧
●商品名

●製作者

●住所

●電話番号

●価格
（税別）

★

缶穴あけ器
「フンデヌーク」

株式会社鎌田スプリング

鹿沼市茂呂字芝ノ内252-37

0289-76-1212

1,480円 〜
1,980円

★

らくらく快足

株式会社鎌田スプリング

鹿沼市茂呂字芝ノ内252-37

0289-76-1212

2,760円

★

スカイベリーギフトボックス

有限会社岸印刷

栃木市泉町13-24

0282-22-1552

★

リアルナレーターズ２

音声スライド動画ソフト

株式会社スカイフィッシュ

宇都宮市御幸ヶ原町185-7

050-3535-0940

★

木製ドアハンドル・手すり

★ ドロマイトペイント ファインヌール

すがたかたち

宇都宮市岩曽町1365-1

028-662-6934

田政砿業株式会社

栃木市沼和田町5-41

0282-22-3271

250円 〜
700円
98,000円 〜
698,000円
40,000円

（1セット2本）〜

●URL

http://www.kamada-spring.com/
http://www.kamada-spring.com/
http://kishi-print.co.jp/
http://www.skyﬁsh.co.jp/
http://www.sugatakatachi.com/

12,000円 〜
http://tamasa.co.jp/
15,000円 /缶

ドアハンドルをつか

栃木県地域資源「ド

む手 の 動きを考え

ロマイト」を使った

○

D・freeアロマローション

株式会社ウエルシーライフラボ

宇都宮市簗瀬町2563-3-807

028-637-7577

オープン価格

http://www.wealthylifelab.co.jp/

てデザインされた独

漆喰型の塗料です。

○

ベジリアUVホワイトジュレ

株式会社ウエルシーライフラボ

宇都宮市簗瀬町2563-3-807

028-637-7577

オープン価格

http://www.wealthylifelab.co.jp/

特なフォルムは、非

人体にも安全で、有

○

スマート農地管理

株式会社ケイエムシー

宇都宮市中今泉5-24-7

028-613-5111

800,000円

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

対 称で滑らかな三

害物質の吸着・除去、

○

次元曲面を持ち、こ

結露抑制・調湿性、

イカ釣り〜な

東京フォーミング株式会社

足利市羽刈町字八坂763-16

0284-73-3000

15,000円

こち良く手に馴染み

抗菌・防カビ、消臭

○

3Dペットボトルカバー

平野繊維株式会社

佐野市天神町802

0283-22-2365

オープン価格

ます。クルーズトレ

性 の 効 果 が ありま

イン ななつ星 in 九州 の全室に採用されるなど、その高い品質が

栃木県

す。

す。
２粒、
８粒、
９粒入りのボックスもございます。

木製ドアハンドル・手すり

認定商品

ソフトです。 多言語に対応

性を持たせたギフト

Buy

平成27年度

歩くときもバックの中は安心です。通

イド動画として再生できる

放つようなデザイン

5

500mlまで、いろいろな形状にジャス
トフィットします。冷えたボトルを持ち

ーションを加え、音声スラ

性 能と苺 の 輝きを

平成27年度

があり脱着も簡単です。350mlから

スライドに合成音声のナレ

うにキープする緩衝

Y

Let's Buy Tochigi
2015

3D(立体)に編み上げたマルチカバー
です。ニット製品で洗濯もでき、伸縮性

パワーポイントで作成した

大切に包み込むよ
E

認定商品

推奨商品

平野繊維株式会社

株式会社スカイフィッシュ

ーを一 粒ひとつ ぶ
L

3Dペットボトルカバー

す。また、石膏ボード、クロス、既存壁にローラーで簡単に塗れます。

★ 認定商品
○ 推奨商品

http://www.tokyoforming.co.jp/
http://www.rakuten.co.jp/3dsocks/

●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

