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令和４(2022)年度
栃木県フロンティア企業

令和５(2023)年１月
栃 木 県



Ⅰ 背景 

 

 栃木県は、首都圏に隣接する地理的条件を活かしながら、誘致企業と地域の中小企業のた

ゆまぬ努力により全国有数の内陸工業県として発展してきました。 

 しかし、近年、世界レベルでの景気変動や競争が激しくなる中で、企業を取り巻く経営環

境は厳しさを増しています。 

こうした中、栃木県が豊かで活力ある地域として発展していくためには、企業のコア技術

の強化による競争力及び自立性の向上並びに内発型企業による産業活性化が強く求められま

す。 

 

  

Ⅱ 栃木県フロンティア企業認証制度 

 

 こうした背景を踏まえ、県では、栃木県フロンティア企業認証制度を設け、認証企業に様々

な支援を行っています。認証された企業の中から、「オンリーワン企業」に成長する企業が出

ることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 栃木県フロンティア企業に対する支援内容 

 

 （１）産業技術センターが行う機器の使用料及び依頼試験手数料の 1/2減免 

 （２）産業技術センターが行う技術デリバリー事業（職員の派遣）負担金の免除 

 （３）新技術・新製品の研究開発に対する助成 

 （４）県制度融資（新事業開拓支援資金）による融資 

 （５）ホームページや冊子による情報発信 等 

 

Ⅳ 認証期間 

 

   ・令和２(2020)年度認証企業：令和２年６月１日から令和５年５月３１日まで（３年） 

   ・令和３(2021)年度認証企業：令和３年６月１日から令和６年５月３１日まで（３年） 

  ・令和４(2022)年度認証企業：令和４年６月１日から令和７年５月３１日まで（３年） 

 

栃木県フロンティア企業とは： 

卓越した技術や市場占有率が高い製品を保有するとともに、他の模範となる活動

を実践している企業として知事が認証したもの 



１　食料品　飲料・たばこ・飼料（４社） ５　はん用・生産・業務機械（８社）

■食料品 ■はん用機械器具

あづま食品㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ㈱スズテック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

㈱上原園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 ■生産用機械器具

㈱すが野 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 ㈱石井機械製作所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

フタバ食品㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 ㈱井上製作所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

２　繊維　木製品　家具　印刷（４社） ㈱シンワモールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

■繊維工業 ㈱鈴矢電機サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

㈱セイホウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 ソルテック工業㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

タツネ㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 ■業務用機械器具

■木材・木製品 共立精機㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

星野工業㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 栃木精工㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

■印刷・同関連業 ６　電子部品　電気・情報・輸送機械（10社）

㈱幕壱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ■電子部品・デバイス・電子回路

３　化学　プラスチック　ゴム　土石（10社） ㈱アール・ティー・シー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

■化学工業 石川技研㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

㈱榮建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 ㈱大正光学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

■プラスチック製品 ■電気機械器具

㈱宇井精密製作所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ㈲中川電気 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

㈲シマヅ化成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 大和電器㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

タクセル㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ■情報通信機械器具

㈱タメガイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ㈱イーアンドエム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

㈱テクノスタット工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 ■輸送用機械器具

㈱トーカイ・エム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 亀田産業㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

ファンテック㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 ㈱キリウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

㈱ミワコネクト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ㈲瀬川製作所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

■窯業・土石製品 ㈱マツモトセイコー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

㈱イーストンテック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 ７　ソフトウェア（１社）

４　鉄鋼　非鉄金属　金属（３社） ㈱エキスパートギグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

■金属製品 ８　その他（２社）

㈲佐野機工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 東京オイルアナリスト㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

スターヒューズ㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ㈱日省エンジニアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

日伸工業㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参考

令和２年～令和４年度認証企業

　企業一覧（50音順） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

　【食料品　飲料・飼料】　 → 09 食料品、10 飲料・たばこ・飼料

　【繊維　木製品　印刷】 → 11 繊維工業、12 木材・木製品、13 家具・装備品、

14 パルプ・紙・紙加工品、15 印刷・同関連業

　【化学　プラスチック　ゴム　土石】 → 16 化学工業、17 石油製品・石炭製品、18 プラスチック製品、

19 ゴム製品、20 なめし革・同製品・皮革、21 窯業・土石製品

　【鉄鋼　金属】 → 22 鉄鋼業、23 非鉄金属、24 金属製品

　【はん用・生産・業務機械】 → 25 はん用機械器具、26 生産用機械器具、27 業務用機械器具

　【電子部品　電気・情報・輸送機械】 → 28 電子部品・デバイス・電子回路、29 電気機械器具、

30 情報通信機械器具、31 輸送用機械器具

　【ソフトウェア】 → 391 ソフトウェア

　【その他】 → 32 その他

※ この冊子は、下記の産業分類の中から選択した業種により分類・集計しています。

令和４(2022)年度認証　栃木県フロンティア企業目次



１　食料品　飲料・たばこ・飼料

日本標準産業分類

０９　食料品



東北自動車道宇都宮ICから車で20分

その他にもこんなものを造っています！ 国産ひきわりカップ　３P

●使用大豆：国産ひきわり大豆
●有機醤油を使用したまろやかな味わいのたれ付。（からしは付いておりません）
●丸大豆を、食べやすく6～8等分に挽き割りました。浸漬・蒸煮・発酵、すべての工程において、ひきわり大豆に合わ
せた調整を行うことで大豆の旨みを生かした美味しいひきわり納豆に仕上げております。
●食べやすいひきわりタイプですので、幼児食や高齢の方のお食事にもおすすめです。
●納豆巻きや手巻き寿司のほか、色々な納豆料理の食材にもお使いいただけます。
●個食に便利なカップタイプ。深さがある容器を使用していますので、かき混ぜやすくこぼれにくいです。

・本社（栃木県）、自社工場（栃木工場、
三重工場、郡山工場、関堀工場）
・営業本部（東京都）

事業内容

納豆の製造・販売

商品パッケージ

社長からのメッセージ　

おかげさまで、２０２２年で７２周年を迎えることができます。大豆の一粒は命
の一粒として扱い、お客様に喜ばれる納豆をお届けします。これからも、あ
づま食品はお客様の信頼にこたえるため、本業一筋の創業精神と食品メー
カーとしての基本を忠実に実行し、社員一丸となってお客様に喜ばれる上質
な納豆をつくり続けていきたいと考えています。

代表取締役社長
黒﨑　英機

ここがセールスポイント 納豆一筋を貫き、お客様に本当に喜んでいただける安心・安全でおいしい納豆づくり

納豆の原材料である、大豆、水、納豆菌にこだわり、納豆一筋で社員一丸となり日々美味しい納豆をお客様に提供し
続ける日本最大の納豆専業メーカーです。

資本金 9,000万円 ●国産の大粒大豆を４分割にした、大きなひきわり大豆を使用。
  一般ひきわりに比べると約２倍
●しっかりした食べごたえと食感、大豆の旨みや風味が感じられ
る、今までにないひきわり納豆。
●独自の旨さ閉じ込め製法で栄養分の流出を抑え大豆の旨味
を閉じ込めます。

年商 163億円

従業員数 532名

創業 昭和２５年８月

取得規格 ＦＳＳＣ２２０００、とちぎＨＡＣＣＰ

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《国産大きなひきわり納豆》にはこんな特徴があります！

代表者名 黒﨑　英機

認証年度：令和４(2022)年度

食料品 あづま食品
しょくひん

株式会社
〒329-1115 お問い合わせ先

宇都宮市下田原町３４８０－２ TEL:　028-672-2112 FAX:028－672-2384

https://www.adumas.co.jp/ Email:　y-ushiku@adumas.co.jp

3 ページ

https://www.adumas.co.jp/


北関東自動車道 都賀ICから500m

事業内容

もやし、カット野菜、スプラウト等の
⽣産・販売、農業⽣産法⼈

会社概要
わが社の《サラダ豆苗》にはこんな特徴があります！

代表者名

資本金 2,000万円

69億円

従業員数 450名(パート含む)

設立 昭和43年5月

岡部　一法

ISO9001、ISO22000に基づく衛生管理を重視した工場で生食用のカット野菜も製造しています。
SDGsの取り組みの一環として、プラスチック使用量削減に繋がるスタンドパック型のエコハンディパック(サラダ、薬味)
を商品開発しました。

スタンドパック型　エコハンディパック 

取得規格 ISO9001、ISO22000

主な拠点・主要取引先 製品名：サラダ豆苗

社長からのメッセージ　

当社は「一人でも多くの人たちにより健康な食生活を提供したい」という経営
理念のもと、これからも「安全」「安心」「鮮度」を実現する製造技術を絶えず
研究し、時代が求める新しい商品の開発に力を注ぎ、信用・信頼される商品
をご提案し続け、お客様の役に立つ企業であり続けたいと考えています。

代表取締役社⻑
岡部　一法

その他にもこんなものを造っています！ 生食用のカット野菜も製造しています。

拠点：本社、都賀インター工場、栃木工
場、西方農場(全て栃木市)
取引先：スーパー、ドラッグストア各社

食感がやわらかく、サラダに適した若採り豆苗です。
通常の「豆苗」との比較
・先味の素材感と濃厚さ、後味の旨味コクが強いです。
・先味の渋味刺激が強いことで、さっぱり食べられます。
・豆苗特有の後味に残る苦味は旨味コクが補っています。

年商

ここがセールスポイント
日光連山を源とするミネラルたっぷりの豊かな伏流⽔を処理した機能⽔を使⽤し、もや
しやかいわれの栽培・カット野菜の洗浄などにも利⽤しています。

「もやし育成」「カット野菜製造」「スプラウト栽培」を3つの柱とし、もやしの原料である緑豆は発芽率検査や微生物検査
などの品質検査で自社基準をクリアーした原料のみを買い付けています。

認証年度：令和４(2022)年度

食料品 株式会社上原園
うえはらえん

〒328-0111 お問い合わせ先

栃木県栃木市都賀町家中4665-1 TEL:0282-21-8813　 FAX:0282-21-8817

https://www.ueharaen.co.jp/ Email:info@ueharaen.co.jp

4 ページ
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JR石橋駅からタクシーで15分、栃木ICから20分

その他にもこんなものを造っています！ 素材本来の風味を生かした漬物商品

本社・工場：壬生町

事業内容

根菜野菜を中心とした加工食
品の製造・販売（漬物・惣菜）

国産塩だし生姜

社長からのメッセージ　

おかげさまで創業１００周年を迎えることができました。時代のニーズ
にあわせこれからもお客様に喜んでいただける商品の製造、開発を
進めていきたいと思います。

代表取締役
菅野 弘

ここがセールスポイント 「食」の新たな可能性を探ることで、日本の食文化に貢献。

当社は、本当にお客様が求めているものを提供していきたいという思いのもと、漬物をメインに「食生活」全てを見通した商品展開
を進めています。美味しさ、健康、利便性を追求しながらよりお客様に喜んでいただける商品を提供していくことで、日本の食文化
に貢献していける企業を目指しています。

資本金 2000万円 通常薬味として使用されるしょうがについては、醤油をかけて味
を付けることが多いです。　しかし、この商品は塩味がついてい
るため、素材のの良さを引き出し豆腐等をおいしく食べることが
でき、より簡便においしく食べくものを食べたいという願いをかな
えた商品となっています。また、料理に合わせやすいカットになっ
ているため、生姜の存在感があり、シャキシャキとした食感が楽
しめます。

年商 20億円

従業員数 94名（パート含む）

設立 昭和33年7月

取得規格 ISO22000

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《国産塩だし生姜》にはこんな特徴があります！

代表者名 菅野弘

認証年度：令和４(2022)年度

食料品 株式会社すが野
の

〒321－0214 お問い合わせ先

栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3127 TEL:　0282－82－0074 FAX:0282－82－9540

https://www.sugano-foods.co.jp/ Email:　info@sugano-foods.co.jp

5 ページ

https://www.sugano-foods.co.jp/


代表取締役
斎藤　貞大

その他にもこんなものを造っています！
当社はｱｲｽｸﾘｰﾑ製造がメインであり、その中でも
ｻｸﾚﾚﾓﾝは全国的に定着した製品となりました

サクレといえば、フレッシュなスライスレモン
レモン味の氷のさわやかな味わいを引き立てる、
すっぱくて少しほろ苦いスライスレモンがアクセント！
冷凍庫から出してすぐでも食べやすいサクサクの氷
サクレの氷は冷凍庫から出した直後でもサクサクな
スペシャルな氷！
１９８５年の発売開始から、口当たりの良い氷になるよう
思考錯誤を重ねてきました
サクレはアレンジレシピがいっぱい
サクレは炭酸飲料やお酒と組み合わせておいしい
ドリンクが作れる！
ぜひあなた好みのアレンジレシピを見つけてください。

JR宇都宮駅から、約２ｋｍ

本社（宇都宮市）、喜連川工場、関
西工場、東北食品、取引先：㈱千疋
屋総本店、ゴンチャロフ製菓㈱

事業内容

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類および氷菓、中華まんじゅう
および餃子等の冷凍食品、マロングラッ
セ及びゼリー類の製造・販売ならびにレ
ストラン、餃子店経営

取得規格

主な拠点・主要取引先 製品名：マロングラッセ

社長からのメッセージ　

私たちフタバ食品は、多様化する時代にあっても常にライフスタイル
の変化をとらえ、まごころをこめた商品を提供してまいりました。変化
の激しい時代にあっても、私たちの変わることのないテーマ「おいしさ
と楽しさ、安心と安全］を常に追求しながら、お客様の立場にたった、
お客様にご満足頂ける商品とサービスの提供にこれからも努めてま
いります。

資本金

ここがセールスポイント 本場ヨーロッパのマロングラッセを日本でも食べられます。

マロングラッセ生産の本場はイタリアであり、使用栗もイタリアのものを使ったものが本物とされています。当社のマロングラッセは
イタリアから原料となる栗を仕入れ、生産技術もイタリアと同じ機械と技術指導を受けて仕上げております。

4億9200万円 マロングラッセを生産するにあたり、糖漬け工程は非常に繊細
で、糖密の浸漬時間・温度は品質に影響を施しました。当社は糖
蜜の成分から見直し、マロングラッセを生産するにあたり最適な
温度、時間を割り出し、ふっくらと柔らかい製品に仕上げました。

年商 182億円

従業員数 267名（臨時従業員は除く）

設立 1945年12月19日

会社概要
当社は日本で数少ないマロングラッセの技術・製法を守って生産しています。

代表者名 斎藤　貞大

認証年度：令和４(2022)年度

食料品 フタバ食品
しょくひん

株式会社
〒321-0821 お問い合わせ先　

栃木県宇都宮市一条4-1-16 TEL:　028-636-3585 FAX:　028-636-3571

https://futabafoods.co.jp Email:　sugata@futabafoods.co.jp
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２　　繊維　木製品　印刷

日本標準産業分類

１１　繊維工業

１２　木材・木製品

１５　印刷・同関連業



JR足利駅より車で15分、東武伊勢崎線足利市駅より車で10分

その他にもこんなものを作っています！ B面ファスナーと機能性生地を使用したサポーター

当社のB面ファスナーやストレッチ・メッシュといった機能性生地は、腰痛ベルトなどの医療メディカル用商材に多数採
用されています。また、サポーターなどスポーツ関連商品の他、近年では介護、農業、運送業等ブルーワーカー向け
アシストスーツにも使用され始め、今後更に市場は拡大する見込みです。その他さまざまな分野のOEM・ODM商品の
企画・提案・製造も承っています。

株式会社セイホウ

本社：足利市 社長からのメッセージ　

「安心・喜ばれるモノづくり」をモットーに、お客様のニーズを忠実に再現するだけでなく、何か新
しい事を提案出来る「お客様に愛される企業」へと社員一同努力してまいります。

事業内容

繊維素材(生地・製品）の企
画・開発・製造・販売

取得規格

主な拠点・主要取引先 銅繊維手袋

資本金 1000万

繊維素材（生地・製品）の企画・開発・製造を一貫して手がけており、様々なニーズに応えることのできる繊維メーカーです。
広巾タイプのB面ファスナーやストレッチ、メッシュ、また金属の銅を使用した「銅繊維（カプロンファイバー）」など、当社オリジ
ナル機能性生地を製造・販売しています。

「銅繊維手袋」は様々な特性のある銅を使用した手袋です。

年商 5億4700万

従業員数 14人

設立 1964年10月1日

会社概要
わが社の《銅繊維手袋》にはこんな特徴があります！

代表者名 吉田　晃

ここがセールスポイント 繊維素材をクリエイトする！

認証年度：令和４(2022)年度

繊維工業

〒326-0837 お問い合わせ先

足利市西新井町3247 TEL:　0284-71-0490 FAX:0284-71-9870

http://www.e-seihou.co.jp/ Email:seihou@e-seihou.co.jp

腰痛ベルト

手首サポーター ヒザサポーター
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北関東自動車道 太田桐生ICより約10分 ・JR両毛線 小俣駅より約2.5km（お車で約7分）

その他にもこんなものを造っています！
ドラッグストアのPR・化粧品メーカーのOEM・ホテル、旅館のアメニティ
などご希望に沿った最適な浴用ボディタオルをご提案＆製作

定番織りの他、高級感あるジャガード織、肌ざわりのよいパイル織、キャラクターや文字のプリント加工など、企画に合
わせた最適なボディタオルをご提案・製作いたします。
ナイロン・レーヨン・ポリエステルの他、麻・綿・シルクなどの天然素材も選べます。
また抗菌・防臭などの機能面も対応いたします。
パッケージデザインもお任せください。

主要取引先：大手量販店・ボディタ
オル関連メーカー

事業内容
浴用ボディタオル全般の企画･
製造･販売、家庭雑貨、 生活雑
貨、美容関連製品の国内製造･
輸出入･販売

背中楽々タオル

社長からのメッセージ　

弊社は原料の加工から織り・染色・加工・縫製・包装・出荷に至るまですべて
の工程を一貫生産体制を実現することにより、高品質・低コストを実現してき
ました。
近年も最新の織機や自動縫製機などを導入し、常に進化を遂げるべく邁進
しております。
OEMやアジアを中心とした海外市場にも積極的に取り組んでおり、多くの皆
さまのご要望に添えるよう企業努力してまいります。

代表取締役
田部田　富久

ここがセールスポイント
原料の加工から織り・染色・加工・縫製・包装・出荷に至るまで
すべての工程を一貫生産体制

1963年（昭和38年）創業の浴用ボディタオルの製造メーカーで、すべての工程を一貫生産体制で行っており、
この総合力で多くのメーカー様から選ばれています。
OEM・PBを中心に年間1,000万枚以上の製造・販売を誇り、シェアは国内トップクラスです。

資本金 1,000万円 肌ざわり良いタオルの中央に、背中洗いに最適な厚みとかたさ
の織地を配した、使い分けができるボディタオルです。
タオルの1部分に厚みを出すことにより背中のくぼみにフィットし
て、しっかり背中を洗うことができます。
また通常の加工ラインで製造可能な技術を使っており、後加工
にて厚みや立体感をつける必要が無い為、従来通りの生産性を
保ったまま量産化が可能です。

年商 7.2億円

従業員数 41名

設立 1970年4月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《背中楽々タオル》にはこんな特徴があります！

代表者名 田部田富久

認証年度：令和４(2022)年度

繊維工業 タツネ株式会社
〒326-0143 お問い合わせ先

栃木県足利市葉鹿町1419 TEL : 0284-62-0774 FAX : 0284-62-5967

http://www.tatsune.jp/ Email : info@tatsune.jp
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東武日光線北鹿沼駅より徒歩6分、鹿沼ICより12ｋｍ

その他にもこんなものを造っています！ 木製品を使うことは森を守ることにつながります。

キッチン、バス用品を中心にインテリア、オフィス家具、遊具に至るまで、様々な木製品の製造、製材を行っています。
栃木県産の檜や杉を主な材料とし、間伐材の有効利用にも積極的に取り組んでいます。次世代に大切な森林を引き
継ぐことを重要な役目と考え、「木を植え」「木を育て」「木を伐り」「木を利用する」という活動を通じて地球環境を守り、
木材を有効活用することを目指しています。

拠点：本社・工場（鹿沼市）
主要取引先
GMS,HC,通販等

事業内容

木製品製造販売

KINOMA

社長からのメッセージ　

1945年創業以来、長年にわたって家庭に寄り添う木製品を作り続け
て来ました。一人でも多くの人に木製品の良さが伝わるよう、長年の
技術や伝統を守りながら、これからも時代に合った新しいものづくり、
そして安心して使える質の良い製品づくりを行っていきます。

代表取締役
星野　詠一

ここがセールスポイント 時代に合った製品作りを行います

長年培ってきた技術と経験を活かし、時代の変化に対応しながらライフスタイルに合った製品をづくりを心がけていま
す。

資本金 3,000万円 家の中で過ごす時間が増えた昨今、自分の空間をより楽しく、充
実したものにするために、鹿沼の主な産業である木工に加え、金
属加工、園芸の企業と協力し作った、自分の空間をつくるブラン
ド「kinoma」です。

年商

従業員数 32名

設立 昭和33年7月

取得規格

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《KINOMA》にはこんな特徴があります！

代表者名 星野詠一

認証年度：令和４(2022)年度

木材・木製品 星野
ほしの

工業
こうぎょう

株式会社
〒322-0072 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市玉田町692-8 TEL:　0289-65-5131 FAX:  0289-62-7081

http://www.hoshino-kogyo.co.jp Email : info@hoshino-kogyo.co.jp

キッチン用品 バス用品 学習机・椅子 遊 具

101030 Ａ-(1)-070035 NO.089004 JAFTA-W070
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JR片岡駅から徒歩6分（500m）/矢板インターチェンジより2km

その他にもこんなものを造っています！ プロスポーツチームのグッズも生産しております。

当社では、各種プロスポーツチームの応援グッズの生産しております。応援Ｔシャツやキーホルダー、タオルなど幅広
くグッズの生産も自社で行っており、短納期対応を実現いたしました。

拠点：本社（矢板市）、片岡工場（矢板市）
主要取引先：官公庁、プロスポーツチーム

事業内容

印刷全般/特殊印刷
（横断幕/垂れ幕/バナー/のぼり旗/ノベ
ルティ/記念品/チラシ/パンフレット/ポス
ター/伝票/冊子）

いちご一会国体で採用

社長からのメッセージ　

私たちは、常にお客様の立場に立ち、最適な品質と心のこもったサービスの
提供を通じてお客様の満足と感度を追求しております。また、社会に役立つ
存在価値を創造し、心豊かな社会創りに尽力します。

代表取締役
松本　英則

ここがセールスポイント バナー印刷技術に自信があります！

横断幕（バナー）を中心に印刷・加工を行っており、全国各地からの注文をデザインから印刷・加工・出荷までワンス
トップで全て自社工場内で行っておりますので、小ロットや量産での短納期対応が可能です。

資本金 300万円 塩化ビニール製を使用しているバナーが地球環境問題で騒がれる時
代の中、地球環境にやさしい生地で現状品の機能性を付加し、有害物
質を使用しない生地を使用し、印刷技術で製品化に成功しました。ま
た、製品は軽量化（45％減）になり取付・施工性向上にもなっている。最
大幅3200mmｘ最大長50mを1枚物で印刷可能であり、繋ぎ加工すれば
無限大です。環境にもやさしい素材であり、折シワもつきにくく軽量の
為、運搬・設置・施工も安易に行える。使用後、焼却処分する際には有
害物質（HCl）が発生しない。

年商 2億円

従業員数 12名（パート含む）

設立 平成17年12月

取得規格

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《とことんエコなバナー》にはこんな特徴があります！

代表者名 松本英則

認証年度：令和４(2022)年度

印刷・同関連業 株式会社幕壱
まくいち

〒329-1574 お問い合わせ先

栃木県矢板市乙畑1447 TEL:　0287-48-8338 FAX:0287-48-8225

https://www.makuichi.com Email:info@makuichi.com

ショールーム風景
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３　　化学　プラスチック　ゴム　土石

日本標準産業分類

１６　化学工業

１８　プラスチック製品業

２１　窯業・土石製品



東北自動車道栃木インター

会社概要
特殊素材の開発、製造、販売。

代表者名 菊元栄治

認証年度：令和４(2022)年度

化学工業 株式会社榮
さかえ

建設
　けんせつ

〒３２８－０００６ お問い合わせ先

栃木県栃木市国府町３０４－７ ０２８２－２７－６４９０ ０２８２－２７－４６９１

http://sakaekensetu.com office@sakaekensetu.com

ここがセールスポイント 役立つ製品の開発・販売

弊社は、創業より住環境の中で新しい技術を創造する。身近な技術・技能・開発・製造集団です。

鉄の錆や水垢などを取り除く液剤。においが少なく、中性の為安
全に使用が可能です。さび取り後の錆もどりも少ないため、使い
勝手がよいです。

年商 1億円

従業員数 ３人

設立 平成元年２月

取得規格

主な拠点・主要取引先 商品写真

資本金 1,000万円

その他にもこんなものを造っています！ 強力カビ取り剤 MoldZERO

東和特殊産業株式会社　株式会社
全榮

社長からのメッセージ　

新しい技術を創造し、共に成長し続ける

事業内容

特殊素材の開発・製造・販売。
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その他にもこんなものを造っています！ 医療機器や光学デバイスの製造も行っています。

東武・足利市駅からタクシーで10分、北関東自動車道・足利ICから5分

取得規格ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先 加工事例

拠点：足利市助戸新山町
主要取引先：　日本精工、フォルシアクラ
リオン、コニカミノルタ、富士フイルム、不
二ラテックス、第一化成、栃木精工、マ
ニー等

社長からのメッセージ　

　「超精密な金型を製作し、高精度で安定した部品を提供すること」が創業
当初からのポリシーです。金型は熱処理で耐久性を向上させ高硬度になっ
た金型材料に放電加工(電気加工）で精密に製作します。特に重要なのが放
電加工に必要な電極(加工工具）の製作とそのセッティングです。これらには
ノウハウが必要で、当社では長年の経験から独自の方法を構築してきまし
た。技術革新を実現できるような製品をお客様へ提供したいと考えていま
す。

事業内容

精密プラスチック製品の製造

資本金

会社概要
わが社の《超微細溝加工技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 宇井　伸一

代表取締役
宇井　伸一

1,000万円

年商 2.5億円

従業員数 25名（ﾊﾟｰﾄ・派遣職員含む）

設立 昭和34年10月

「ノイズ低減ギア」や「車載オーディオ部品」を皮切りに、「デジタルカメラなどの光学部品」や、トルク調整を可能にした
内ネジを有する「携帯電話用カメラ部品」「車載カメラ用部品」など、時代のニーズに合わせた独自のアイデアで応えて
きました。

現在、様々な経験を生かし「眼科用医療機器部品」「医療用点滴調整部品」「カテーテル手術用部品」などの医療分
野、「光通信用光学素子」などの光学デバイス分野などの新たな分野に参入しています。

　

  様々な分野で培ってきた技術や経験を、新たな価値観を生む製品に生かすことで社会に貢献しています。

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 株式会社宇井
　う　い

精密
せいみつ

製作所
　せいさくしょ

〒326-0041 お問い合わせ先

栃木県足利市助戸新山町1080 TEL:　0284-41-7631 FAX:　0284-42-2201

https://www.ui-seimitsu.co.jp Email:　info＠ui-seimitsu.co.jp 

ここがセールスポイント 精密放電加工技術で新しい価値観をもった製品実現をサポートします

　当社の精密プラスチック製品の量産は、金型の設計・製作から成形加工まで一貫して行っています。金型、成形品ともに
試作から量産まで精密測定を行い評価・管理を行っています。また、成形品に合わせた最適な生産設備の設計・製作を行
い、安定した製品の供給に取り組んでいます。

厚み0.11mm
高さ÷厚み＝4.7の高アスペクト比の加工を型彫り放電加工

機で実現しました。この加工を金型部品に採用することで、

微細な溝形状をもったプラスチック成形品の製作が可能に

なります。表面張力により、この溝に油などの液体を保持で

きるので、無給油軸受けなどの応用が期待されています。
高さ0.52mm

ナノオーダーの精度が要求される

光通信用光学素子用部品

滑らかな作動のネジを有する

カテーテル手術用部品

微細な形状を有する

医療用点滴調整部品
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東北自動車道宇都宮インターから車１５分、下今市駅・下野大沢駅から車１５分

その他にもこんなものを造っています！
医療器具・自動車・航空機・建材・家具等・その他、幅広い
分野でポリウレタン成形品が使われております！

　　　　　　　　　医療器具向け検査に使用する頭部固定具（軟質ポリウレタン発泡モールド成形品）

****

事業内容
ポリウレタン発泡モールド成形加工
合成脂化成品加工・コーティング・
金型製作・その他

イメージ

（顔写真）

社長からのメッセージ　

長年培ってきた技術力でオンリーワンを追求し栃木県から世界へ貢
献して参ります。

メッセージ

ここがセールスポイント ポリウレタン（スポンジ）発泡成形加工に自信あり！
　当社は創業以来、１個からのものづくり信念で小ロット～量産での多品種生産を行っております。他社には真似出来ない独自ウレタン
特殊成型にて３次元形状を作り出し安全部品をメインにお客様の要望に応えられる様、新製品開発に注力しております。ポリウレタン成
型品では軟質～硬質まで弊社工場にて一貫生産対応を行っております。ポリウレタン（スポンジ）のことならお任せください。

資本金 ３００万円 　
医療向け検診検査時に頭・腕・足・人体接触部の固定具は現在
に　至り、表皮カバー縫製品が多く使用されている。弊社開発品
では縫い目の無い止水性（防水性）で且つ衛生的な軟質ポリウ
レタンモールド製、安全緩衝パッド成形品を提供致します。

年商 ****

従業員数 ２５人

設立 平成７年１２月

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《医療器具部品向けポリウレタン発泡成形品》にはこんな特徴があります！

代表者名 島津　好伸

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 有限会社シマヅ化成
かせい

〒３２１－２３５１ お問い合わせ先

栃木県日光市塩野室町３４０ TEL:　0288-26-8511 FAX:0288-26-8512

http://www.shimazu-chemical.co.jp/ Email: main@shimazu-chemical.co.jp

従来から使用されている通常ウレタンカット品

通常ウレタンカット品

縫製カバー品は縫い目からの水分滲入有り

止水性（防水性）ではない

当社開発品

軟質ポリウレタン成形品＋表面止水性（防

水性）特殊加工を施しました
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東武日光線　東武金崎駅から徒歩20分、都賀ICから2km

その他にもこんなものを造っています！
クリーンルーム生産環境を活用した射出成形、組立のほか、一般環
境での射出成形によるプラスチックパーツ生産を行っています。

クリーンルーム射出成形サービス

クリーンルーム組立サービス

（一般工業品向け）射出成形サービス

18r～350ｔの射出成型機を擁したクリーンルーム環境
（Class100,000）の元、医療機器生産オペレーションで、射出
成形を行います

クリーンルーム環境（Class100,000）で、主にメディカル向けディス
ポーザル品・消耗品の組立サービスを行っています。
また医療機器の筐体についてサブアッセンブリーを承っておりま
す。

40t～1,450tまで幅広い射出成型機のラインアップを擁し、エ
レクトロニクス、自動車、航空機、アミューズメント向けのプラ
スチック部品を生産しています。

写真：樹脂製マイクロニードル

社長からのメッセージ　

当社は大正14年にセルロイド加工メーカーとして創業し、昭和28年に
プラスチック射出成形を始めました。近年はクリーンルーム施設の拡
充とオペレーション面の磨き込みを進め、医療機器部品の生産環境
を整え、更に商品開発を加えたOEM機能を進めています。　常に変
化していくことでお取引先様の信用を得られるように努力していきま
す。

【拠点】栃木市（本社）、東京（営業所）
【取引先】医療機器メーカー、電機メー
カー、自動車部品メーカー

事業内容

プラスチック加工
（射出成形、組立）
（クリーンルーム完備）

代表取締役社長
宮本　努

ここがセールスポイント プラスチック射出成形で微細転写を行い、メディカルに適したクリーンルームにて生産します

当社は、プラスチック加工メーカーとして医療機器製造に適したオペレーションとクリーンルーム施設を保有し、特徴あ
るプラスチック成形を行っております

資本金 4億95百万円 プラスチックは量産性に富み、また製造コスト面で他の素材に比べて優位性があり
ます。加工性にも優れていますが、特性的には微細な加工の適正は低いとされ、二
次加工においても金属やガラスに比べて微細加工にな捻があるとされています。
当社では独自の射出成形製法により、ミクロンレベル・ナノレベルまでの超微細金
型転写を実現しました。　これらは特にメディカル分野や検査市場での需要が高く、
当社はメディカル対応のクリーンルームオペレーション環境下で生産を行っておりま
す。
特に、今後成長が期待されるマイクロニードルや、マイクロ流路での活用を行って
います。

年商 約25億円

従業員数 約160名

設立 大正14年

取得規格 ISO13485
医療機器製造許可

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《モノつくり》の特徴

代表者名 宮本　努

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 タクセル株式会社
〒322-0802 お問い合わせ先

栃木県栃木市西方町本郷600番地 TEL:0282-92-0091 FAX:0282-92-0134

https://takcel.co.jp/ https://takcel.co.jp/contact.html
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JR小俣駅から車で10分

その他にもこんなものを造っています！ 自動車部品製造も行なっています！

【レクサスLSシリーズ装着部品の製造着手】
当社では、レクサスLSシリーズに装着されている世界初となる部品製造に着手しております。
今後も更なる技術の向上と、お客様に喜んでいただけるものづくりを追求し、さまざまな角度から社会に貢献できるよ
う取り組んでまいりたいと考えております。

拠点：本社（足利市）、小俣事業所（足利
市）

事業内容

プラスチック製品製造販売

バスキュートプレミアム

社長からのメッセージ　

当社はプラスチック成形技術力・コンサルティング力・迅速な対応力のさまざ
まな強みを生かし、お客様に高品質の製品及び的確なアドバイスを提供す
ると同時に、お客様とのパートナーシップを継続して強化し、安定した受注を
目指しております。自動車部品をはじめ様々な部品製造に着手するにあた
り、お客様に満足していただけるご提案を継続出来るよう、今後も社員一丸
となりしっかりと取り組んでまいります。代表取締役

田米開 由章

ここがセールスポイント プラスチック成形技術力・コンサルティング力・迅速な対応力に自信あり！

1．量産品、小ロット、試作品、オーダーメイド、何でも対応いたします。2．迅速な対応は当社の誇り！どんな短納期でも対応いたします。
3．コンサルティング力に自信あり！プロとして最高の提案をいたします。4．高品質な製品は技術力が命！ISO取得をはじめ、常に進化し続けます。
5．全力投球！お問い合わせ、ご相談には、誠意をもって対応いたします。

資本金 1,000万円 お風呂、リビング、ベッド、オフィス等使う場所を選ばず、幅広い体格差
や使う部所に対して、ツボ押し玉の位置や高さを簡単に調節することが
可能で、使う人や状況に合わせて使用することのできる高機能なツボ
押しマッサージグッズ。体型や押す部位によりツボ押し玉の位置や高
さ、およびツボ押し玉の形状を誰でも簡単に変更調節することが可能な
機構の検討を行い、ツボ押し玉の位置調節機構の設計デザインを行っ
た。また、ツボ押し玉のバリエーションを作り、玉の高さやツボ押し面の
形状違いにより使う人に合った心地よさが得られ、多様な人の満足感
が得られるように開発した。

年商 7億円

従業員数 25名

設立 昭和47年10月

取得規格 ISO:9001:2018 

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《バスキュートプレミアム》にはこんな特徴があります！

代表者名 田米開　由章

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 株式会社タメガイ
〒326-0103 お問い合わせ先

栃木県足利市粟谷町334-5 TEL:　0284-62-5006 FAX:0284-62-5002

http://www.tamegai.jp Email:tamegai@vesta.ocn.ne.jp
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JR那須塩原駅から車で10分、那須ICから10㎞

その他にもこんなものを造っています！
粉体用静電気放電粉塵爆発防止フイルム、環境配慮製品(生分解性
フイルム)、消臭フィルムも製造しています！

主に精密機器や粉体など静電気を嫌う製品の包装用フィルムを製造しており、持続型帯電防止袋
（STAT-3S)や粉体用静電気放電粉塵爆発防止袋（STAT-FDM)が代表製品となります。
帯電防止＋防湿性や帯電防止＋錆防止など機能性を更にプラスしたフイルムも製造しております。
その他にも環境配慮型の生分解性フイルム（グリースター）や消臭フィルム等、様々な機能を持った
包装資材の製造を行っておりますので、ご質問やサンプル依頼等がございましたらお気軽にお問い
合わせください。

本社・工場(那須塩原市)、
東京営業所(埼玉県さいたま市)
主要取引先：大洋シーアイエス他

社長からのメッセージ　

当社は帯電防止やサビ防止等、機能を持ったプラスチック包装資材の製造メーカー
です。品質は勿論、納期対応に自信を持っております。また、開発志向の企業として、
他分野への機能性包装材の開発も進めております。
今後も従業員一同、お客様のニーズに応じた開発志向の企業を目指して参ります。

事業内容

機能性包装用プラスチック
フィルムの  製造販売

ここがセールスポイント 高品質、短納期、小ロット対応、低価格、機能性包装資材の製造メーカーです。

主に精密機器/の包装用、静電気障害防止フィルムを製造しております。

STAT-3S Bioは、持続制型帯電防止ＳＴＡＴ－３Ｓに植物由来の
プラスチックを配合し CO2 削減・環境を配慮した帯電防止フィル
ムです。
STAT-3Sの帯電防止機能はそのまま維持し湿度依存性が少な
く、内容物へ帯電防止剤移行の心配はありません。

年商 8億1000万円

従業員数 30人

設立 2000年12月1日

取得規格 ISO9001、14001

主な拠点・主要取引先 STAT-3S Bio 登録No.543

資本金 1,020万円

会社概要
わが社の《STAT-3S Bio》にはこんな特徴があります！

代表者名 中沢　文伸

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品  株式会社テクノスタット工業
こうぎょう

〒325-0025 お問い合わせ先

栃木県那須塩原市下厚崎5-381 TEL:0287-60-5311 FAX:0287-60-5312

http://www.technostat.co.jp Email:info@technostat.co.jp

㈱テクノスタット工業は

とちぎSDGs   推進企業です。

私達、㈱テクノスタット工業は

宇都宮ブレックスを応援しています。
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JR宇都宮駅から車で15分、上三川ICから車で3分

その他にもこんなものを造っています！ プラスチック部品は何でもお任せあれ！！

当社では、自動車部品は内装品から外装品まで、エンジンルーム内からトランスミッション系まで、樹脂バンドクリップ
や電子部品インサートまで幅広く受注してます。高難度、複雑な金型も社内で作成しているため、どの系統の部品にも
強みを発揮し、納期、品質、コストの面で優位になっております。最近では容器メーカー様からの受注も増加しており、
加工機（設備）もNC旋盤や、円筒研磨など、丸モノ形状にも強くなってきております

本社：宇都宮瑞穂　第2工場：宇都宮瑞穂
第3工場：宇都宮瑞穂
自動車部品メーカー様
容器メーカー様etc

事業内容

樹脂金型の作成
樹脂成形、塗装、表面加工、
組立

インサート構成品一例

社長からのメッセージ　

当社は、高品質の部品を供給するだけでなく、QCD総合的に優れたメーカー
であると自負しております。特にレスポンス良くをモットーとしており、製造業
ではありますが、お客様第一の精神で業務にあたっております。
高い信頼より、新規開発案件の相談も増加しており、お客様と一緒に成長し
ていければと思っております。従業員一同技術の向上に日々取り組んでま
す

ここがセールスポイント 高難度の樹脂金型と樹脂成形に自信あり！

当社は昭和49年の設立以降、自動車部品の樹脂部品を中心に、金型の作成～樹脂成形～組立まで一貫して社内生
産出来ることが強みとなっております

資本金 1000万円 電子部品及び異種材のインサート成形技術
電子部品のインサート成形、また異種材の成形による密着性など、高
度な生産技術が求められる中で、弊社の金型加工技術によって成形
ピーク内圧が立たず電子部品の変形や以上などが発生しない形で成
形が出来るようになっており、かつ特殊な加工を施すことで異種材（ナ
イロン系樹脂とポリウレタン系樹脂）の密着性（気密性）を確保すること
が出来た

年商 7億円

従業員数 69名

設立 昭和49年

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《電子部品及び異種材のインサート成形技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 高橋知宏

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 株式会社トーカイ・エム
〒321-0921 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市瑞穂3-7-8 TEL:028-656-5633 FAX:028-656-5615

http://tokai-m.co.jp/ Email: to.takahashi@tokai-m.co.jp

19 ページ

http://tokai-m.co.jp/


東北自動車道－佐野藤岡インター下車、50号線経由で約15分　　JR両毛線・東武佐野線－佐野駅よりタクシー利用で約10分

ファンテックオンラインショップでは、試作品等にお試し頂けるよう1個から販売をしております。2022年9月より海外向け
販売を開始しました。海外の方が弊社のショップにアクセスすると海外注文用カートが表示されます。該当カートを用
い代理購入サービス「Buyee」へ接続頂くと 多言語カスタマーサポート・海外向け決済手段、118カ国の国と地域への
配送が可能になりました。　ファンテックオンラインショップはこちら<https://fantec-shop.jp>

取得規格 ISO 9001 : ISO 14001

主な拠点・主要取引先 空調服用ファンユニット

拠点　本社、北工場　取引先　国内
自動車部品メーカー、家電メーカー
など

社長からのメッセージ　

近年はファン製品をお届けする事だけでなく、ファンにお悩みの方々にコン
サルタント業務を致しております。製品を企画したがファンに関しては専門知
識が無く躓いてしまったという沢山の企業様からのSOSにお答えしておりま
す。また、今年度より弊社のオリジナル商品を世界市場へ販売する事が出
来るようになりました。代理購入サービス「Buyee」を使用して118カ国の国と
地域へお届けします。

事業内容
オリジナルプラスチックファンの製
造、販売

会社概要
わが社の《空調服用ファンユニット》にはこんな特徴があります！

代表者名

その他にもこんなものを造っています！ オリジナルファンに関連するプラスチックアイデア商品等

資本金 5,500万円 弊社の高品質ファンを使用して空調服用ファンユニットを開発し
ました。今や巷の必需品となった空調服。その礎となるファンユ
ニットを弊社の製品を使用して新たなアイデアと融合することが
可能になりました。アイデアをお持ちの方一度お問合せくださ
い。弊社のファンがお役に立ちます。

年商 ３億円

従業員数 22名

設立 昭和58年12月

大野　廣行

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 ファンテック株式会社
〒327-0004 お問い合わせ先

栃木県佐野市赤坂町９４３－１２ TEL:　0283-24-0992 FAX: 0283-24-8314

https://www.sanwafan.co.jp Email: eigyo-p@sanwafan.co.jp

ここがセールスポイント ファンについての全てのことはファンテックへどうぞ

プラスチックファンの製造、販売メーカーです。オリジナルプラスチックファンを各種取り揃え、1個から販売しておりま
す。現在約500種類のオリジナルファン等を販売しております。
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車で西那須野塩原ICから３分、JR西那須野駅から14分、那須塩原駅から１６分

サンプラスチック株式会社

事業内容

バイオプラスチック、生分解
性プラスチック環境配慮商品
の製造・販売事業

おからプラスチックを活用した製品

（顔写真）

社長からのメッセージ　

私たちは、世の中にインパクトをもたらす発想と技術を追求し、地域
社会の活性化を目指しています。
栃木県のおからを活用することで、新しい研究、新しい商品、そして
新しい価値を創造していく。
それが＋Factoryの挑戦です。代表取締役

宮澤　卓也

ここがセールスポイント 高度なバイオマス加工技術があります。

当社が製造するバイオプラスチック、生分解性プラスチックは、主におからや卵殻など、地域で排出されてしまう”非可
食部”を一部原料として再活用した地域にも環境にも優しいバイオマスプラスチック製品です。

資本金 500万円 これまで混ぜることが難しいとされていた水分のある状態のバイ
オマス原料（おから等）をそのまま樹脂と混錬し、ペレット化する
ことが可能です。

年商 1.8億円

従業員数 5

設立 2021年

取得規格 なし

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《バイオマス配合プラスチックペレット》にはこんな特徴があります！

代表者名 宮澤　卓也

認証年度：令和４(2022)年度

プラスチック製品 株式会社ミワコネクト
〒329-2748 お問い合わせ先

栃木県那須塩原市上赤田274-2 TEL:0287-47-7907 FAX:0287-47-7907

https://miwaconnect.com/ Email:
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JR矢板駅から車で15　分矢板ITから13ｋｍ

代表取締役
斎藤　俊雄

その他にもこんなものを造っています！ 当社施工例

株式会社イーストンテック

㈱オハラ　信越石英㈱

事業内容

ガラス加工販売、
リサイクルガラス建材販売。

取得規格

主な拠点・主要取引先 ガラス瓶リサイクル板材

社長からのメッセージ　

小ロット製品を得意とし個々のお客様の製品作りに役立つよう心が
けております。

資本金

ニッチなガラス加工を得意としております。単品受注も喜んでお受けします。

500万円 創業以来ガラス加工の幅を広げてまいりました。環境に優しいリ
サイクルガラスによる建材向け製品を開発しました。

年商 3500万円

従業員数 4人

設立 2011年11月1日

会社概要
わが社の《環境に優しいガラスリサイクル技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 斎藤俊雄

ここがセールスポイント ガラス加工単品でも承ります。

認証年度：令和４(2022)年度

窯業・土石製品
〒329-2214 お問い合わせ先

栃木県塩谷郡塩谷町東房１４３－１ TEL:0287-46-5034　 FAX:0287-45-2258

http://www.e-stonetech.co.jp Email:info@e-stonetech.co.jp
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４　　鉄鋼　金属

日本標準産業分類

２４　金属製品



JR宇都宮線「雀宮駅」より車で約30分　北関東自動車道「真岡IC」より車で約5分

その他にもこんなものを造っています！ 金属加工だけでなく、樹脂成型や縫製も承ります

●依頼開発
～「欲しい」のアイデアを形に～
日用雑貨から特注機密品に至るまでお客様の「欲しい」を
カタチが無い状態から設計・製造まで一手に請け負います。
開発請負事例：通販会社向け生活雑貨、官公庁向け開発依頼品

●銅製品事業
～人と環境にやさしい銅のチカラ～
累計216万個以上の販売実績を持つ「銅バスケットシリーズ」を筆頭に
キッチンや浴室の水回り製品や園芸用品など銅製の自社製品
を開発・製造販売しています。

●防犯製品事業
～防犯現場のリアルな声を製品に～
警察と共同開発した「キャッチマスターProシリーズ」をはじめ
オリジナルの防犯製品を開発・製造販売しています。

●開発・加工依頼
～ものづくりの「困った」を支援～
自動車向け精密部品の製造で培った加工技術で、各種部品や治具製作を請負。資材調達から、調達した資材の部分
加工なども承ります。一部工程のみを外注することで、コストダウンや業務効率化を支援します。

拠点：本社(真岡市)、工場(真岡市)
取引先：(株)パイオラックス・オリエンタ
ル白石(株)・官公庁・(株)カタログハウス

事業内容

プレス加工及び金型設計製作
銅製品・防犯用品等の自社開発・製
造

浴室用銅製まとまる
ヘアキャッチャー

社長からのメッセージ　

一点モノの治工具やお客様からの「こんな商品を開発したい」「こんなアイデ
アがあるのだけどカタチにできないか」等々、オリジナルの新商品開発の形
状デザイン（パッケージ・チラシ含む）・設計から、量産・パッケージング、そし
て販売まで、そんなお手伝いも、お客様と社員一丸となって一緒に楽しみな
がら作り上げていく体制を整えております。手書きのスケッチからでも大丈夫
ですので、気軽にお問い合わせ下さい。代表取締役社長

佐野　仗侊

ここがセールスポイント 技術と提案力でお客様のご要望に応えます！

長年自動車向け小型部品の製造で培ったプレス技術を主力に、技術と提案力で、お客様のご要望に応えます。自社工場では汎
用機を取り揃えることで、業界・素材にとらわれない開発請負を可能にしています。自社製品の開発に加え、官公庁の機密に関わ
るものから先進的な医療や農業に関わるものまで、幅広い分野からご依頼をいただいています。

資本金 1,000万円 髪の毛が水流でくるくるまとまるように、排水穴の位置やサイズ
を設計しました。またJIS A 4416の排水基準を満たす設計です。
従来のような目皿の形状ではなく、掃除がしやすいように一枚の
銅板をカップ状に絞り、髪の毛を取り除く際にも引っ掛りが少なく
つなぎ目がないのでお手入れが簡単です。銅は半永久的に再
生可能なサスティナブルな金属です。

年商 -

従業員数 36人(パート含む)

設立 1969年

取得規格 -

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《銅製まとまるヘアキャッチャー》にはこんな特徴があります！

代表者名 佐野　仗侊

認証年度：令和４(2022)年度

金属製品 有限会社佐野機工
  さ  の   き  こ う

〒321-4363 お問い合わせ先

栃木県真岡市亀山1942 TEL:0285-82-4522 FAX:0285-83-4889

https://www.sanokiko.co.jp/ Email:info@sanokiko.co.jp

機密のためぼかしています
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JR烏山駅から車30分

その他にもこんなものを造っています！ ヒューズがもたらす安心の100年

つめ付ヒューズやエンクロヒューズならびに鉛加工品等の自社製品については、
長期にわたり様々な用途でご利用を頂いております。

また複数の国内ヒューズメーカーの製品も販売しておりますので、
当社以外のヒューズに対するお問合せについても長年培った幅広い製品知識に基づき、
ご対応させて頂いております。

拠点：馬頭事業所（那珂川町）
　　　  本社（東京都渋谷区）
取引先：防火・空調設備メーカー各社

事業内容
防火ダンパー用温度ヒューズ・
回路保護用ヒューズの製造販売

防火ダンパー用温度ヒューズ

社長からのメッセージ　

当社は大正5年創業のヒューズ製造メーカーです。平成28年で創業100年を
迎え、つめ付ヒューズをはじめとした低圧回路保護用ヒューズや自動車・鉄
道車両用ヒューズ、防火ダンパー用温度ヒューズを長年にわたり提供させて
頂いております。当社ではプレス加工や合金製作を中核技術としており、お
客様の御要望に基づいたヒューズをカスタムで製作することが可能です。

代表取締役社長
柳田　覚

ここがセールスポイント 防火ダンパーと調和した温度ヒューズの設計・製造

合金、プレート端子のそれぞれの加工ノウハウを長年蓄積してきたことにより、防火ダンパーと一体感のある温度
ヒューズを提供致します。

資本金 2,200万円 防火ダンパー用温度ヒューズは、火災時に防火ダンパーの扉を閉止さ
せるための温度感知を行うスイッチとなる部品です。
当社では、回路保護ヒューズ製造で培った金属加工技術により、防火
ダンパーの作動に際して、最適な形状の温度ヒューズをご提供致しま
す。
作動特性をコントロールする低融点合金は自社にて製造しており、７
２℃・１２０℃・１６０℃・１８０℃・２８０℃といった多様な公称作動温度の
温度ヒューズを生産することができます。

年商 1億6,000万円

従業員数 12名

設立

取得規格

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《防火ダンパー用温度ヒューズ》にはこんな特徴があります！

代表者名 柳田　覚

認証年度：令和４(2022)年度

金属製品 スターヒューズ株式会社
〒320-0604 お問い合わせ先

栃木県那須郡那珂川町盛泉３３５－１ TEL:028-792-3085 FAX:028-792-5056

http://www.star-fuse.com Email:s-yanagida@star-fuse.com

25 ページ

http://www.star-fuse.com/


JR岡本駅から車で5分、北関東道　宇都宮上三川ＩＣから約３０分 

拠点：本社・大津工場（滋賀）、宇都宮工場、大
垣工場（岐阜）、オハイオ(米)、北京・南通(中)、
バタム(インドネシア)、シンガポール
取引先：日立グループ、昭和電工

弊社が強みにしている塑性加工技術
と表面処理技術に、全数検査・補償
で培った評価技術を加え、この技術
のトライアングルで精密小物金属プレ
ス加工の分野で世界一の企業を目指
します。

事業内容

精密プレス加工及び組立

半導体用冷却器部品

社長からのメッセージ　

代表取締役社長
清水 貴之

その他にもこんなものを造っています！ 次世代自動車用精密プレス部品(下記イメージ図)

ここがセールスポイント 小物精密プレス加工〔深絞り・板鍛造・バリレス(ラウンドトリム®)〕

　次世代自動車部品や医療消耗品に求められる様な、清浄度(コンタミレス)の高い小物精密プレス加工(保有プレス機能力15t～
600t)を得意としています。業界問わず弊社塑性加工技術で社会に貢献したいと考えており、国内３拠点・海外５拠点を活用したグ
ローバルな最適地生産もご提案可能です。

資本金 9,000万円 　単純な形状に見える本製品は極薄のアルミクラッド材を高精度
にプレス加工し、僅かなコンタミや変形・反りが許されない次世代
自動車用パワー半導体冷却器の構成部品です。月に数十万個
以上を県内企業に納入しており、弊社で初めてプレス加工から
脱脂・画像検査・梱包まで完全同期した全自動ラインを開発しま
した。クリーン環境(ISOレベル８)で防塵服を着用しプレス生産を
しています。

年商 約100億円(国内)

従業員数 宇110名(国内480名)

設立 1959年8月1日

取得規格
IATF16949
,ISO9001,ISO14001

主な拠点・主要取引先

会社概要
わが社の《精密プレス加工技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 清水 貴之

認証年度：令和４(2022)年度

金属製品 日伸工業株式会社
にっしんこうぎょう

〒321-0905 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市平出工業団地8-2 TEL:　028-661-3275 FAX:028-661-3661

https://www.nissinjpn.co.jp/ Email:uematsu@nissinjpn.co.jp

深絞り

ラウンドトリム®板鍛造

ステンレス

材料 アルミ・銅

自動車部品以外の製品

例：コイン電池部品

塑性加工技術 表面処理技術

評価技術

洗浄、バレル研磨

化学研磨、熱処理

絞り、板鍛造

ラウンドトリム🄬

ＤＸ、ＩｏＴ
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５　　はん用・生産・業務機械

日本標準産業分類

２５　はん用機械器具

２６　生産用機械器具

２７　業務用機械器具



認証年度：令和４(2022)年度

はん用機械器具 株式会社スズテック
〒321-0905 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3 TEL:028-664-1111 FAX:028-662-5592

https://www.suzutec.co.jp Email:info@suzutec.co.jp

ここがセールスポイント 省力化でおいしい米づくりを応援します

当社は創業以来、農機具の製造により社会に貢献してまいりました。特に水稲育苗用播種機については市場でもトッ
プシェアを誇ります。

1億円 セルトレイ全自動播種機STH2009は、キャベツ･レタス･ブロッコ
リー･白菜など葉物野菜の苗作り工程(セルトレイ供給→土入れ
→灌水→播種穴形成→播種→覆土→仕上がり)の効率化･省力
化が図れます。
また、STH2009は当社が独自開発した機構により、均等な土入
れ･高精度な播種が可能です。

年商 14億円

従業員数 100名

設立 昭和32年6月

会社概要
わが社の《セルトレイ全自動播種機　STH2009》にはこんな特徴があります！

代表者名 鈴木 直人

代表取締役
鈴木 直人

その他にもこんなものを造っています！
当社はエンドウ豆の若芽｢豆苗」の無農薬栽培も行っております。レストラン等の業務用をはじめ、スーパーマーケットな
どの一般用としても大変好評をいただいております。当社豆苗は、若芽を摘み取るため臭みもなく柔らかく、サラダ等生
でも食べられます。2020年9月、11月にとちぎGAP、JGAPの認証を受けました。今後も持続的な改善活動により、｢安
全･安心･高品質｣な豆苗の提供を続けてまいります。

JR宇都宮駅より車で15分

拠点:本社(宇都宮市)
主要取引先:大手農機具メーカー、
全国主要農業機械販売会社、種苗
販売会社、物流商社
事業内容
農業機械の開発、製造、販売

取得規格

主な拠点・主要取引先 セルトレイ全自動播種機　STH2009

社長からのメッセージ　

堅実･先進･独創のもと、よりよいものづくりを通して社会に貢献しま
す。

資本金

豆苗

トラクタ用補助車輪

ニラ調製機

ポット土入れ機水稲用播種機

当社取扱商品

新玉ねぎ調製機
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東武和泉駅から徒歩約25分　北関東自動車道 足利ICから18分

会社概要
わが社の《IC基板関連自動加工機械の製造》にはこんな特徴があります！

代表者名 石井　大洋

認証年度：令和４(2022)年度

生産用機械器具 株式会社石井機械製作所
いしいきかいせいさくしょ

〒326-0332 お問い合わせ先

栃木県足利市福富新町726 TEL:　0284-71-4611 FAX:0284-72-8821

http://www.iks-web.co.jp/ Email:info@iks-web.co.jp

ここがセールスポイント 設計から機械加工、組立まで一貫製造エンジニアリングメーカー！

当社は、１８８８年創業で織物機械の製造から事業が始まり、時代の流れに合わせ様々な分野の機械製造に関わってきま
した。現在では主に自動車、航空宇宙、半導体関連の製造設備や医療機器や難削材等の部品加工を得意としています。

資本金 2，000万円

X6000 Y3000 Z1250

IC基盤関連自動加工機械の製造、大型機械装置の高精度加工
組立と設計開発段階からの一貫製造エンジニアリングによる技
術の蓄積があります。あらゆるニーズにお応えします。

年商 ２０億円

従業員数 ９５名（パート含む）

設立 １９６３年　４月

取得規格 JISQ9100

主な拠点・主要取引先 大型５軸５面加工機

社長からのメッセージ　

自動車関連、半導体関連、航空宇宙関連、医療機関連、様々な分野に対応
しています。 新しい製品にも常にチャレンジしていて、整った設備と受け継
いできた技術力で、あらゆる課題を解決してきました。量産だけではなく、一
つひとつ丁寧に手づくりすることにこだわり、これからもお客様と共に成長を
続けていきます。

代表取締役社長
石井大洋

その他にもこんなものを造っています！ 航空機部品等も作っています。

当社では、受注生産型の企業として、認証技術であるIC基盤関連自動加工機械製造の他に、航空機向けの部品製造
も行っています。
航空宇宙産業では品質管理が厳しく求められますが、弊社では「JISQ9100航空宇宙マネジメントシステム」に基づく品
質保証体制を実現しており、高い品質管理が可能となっています。
今後も、精密部品の加工分野における先端技術の向上に寄与するため、研究開発に取り組んでいきます。

拠点：本社及び工場（足利市）
名古屋営業所（名古屋市中区）
取引先：株式会社SUBARU

事業内容

自動車、航空宇宙、半導体
関連等機械装置の設計製作
精密機械部品の加工

航空機用チタン合金部品製

造
左：ターニング 中：複合機

右：５軸５面加工機

サンプル部品
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佐野駅から徒歩20分、佐野インター6Km、田沼インター5Km

会社概要 わが社の《マシニングセンター切削加工における３次元座標変換時の高精度加工》に
はこんな特徴があります！代表者名 井上義孝

認証年度：令和４(2022)年度

生産用機械器具 株式会社井上製作所
いのうえせいさくしょ

〒327-0847 お問い合わせ先

栃木県佐野市天神町９５９ TEL:　0283-22-2866 FAX:0283-22-2371

http://www.inoue-seisakusho.com Email:inouess@inoue-seisakusho.com

ここがセールスポイント 短納期御対応

単発部品の切削加工においてＮＣデ-タ-作成時の安全面の確認作業の精度を向上させることで実機での確認作業を
省力化しました。ＩＴ化を推進することで「Ｑ，Ｃ，Ｄ」への対応力を強化しました。

資本金 １，０００万円 カムは、その機能上右図のような多面体になる事が多く且つそ
れぞれの面の位置も±１０μ程度の加工精度が求められます。
プレス金型の部品として求められるQCDを満たす加工技術は、
単に5軸加工機で行うそれとは、一線を画し市場では高く評価さ
れております

年商 １，6億円

従業員数 13

設立 昭和２3年７月

取得規格

主な拠点・主要取引先 プレス金型で使用されるカム

社長からのメッセージ　

“もの作りは人づくり”とよく言われますが、当社はこれを社是とし
社員教育.しつけ.スキルアップに力を入れております
安定した高い品質のサービスを低価格で提供しお客様の満足を得るには、
“人づくり”が必要と信じて日々努力を重ねております

代表取締役社長
井上　義孝

その他にもこんなものを造っています！ 工作機械や専用機の部品加工も行っております

主要取引先：自動車メーカーおよび
プレス部品メーカーの金型製作部
門や金型メーカー

事業内容

多品種少量ＦＣの切削加工
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JR山前駅徒歩5分　太田桐生ＩＣ車で5分

会社概要
わが社の《高品位ヘール加工技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 川岸　忍

認証年度：令和４(2022)年度

生産用機械器具 株式会社シンワモールド
〒326-0844 お問い合わせ先

栃木県足利市鹿島町545 TEL:　0284-63-0838 FAX:0284-63-1768

https://shinwamold.co.jp Email:info@shinwamold.co.jp

ここがセールスポイント 製造元不明な金型の修理や改造もご相談に乗ります

熱可塑・熱硬化金型、ゴム金型、ＣＦＲＰ金型を専門に取り扱っております。金型の設計・製造を一貫して社内生産。三
次元測定機を活用した精度の高い金型修理や、マザーマシンを使用した高精度な部品加工も行っています。

資本金 1,000万円 自動車産業では必要不可欠なワイパーを製造する技術です。従
来は一方向にて加工していた物を、Ｃ軸を使用して往復加工を
することにより、加工時間の短縮だけでなくＺ軸の逃げ動作がな
くなり熱変異の影響もうけにくくなり、より高品位な加工面が得ら
れている。

年商 1億円

従業員数 5名

設立 昭和46年4月

取得規格

主な拠点・主要取引先 ヘール加工したワーク

社長からのメッセージ　

ものづくり大国・日本において、様々な製品の製造、大量生産に不可欠な
「金型」は、日本経済の基盤とも言える製造業の生産活動を裏方として支え
る重要な役割を担ってきました。金型の原材料は金属、主に「鉄」です。鉄で
できた様々なパーツを組み合わせ、製品の「カタチ」を創り出す。それが「型」
の役割です。我々が鉄に込めるのは、「一流の上質」。
Feに込めるFine。を皆様に自信をもってご提供いたします。代表取締役

川岸　忍

その他にもこんなものを造っています！ Feに込めるFine

株式会社シンワモールドでは、フル三次元データでの設計を可能にするCAD・CAMを始め、
金型製造に必要なマシニングセンタ、ワイヤーカット、放電加工機など各種設備を完備。
検査・検品には高精度のCNC三次元測定機を使用しています。
お客様との綿密な打ち合わせを繰り返しながら、金型の製造、修理、部品制作を行っていきます。
状況によって仕様変更や追加作業が発生する場合は、その都度、お見積りを提示し、納得していただいた上で作業を
行っております。

拠点：本社（栃木県足利市）
主要取引先：バンドー化学株式会社

事業内容

プラスチック金型の設計製造
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東北自動車道　宇都宮インター降りて車で５分　宇都宮駅から車で２０分

会社概要
わが社の《製麦装置及び製麦方法》にはこんな特徴があります！

代表者名 鈴木　英世

認証年度：令和４(2022)年度

生産用機械器具 株式会社鈴矢電機
すずやでんき

サービス
〒320-0075 お問い合わせ先

宇都宮市宝木本町1258-7 TEL:　028-665-4305 FAX:028-665-5395

http://suzuyadenki.co.jp Email:ｓｓｓ＠suzuyadenki.co.jp

ここがセールスポイント 水処理機器のことならプロにお任せ下さい。

当社は水処理機器等の修理・設置・メンテナンスを主に技術力を生かし創業４3年になります。常に誠実に信頼関係を築き
より一層の技術向上を目指し　新しいことにも挑戦する会社でいたいと思っております。

資本金 １，０００万円 今回の認証技術商品は”製麦装置及び製麦方法”は宇都宮市内の道
の駅ろまんちっく村から製麦装置開発の相談を受けた事から始まり　製
造過程の全工程を一貫して行うことのできる装置を考案しました。
当装置ができる以前は、大麦を製麦する為　外注に頼り独自の工程が
出来ない不便さがありましたが、今では自社独自の浸麦･発芽･焙煎な
ど全工程を管理し、独自の地ビール開発アイデアを生かしいろいろな
地ビールが生産でき商品の多様化・活発化が進みました。

年商 ２億円

従業員数 8名

設立 昭和５３年

取得規格

主な拠点・主要取引先 製麦装置及び製麦方法

社長からのメッセージ　

私共は、日々変わる環境の変化に対応して水処理機器の修理、設置、販売
等を手掛けてまいりました。各メーカーのメンテナンス業務のほか、配管・ス
テンレス加工・電気工事、設置、撤去に至るまで全工程を弊社で行い、お客
様に安心してお任せ頂ける技術力と、丁寧な施工を心掛けてまいりました。
また、環境分野でも、今までの経験を生かし、新製品研究開発により一層の
努力を重ねて参ります。代表取締役

鈴木　英世

その他にもこんなものを造っています！ 画期的な熱風発生機・乾燥機も開発製造しました！

空気圧縮熱を利用した熱風発生機”クリーンサーモワン”製作で関東地方発明表彰　発明協会会長奨励賞受賞をきっ
かけ、　この装置を利用した乾燥装置”エコドライヤー”など　現在　５種類の特許を取得しています。また、レッツＢＵＹ
とちぎ認定商品としても御紹介いただいたり　地球温暖化防止のため　いろいろな創意工夫を考えたことにより　”廃熱
を用いた乾燥食品製造ラインの考案”で創意工夫功績者表彰をいただきました。今回の、作業用足場では発明協会栃
木県支部長賞を受賞しました。今後も、画期的なアイデアを基に　新製品の研究開発を進めていきたいと考えておりま
す。

新明和工業㈱　新明和アクアテク
サービス　㈱アンレット　㈱鶴見製作
所他

事業内容

水処理機器修理・設置・メン
テナンス･ステンレス加工
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西那須野塩原ICから車で5分

会社概要
わが社の《自動ラベル張り替え装置》にはこんな特徴があります！

代表者名 高塩　竜太

認証年度：令和４(2022)年度

生産用機械器具 ソルテック工業
こうぎょう

株式会社
〒329-2811 お問い合わせ先

栃木県那須塩原市下田野532-166 TEL:0287-35-4048 FAX:0287-34-1013

https:www.solutech.co.jp Email:info@solutech.co.jp

ここがセールスポイント ラベルやフィルム、薄物素材の加工機械ならおまかせ！

ラベルをカットして巻き取りたい、シートを型抜き加工したい、フィルムをスリットして小巻にしたい。薄物素材に関する
後加工の悩みなら、ソルテック工業が解決できます。

資本金 1,000万円 ラベルシートから不良品を自動で剥ぎ取り、剥ぎ取ったスペース
の距離を詰め、正しいピッチのラベルシートを製作する装置で
す。不良品の除去作業が不要になり、生産性向上と検査の作業
人員削減に寄与します。ラベルのみならず、ICタグの製造、検査
過程にも貢献した実績があります。安心安全が求められる社会
にあって、製品検査はあらゆる業界で求められます。今回認証さ
れた装置は検査の省力化を達成でき、様々な場面での活躍が
期待できます。特許取得済み（特許第7005830号）

年商 4億5千万円

従業員数 23名

設立 1990年5月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先 自動ラベル張り替え装置

社長からのメッセージ　

機械製造を担う高塩技研工業が1972年に創業、販売を担当するソル
テック工業が1990年に設立しました。高塩技研工業の創立から数え
ますと、今年でちょうど50周年を迎えます。シール・ラベル業界を中心
にあらゆる薄物素材に対応する後加工機械を製造して参りました。
お客様に合わせ、オーダーメイドで機械を設計、製造しておりますの
で、あらゆる注文に対応致します。

代表取締役社長
高塩　竜太

その他にもこんなものを造っています！ オーダーメイドの検査機械、試験用機械も製造

　カットやスリットといった加工機の他、検品のための各種検査機も製造しております。目視用の簡易装置から、高品
質な画像検査機まで様々な機種を用意しております。
　マスキングテープ用のカット機、スリット加工に有用な紙管切り機、ほぐれたラベルを直す巻き直し機など、痒い所に
手が届く機械を多数開発してきました。本社展示棟にはこれらのテスト用機械が多数あり、試験加工が行えます

拠点：本社（那須塩原市）
取引先：日東電工、東芝マテリアル、
TDK、凸版印刷、３Mジャパン

事業内容

ラベル、フィルムなど薄物素材を
カット、スリット、ダイカットする後
加工機械の設計、製造

ラミネート加工機、プレス機、巻き取り機を組み合わせたラインの一例。本社では様々な機械でテ

スト加工ができます
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北関東自動車道・壬生インター：車で15分

会社概要
わが社の《ＭＮＶ４－４００》にはこんな特徴があります！

代表者名 岡島　英昭

認証年度：令和４(2022)年度

業務用機械器具  共立
きょうりつ

精機
 せいき

株式会社
〒321-0145 お問い合わせ先

宇都宮市茂原１丁目２番１９号 TEL:028-654-1221 FAX:028-654-1220

https://www.kyoritsu-seiki.co.jp/ja/ Email:eigyo@kyoritsu-seiki.co.jp

ここがセールスポイント ３つのコア技術（精密、計測、光学）にこだわった開発、製造、販売

当社は、工作機械用ツーリングシステム、プリセッタ、光学機器（レンズ加工ライン）を中心とした商品群の開発・設計
から製造・販売まで自社で行っております。

資本金 3億円 光学ガラスなどの脆性材料だけでなく、一般的な金属部品に適
用できる装置です。ＡＴＣ装置とオンマシン砥石測定機および
ワーク自動測定が搭載されており、ワンチャックで複数の工程を
１台でこなすことができるため、リードタイムが大幅に短縮がで
き、段取り性の向上に役立ちます。

年商 18億円

従業員数 98名

設立 1950年11月10日

取得規格

主な拠点・主要取引先 ＭＮＶ４－４００

社長からのメッセージ　

開発型企業として常に新しい技術にチャレンジすると共に、地域に密着した
事業展開で社会に貢献します。

代表取締役社長
岡島　英昭

その他にもこんなものを造っています！ プリセッタ全自動システム

 工場のFA化の要望に応え、画像処理プリセッタ・HP-6040Vをベースにプリセットの全自動システムを開発しました。
多関節ロボット・刃具交換ユニット・AGV「無人搬送車」の組み合わせで、刃具交換から測定・マシニングセンタへの
ツール搬送まで完全自動で行うシステムです。
刃具の突き出し量調整や刃具供給ユニット・洗浄装置などをモジュール化していて、これらの組み合わで、お客様の
多様なニーズにお応えします。

拠点：本社・工場（宇都宮）
　　　　名古屋営業所（名古屋）
主要取引先：キヤノン（株）　(株）ニコン
　　　　日産自動車(株） ホンダエンジニアリング(株）

事業内容

工作用機械機器および関連
部品の製造、販売
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東武日光線・宇都宮線新栃木駅から徒歩5分、東北自動車道 栃木インターより車で約10分

会社概要
わが社の《チャックリン》にはこんな特徴があります！

代表者名 川嶋　大樹

認証年度：令和４(2022)年度

業務用機械器具 栃木精工
とちぎせいこう

株式会社
〒328-0012 お問い合わせ先

栃木県栃木市平柳町2-1-5 TEL:　0282-27-1133 FAX:　0282-27-1137

https://www.tochigiseiko.co.jp/ Email:　contact@tochigiseiko.co.jp

ここがセールスポイント 創業73年～どこにも負けない管の技術～

弊社は創業以来70年以上にわたり、医療機器・精密パイプを製造してきました。それに加え、鉄とニッケルの合金である、パーマロ
イの取り扱いも始め、日本の最先端技術を支えるセンサー部品でも事業を展開しています。これからも社員一丸となり、豊かな生
活を支える企業として邁進して参ります。

資本金 1億円 本製品は、歯科領域洗浄で使用されている歯牙（しが）を削るハ
ンドピースのバーを固定するチャック部を洗浄するブラシです。
ハンドピースのチャック部に切削粉が溜まりやすく清掃が困難で
あるため、故障が起きやすい箇所です。そのため、当該箇所を
清掃しやすいブラシの開発に着手しました。

年商 40億円(令和4年3月)

従業員数 270名

設立 1948年5月1日

取得規格 ISO9001、ISO13485、KESステップ２

主な拠点・主要取引先 製品名：チャックリン

社長からのメッセージ　
栃木精工株式会社は、「創意・誠意・熱意」を社訓として掲げ、社会に必要とされる製品の開
発、技術の研鑽に日々精進しております。
近年の先進国における医療分野の技術革新、そして地球規模での科学技術の向上により、市
場の求める技術レベルは多様化・高度化し、また次世代への責任として地球環境への配慮を
求められております。
そのような状況下において私たちは、安心・安全で有用な単回使用医療機器、多種多様な
ニーズに応える精密パイプ加工、省エネルギー技術を支える軟質磁性材製品の製造販売を通
じて、全社員一丸となって社会に貢献できる企業を目指しています。

代表取締役社長
川嶋　大樹

その他にもこんなものを造っています！ 医療機器・精密パイプ・パーマロイを扱っています。

【設計・組立・包装・滅菌 】医療機器製造
国内シェア約5割を誇る歯科用麻酔針をはじめとする注射針他、カテーテル、ポンプチューブ、医療用コネクタ、内視鏡
用構成部品といった管状の製品や、優れた操作性と強力な耐久性を持つブラシ関連製品などの、多様な医療機器の
製造販売及び、製造をしております。ISO13485に基づき、設計開発から薬事申請、製造（組立、包装、滅菌）の一貫工
程及び各工程のみを受託することが可能です。

【部材生産】鋼管製造
1948年から伝わる極細精密パイプ（33Ｇ）の高度な製造技術を生かし、厳しい品質管理の下、注射針用ステンレスパイ
プ、OA用精密パイプ、分析機用精密パイプなどを加工・製造しております。SUS304・SUS316・SUS316L・ニッケルチタ
ン・形状記憶合金などを扱っており、SUS304においては外径φ0.26～20ｍｍまでの加工が可能です。その他材料等に
ついてもお気軽にお問い合わせください。

【部材生産】パーマロイ製造
自社保有している国内メーカー材料を基にパーマロイ・純鉄（SUY）製品を製造しております。特にパーマロイは、磁性
焼鈍を行う事で飛躍的に性能が向上する特殊な合金で、各種産業界に於ける様々なセンサーや磁気遮蔽（シールド）
材料として、今や欠かすことのできない存在です。材料販売や磁性焼鈍のみの受託、試作から量産までの幅広い対
応を可能とし、現代の電子機器小型化・高性能化と省エネルギー技術を支えております。

拠点：本社・栃木工場（栃木市）、大宮工場（栃木市）、
小山工場（小山市)
取引先：㈱タスク、オリンパス㈱、TSKﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

事業内容

医療機器販売製造・医療機器製造販売
減菌処理および受託
精密パイプ製造
パーマロイ製造・焼鈍及び受託
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６　　電子部品　電気・情報・輸送機械

日本標準産業分類

２８　電子部品・デバイス・電子回路

２９　電気機械器具

３０　情報通信機械器具

３１　輸送用機械器具



わが社の”All in One Smart Insole (歩容の見える化 製品・技術 ”
にはこんな特徴があります！代表者名 代表取締役　櫻井仙長

電子部品・デバイス・電子回路 株式会社アール・ティー・シー
〒329-0611 お問い合わせ先

栃木県河内郡上三川町上三川3948 TEL : 0285-56-6213 FAX : 0285-56-0197

取得規格 ISO9001 / ISO13485(医療)

主な拠点・主要取引先 Smart Insole

本社／工場　：　栃木県上三川町
営業所　：　神戸市／茨城県つくば市
取引先：医療機器・産業機械・ロボット・
輸送機器電装他各社／大学・医療機関
／公官庁各所

社長からのメッセージ　

Society5.0に向けてIoT/ICT/AI/ロボティクス等新技術を応用した各種エレク
トロニクス製品を、信頼（R）・技術（T）創造（C）の理念のもと、確かなモノづく
りで各種マーケットに提供しています。私たちは専業メーカではありません。
だからこそ可能なテクノロジースパイラルとコンカレントエンジニアリングの発
想で、幅広いマーケットからの声を聞き、様々なお客様に応用提案を通して
課題解決と新たな価値を共有することに喜びを感じております。

事業内容
エレクトロニクス・センサ・ＩｏＴ技術を応用
した機器・システムの開発設計・製造

今年度当社が認証を受けた”All in One Smart Insole (歩容の見える化
製品・技術 ”は、2020年度に認証を受けた”何かと何かが接する部分
のデータ化・可視化・共有化技術”を応用した製品です。シューズ内に
入れるインソールに当社オリジナルの超小型薄型圧力センサと加速度
センサ、無線通信モジュール、無線給電技術を一体化。そのデータをス
マホアプリでわかり易くグラフィカルにヒトの歩容状態を可視化します。
足の地面との接地圧や歩幅・歩高などの歩容が簡単にわかります。
リハビリやトレーニング、スポーツ指導の効果測定に最適です。
(関連特許：第6194550)

年商 4億

従業員数

代表取締役
櫻井　仙長

その他にもこんなものを造っています！
私たちの技術やモノづくりは幅広いエレクトロニク
スマーケットで活躍しています

認証年度：令和4(2022)年度

JR宇都宮線石橋駅東口よりタクシー10分
北関東自動車道宇都宮上三川インターチェンジより10分

資本金 3,000万円

40名

設立 2002年

http://www.rtc-corp.co.jp Email: info@rtc-corp.co.jp

ここがセールスポイント 先端エレクトロニクス機器の開発・製造で価値の最大化を実現

幅広いエレクトロニクスマーケットで応用の進む各種センサ技術や情報通信技術を活用した機器のIoT化はおまかせ下さ
い。当社ではハード／ソフト開発～設計～製造に至るまで社内一貫で対応致します。医療ヘルスケア・産業機械ロボット・輸
送機器他各種機器を確かな開発設計力とモノづくり力で提供します。

会社概要

【事業活動マーケット】
☑医療・リハビリ・介護・医療

教育・ヘルスケア用電子製品

☑産業機械・ロボット用電装品

☑輸送機器用電装品

☑OA・住設・通信他電子機器

【提供サービス】
☑研究開発設計・評価サービス

電子回路・プリント配線板

設計・機構構造設計・ソフト

／アプリ開発・梱包設計

☑モノづくりサービス

電子基板実装・組上

完成製品製造・評価

☑調達サービス・販売

電子部品・半導体・ワイヤ

ハーネス組品・樹脂成型品

金属加工品・その他一式

☑省力化機器

治具やチェッカ等

【医工連携・異業種連携活動】
☑実績多数・積極的推進

☑広域で実施しています。
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会社概要 わが社の《酸化物の少ないはんだ、プリント基板へのはんだのプリコーテング及び装
置》にはこんな特徴があります！代表者名 石川　久雄

認証年度：令和４(2022)年度

電子部品・デバイス・電子回路 石川技研株式
いしかわぎけん

会社
〒321-4302 お問い合わせ先

真岡市　鶴田　475-2 0285-83-1313 FAX:0285-83-4321

真岡鉄道西田井駅から徒歩１５分 Email: ja2123@olive.ocn.ne.jp

ここがセールスポイント はんだ接合のことなら！独自の研究開発！

新しいはんだ接合技術の研究・開発、信頼性向上への取り組みを行っております。

資本金 100万 当社開発の製造加工技術は、はんだそのものの特性を向上さ
せることに成功し、はんだ接合においても斬新な接合技術を持っ
ています。（特許第7026907）

年商 1200万

従業員数 3人

設立

取得規格

主な拠点・主要取引先 はんだ内部の酸化物を除去したはん
だインゴット

（顔写真）

社長からのメッセージ　

当社は、エレクトロニクス分野において「丁寧なものづくり。」を日々心掛け研
究開発に取り組んでおります。また、今後のエレクトロニクス分野において
は、信頼性（ハード的トラブル）の向上・確保が最も最重要課題だとかんがえ
られます。今後も、日々の努力を怠らず研究・開発に取り組み、企業としても
信頼のある活動を継続して参ります。

代表取締役社長
石川　久雄

その他にもこんなものを造っています！ マイクロボイドの抑制技術

マイクロボイドを抑えた試験データです。

取引先：三洲電線（株）

事業内容

はんだ製造加工　リサイクル　設計・製造　
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東武日光線東武金崎駅からタクシー10分

会社概要 わが社の《化学溶液及びハイブリッドプロセスを用いた反射防止膜》にはこんな特徴が
あります！代表者名 内藤　信雄

認証年度：令和４(2022)年度

電子部品・デバイス・電子回路 株式会社大正
たいしょう

光学
　こうがく

〒322-0302 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市深程124 TEL:　0289-71-1335 FAX:　0289-71-1336

https://www.taisyou-op.co.jp/ Email:　h-kato@taisyou-op.co.jp

ここがセールスポイント 光学部品（レンズ・フィルター等）　受託加工のパイオニア

①4K/8K対応の高精度外観品に力を入れております／②品質向上、性能向上の技術相談実績多数
③光学部品製造の一部工程のみ受託も可能（心取り・成形加工・蒸着・接合等）

資本金 2000万円 2022年6月に国立研究開発法人産業技術総合研究所と共同研
究した成果として、共同特許出願を行いました。
映画やテレビ放送向けのハイスペックな撮像機器に対応するた
め、色調変化が少なく且つ有害な反射光を抑えた反射防止型
フィルター、光学濃度ODチ0.2～2.4以上のカスタム製作対応が
可能。又、基材も0.3tの薄い硝材や樹脂フィルム等幅広い対応
が行えるとともに、光学特性＋機能性（防汚膜等）を備えた高品
質、高耐久な光学部品の提供が行えます。

年商 8億

従業員数 67名

設立 1973年

取得規格 ‐

主な拠点・主要取引先 レンズ

社長からのメッセージ　

当社は、ものづくりはサービスの一環であると考えており、それは、お
客様の満足を得るために欠かせない精神であると捉えています。私
達は近江商人の教えである3方良しに、バルネブラル（人間誰もが経
験する苦しみや悲しみを通じて私たちをつなぐ言葉）との共栄と金融
機関（投資家）の二つを加えた5方良しに全社員で参加し循環させる
ことを全力で取り組んで参ります。

代表取締役社長
内藤　信雄

その他にもこんなものを造っています！ 汚れ防止用の受託表面処理加工

＜取り扱い品種＞
球面レンズ/非球面レンズ/各種平面基板/光学硝子全般/合成石英
金属反射ミラー/誘電体反射ミラー/ダイクロイックフィルター・ミラー
赤外線用各種フィルター/紫外線用各種フィルター
その他、カスタム光学部品
＜受託加工＞
真空蒸着加工/心取り加工/外形加工/研磨加工/接合

<拠点>本社工場/第二工場
<主要取引先>キヤノン・ニコン・シグ
マその他光学機器、産業機器メーカ

事業内容

光学部品（レンズ・フィルター
等）製造
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真岡鉄道北真岡駅から徒歩１５分、真岡ICから５ｋｍ

中川　栄一郎

認証年度：令和４(2022)年度

電気機械器具 有限会社
ゆうげんがいしゃ

中川
なかがわ

電気
でんき

〒321-4305 お問い合わせ先

栃木県真岡市荒町4-32-12 TEL:0285-82-4218 FAX:0285-83-1224

http://www.nakagawadenki.com Email:top@nakagawadenki.com

ここがセールスポイント 『最新の技術力』と『細心の心遣い』で感動を創造いたします。

・卓越した技能者（栃木県知事表彰）・栃木県立県央産業技術専門校非常勤講師（電気工事科：県知事より辞令）
・全関東電気工事協会技術競技大会（関東通産局長賞：優勝）・同設計競技大会（最優秀賞：優勝）

会社概要
わが社の『非常用照明「LOCOMY」』にはこんな特徴があります！

代表者名

代表取締役社長
中川　栄一郎

その他にもこんなものを造っています！ 『安全・安心・快適・便利』＋『笑顔』

資本金 500万円 停電時における暗闇は非常に不便であり、ましてや災害時にお
ける停電となれば不安感で一杯になり、とても冷静な判断など出
来なくなります。そのような状況になったき・・・
ギラギラとした不快な眩しさのない、目と心にやさしい癒しのあか
りをご提供。連続点灯時間５５時間と天井中心部よりのバランス
の良いあかりの安心感。ときにはランタン。屋外では防滴構造の
強力サーチライトとして活用頂ける製品です。
（特許第５００５１０１号）　（レッツBuyとちぎ認定商品H30-7）

年商 3,500万円

従業員数 ３名

設立 昭和４７年４月

弊社の仕事・ものづくりは、有形物ばかりではありません。『安全・安心・快適・便利』といった無形のもの・・・そして何よ
り『笑顔』の創造に全力を尽くします。
そのために競技大会や研修会等に積極的に参加をして常に最新、最高水準の技術力の習得に努めております。それ
は、生活に欠かせない便利な電気というものが扱い方次第では大切な生命、財産を奪ってしまうからであります。ま
た、地球温暖化対策のための国民運動『COOL CHOICE』の賛同企業として登録し、LEDによる省エネ化やライトダウ
ン等低炭素社会へ向けて本業をもって取り組んでおります。
今後必ず起こり得る南海トラフや首都直下型地震はもとより震災に限らず頻繁に起きている停電に対し、停電時の主
照明となる長時間安定したあかりを提供出来る照明が求められています。災害時には例外なく犯罪が発生します。光
量の多いあかりには単に便利なだけではなく犯罪の抑止効果もあります。そのような観点から多様性のある非常用照
明『LOCOMY』は様々な場面の活用が期待できます。口コミ一番の思いを込めたロコミーを是非一台♪

取得規格

主な拠点・主要取引先 製品名： LOCOMY

拠点：本社（真岡市）
取引先：真岡市、真岡商工会議所、
各自治会、各建設会社、一般顧客
等

社長からのメッセージ　

弊社は創業以来、派手な宣伝広告を一切することもなく、コツコツと誠実に
仕事をこなし、お客様の信頼を得、まさしく口コミによって信用を積み上げて
きた会社であります。
また、『明るく、楽しく、元気よく』をモットーに、本業以外の活動にも力を入
れ、NHKのど自慢では社員一同で出場し、特別賞を受賞するなど、常に周
囲にいる方々を『笑顔』にしたいと考えます。

事業内容
電気設備工事の施工・設計・監理
セキュリティシステム、防災用品等
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JR雀宮駅から徒歩10分、上三川ICから5km

会社概要
わが社の《200Vコンセントバー(C13)ロックタイプ》にはこんな特徴があります！

代表者名 齋藤　俊彦

認証年度：令和４(2022)年度

電気機械器具 大和
やまと

電器
でんき

株式会社
〒321-0115 お問い合わせ先

宇都宮市上御田町459 TEL:028-653-0310 FAX: 028-655-2527

https://www.yamatodenki.com/ Email:k-fujimori@yamatodenki.com

ここがセールスポイント 信頼の一貫生産体制

企画、設計から金型作製、部品加工、組立、検査、出荷まで社内一貫体制で、お客先の多様な要望にスピーディにお
応えします。

この製品は主にデータセンターに設置されたサーバーラックに取
り付けられ、サーバーへの電源供給に使用されている200V用の
コンセントバーです。接続した機器の電源プラグが不意の力によ
る引き抜けを防止するプラグ抜け防止機構を有しております。ま
た、解除レバーによって接続したプラグを容易に引き抜くことが
できます。これらの機能を備えることで、ユーザーが安心して安
全に接続機器を使用できるコンセントバーになっております。

年商 70億

従業員数 162名（パート含む）

設立 昭和22年3月31日

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先 200Vコンセントバー(C13)ロックタイプ

資本金 2,000万円

その他にもこんなものを造っています！ 配線器具のみならず多種多様な製品があります！

長年の実績から生み出された独創的で高い信頼性を誇る弊社の幅広い製品群を一部紹介します。

拠点：東京本社、宇都宮工場、秩父工場、海外工場(中
国、タイ、ベトナム)
取引先：エレコム(株)、日東工業(株)、
サンワサプライ(株)、(株)TERADA

社長からのメッセージ　

配線器具の専業メーカーとして産声をあげて以来75年。配線器具のみならず電子機構
部品、電子回路製品など、活動のフィールドを次々と拡げてまいりました。製品開発で
は、時代の変化を迅速にキャッチしながら、これまで培ってきた技術力を活かし「社会
に新たな価値の創造を」という創業からの企業理念の実現に向けてチャレンジを続け
ております。

事業内容

配線器具、電子機器、ワイ
ヤーハーネス等の製造販売

OAタップ

埋込USBコンセント エコーネットライトアダプタ ワイヤーハーネス加工品

震太郎自動リブートタップ
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自治医大駅より2.5km、石橋駅より2.6km

会社概要
わが社の《マイクロチップリーダー Ｈ１３４ＲＰＳＢ》にはこんな特徴があります！

代表者名 村田　栄司

認証年度：令和４(2022)年度

情報通信機械器具 株式会社イーアンドエム
〒329-0512 お問い合わせ先

栃木県下野市下石橋246‐15 TEL:　0285-51-1731 FAX:0285-51-1739

https://www.eminc.co.jp/ Email:　m.iimura@eminc.co.jp

ここがセールスポイント 開発から量産まで対応いたします。

設立以来、「お客様に喜んで頂ける物づくり」を基本に製品開発から量産、出荷までを一貫してお手伝いさせて頂いて
おります。長年にわたり培ってきた「技術」「経験」「品質」で貴社のお役に立てる事があれば幸いです。

資本金 6,500万円 弊社商品H１００ＰＳＲリーダーは、微弱機器での認証取得を得ている
が、電波出力の関係で愛玩動物には、優しい機器ではあるが、出力の
関係で大型動物に対して読取り率に課題があった、そこで誘導式通信
設備のカテゴリを用いる事で、読取課題と利便性の向上が図られた。
日本中央競馬会へ10月から納入を開始し自社ブランド商品としても動
物愛護センターはじめ公共機関への販売を開始する。

年商 73,500万円

従業員数 25人

設立 1996年1月26日

取得規格 ISO14001:2015

主な拠点・主要取引先
マイクロチップリーダー

Ｈ１３４ＲＰＳＢ

社長からのメッセージ　

時代の変革と共に求められる技術は変わりますが、ひたむきに取り組む姿
をもって技術革新に挑戦し続けたいと考えております。 私たちは、大きな夢
がすくすく育つように、明日のために知恵を出し合い、一人一人が技術者と
してプロ意識を持ち、確かな技術・高品質な製品を供給し続けますので、ご
期待ください。

代表取締役会長
兼　CEO

村田　英司

その他にもこんなものを造っています！ 異業種にチャンスあり！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床板架設機の姿勢制御装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高速道路などの改修作業などで使用される床版取替機に、常に平衡を保ち効率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よく作業ができるように開発されたものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姿勢制御盤を担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療用器具読取装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＦＩＤ技術を活用して医療系機関への機器展開を強化している。特にオペ室等
                                            の特殊環境におけるトレサビリティ強化の流れを受け、ＩＣタグを活用したソリュー
                                            ションビジネスを進めています。

ヤマトプロテック株式会社
古河電池株式会社
NITTOKU株式会社

事業内容

電子機器の開発、製造
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JR宇都宮駅より車10分

会社概要
わが社の《ハニカムコア加工》にはこんな特徴があります！

代表者名 亀田　寛

認証年度：令和４(2022)年度

輸送用機械器具 亀田産業
かめださんぎょう

株式会社
〒321-0111 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市川田町432 TEL:028-656-3464 FAX:028-656-7089

https://www.kamedasangyo.co.jp/ Email:info@kamedasangyo.co.jp

ここがセールスポイント ハニカムコア加工といえば亀田（KAMEDA）

当社は1968年（昭和43年）創業より、栃木県宇都宮市にて航空機部品加工を営む企業です。複合材部品に使われる
ハニカムコア加工をはじめ、FRP治具や縫製加工など、人による"感覚"が求められる手作業を得意としています。

資本金 2,000万円 航空機の複合材に使用されるハニカムコアは、耐久性がありな
がら難燃性・軽量性のある有益な材料ですが、柔軟性や伸縮性
があることから機械加工が難しく、まさに「人」の力量による職人
技が求められます。当社の加工技術はハニカムコアの特性を十
分に理解し、厚みやグレードによって適切にブレードや加工方法
を選択し、精度高く、品質（加工面のバリが少ない）良く、後工程
が加工しやすい製品となります。

年商

従業員数 29名（パート含む）

設立 昭和43年10月

取得規格 JISQ9100など

主な拠点・主要取引先 製品イメージ：ハニカムコア

社長からのメッセージ　

当社は、創業から50年を超える老舗ですが、ベテランと若手がバランスよく
融合し、時代に合わせて成長を続けている会社です。「とちぎSDGs推進企
業」「宇都宮市SDGs人づくりプラットフォーム」「とちぎ女性活躍応援団」「い
い仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言企業」を取得しており、全従業員に社長
の目が届く中小企業の良さを保ちながら、社歴や性別、契約形態による不
公平感が発生しないようルールやマナーを明確にし、風通し良く、誰もが働
きやすい組織づくりを推進しています。

代表取締役社長
亀田　寛

その他にもこんなものを造っています！ 縫製品加工

当社では、創業より"家具販売事業"も営んでいるため、ダイニングチェアやソファに使われる"縫製加工"を得意として
おり、この技術をヘリコプターや航空機の縫製品にも応用しています。常に量産品が流れているわけではなく、スポット
対応や修理対応が求められる業界特性上、当事業領域を維持・継続する企業さんも減っていく流れの中、いずれかの
会社が引き受けなければ、日本からこの技術がなくなってしまいます。当社では、この縫製加工技術を、日本の重要な
技術であり、当社にしかできない技術として、100年先も技術を残してゆくべく、受注活動の継続と、体制の構築・維持
に務めております。当社は、これからも、当社の利益だけではなく、日本の、または地域の利益を考え、地域全体を盛
り上げる事業活動を継続してまいります。

拠点：本社（宇都宮市川田町）、陽
南工場（宇都宮市陽南）
取引先：株式会社SUBARU

事業内容

・航空部品製造加工
・家具販売、修理業
・酒類販売業
・飲食業
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北関東自動車道太田桐生ICから6km

会社概要
わが社の《ブレーキディスク》にはこんな特徴があります！

代表者名 吉本　真

認証年度：令和４(2022)年度

輸送用機械器具 株式会社キリウ

〒326-0142 お問い合わせ先

栃木県足利市小俣南町２ TEL:　0284-62-2321 FAX:0284-62-3796

https;//www.kiriu.co.jp/ Email:info-kiriu@kiriu.co.jp

ここがセールスポイント 高効率の一気生産体制

企画・開発・設計から鋳造、機械加工、塗装、検査まで自社内で完結させる「一気生産」思想により、お客様の要望に
対し的確、迅速に対応できる生産体制を取っています。

資本金 20億9,810万円 ブレーキディスクを大径化、軽量化すると、ブレーキ鳴きやジャ
ダーという振動・騒音が発生するリスクが大きくなってしまいま
す。
その対策としてブレーキディスク摺動部の剛性を高めるとそれに
比例して質量増加に結びついてしまうという状況にありました。
当社は、質量の増加を抑えて剛性を高められる独自のリブ形状
を開発し、特許を取得しています。

年商 595億円

従業員数 519名

設立 1906年12月10日

取得規格 IATF16949、ISO14001、ISO45001

主な拠点・主要取引先 ブレーキディスク

社長からのメッセージ　

当社は、1906年の創業以来100年を超える歴史を重ね、現在では、住友
商事グループの自動車部品事業において中核を担う、鋳造・機械加工
の専門サプライヤーへと成長してまいりました。
自動車に求められるものは、地域やお客様により様々ではございます
が、私たちは、KIRIUの製品を通じて、これからもお客様へ安全性と快適
性を提供していくことを目標に、更なる発展を目指してまいります。

代表取締役社長
吉本　真

その他にもこんなものを造っています！ ブレーキドラム、空調部品

　
　　ブレーキドラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空調部品

拠点：日本、米国、メキシコ、インドネシア、タ
イ、中国、韓国、インド
取引先：本田技研工業㈱、日産自動車㈱、ス
ズキ㈱、㈱SUBARU

事業内容

ブレーキディスク、ブレーキド
ラム、その他自動車部品の製
造販売
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太田桐生インターチェンジから9km　20分 , JR　小俣駅より　車で　約5分

ここがセールスポイント アルミ精密切削加工に特化し試作から量産を得意としています

認証年度：令和４(2022)年度

輸送用機械器具

〒326-0141 お問い合わせ先

栃木県足利市小俣町980-1 TEL:　0284-62-5375 FAX:0284-62-5876

http://segawass.com/ Email:segawa@iris.ocn.ne.jp

旋盤、マシニング切削設備を150台保有し月間生産数100万個の実績。　豊富な設備でお客様のニーズに応えます。
加工治具は社内で設計を行い、加工・製作されますリードタイムが短く、お客様に喜ばれる納期を提供致します。

1000万円 開発製品の特長である機器全体は小型化を志向し、架台単位
で移動可能とする等、１台の設置面積3㎡で十分に精密で迅速
な検査作業が実現した。

年商

従業員数 8名

設立 1972年11月1日

会社概要
わが社の《加工製品の自動測定システム機器装置》にはこんな特徴があります！

代表者名 瀬川　政男

代表取締役社長
瀬川　政男

その他にもこんなものを造っています！ 産業用ロボット向け製品製造

当社の強みは、多様なアルミ型材に切削加工を施す生産形態で工程集約を提案できる企業としての実績を誇ります。
今日までの当社の実績は、ISO9001の品質保証ｼｽﾃﾑの導入により品質を向上させる経営努力を積み重ね自動搬送
ロボットを活用した新考案の工作機の多数台導入を図かり強化し、その継続した設備増強により高品質化・高生産性
を実現する切削加工技術の高度化と工程改善活動に挑戦してきた経緯があります。
直近では産業ロボットの可動軸部や特殊ピン型ﾋｰﾄｼﾝｸの加工も始めました。

有限会社瀬川
せがわ

製作所
せいさくしょ

本社：群馬県、　　第1、2，3，4工場：
足利市、合弁会社：アメリカ（オハイ
オメタルテクノロジーズ）

事業内容

自動車用部品及び機械用部
品の切削加工製造業

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先 自動測定システム

社長からのメッセージ　

当社は、顧客満足と信頼を高めるため「お客様に喜ばれる　品質・価
格・納期　の提供」をモットーにチャレンジ精神を持ってQ・C・Dの改善
を推進し、企業としての永続的な成長を目指すと共に、地域社会に
貢献することを経営の理念とします。

資本金

ロボット可動軸 ピン型ﾋｰﾄｼﾝ 自動車、産業機械向
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那須塩原駅下車　車で約10分　西那須野塩原ICから車で約15分

会社概要 わが社の《難削材の複雑形状品の高精度加工を実現する切削加工技術》にはこんな
特徴があります！代表者名 松本　義則

認証年度：令和４(2022)年度

輸送用機械器具 株式会社マツモトセイコー
〒324-0004 お問い合わせ先

栃木県大田原市富池1535-2 TEL:0287-24-1522 FAX:0287-24-1593

https://www.matsumotoseiko.com/ Email:info@matsumotoseiko.com

ここがセールスポイント マグネシウム、樹脂、アルミ、チタン、ステンレス等何でも加工します！

・当社で加工した金属部品は、「モノ言わぬ優秀な営業マン」
1989年に創業以来、30年以上、航空機、F1、宇宙ステーション及び半導体部品の加工に携わり、様々な素材の加工ノウハウを有
しております。試作から量産まで、あらゆるご要望にお応えします。

経験と蓄積されたデータにより治具設計から、製品加工、検査ま
でを一貫して行う事で、難削材の高精度加工をお客様に提供し
ております。
また、栃木県産業技術センターとの共同研究や最新の加工法を
取り入れることにより常に技術向上に取り組んでおります。

←DMG　MORISEIKI　切削加工ドリームコンテスト
   銅賞受賞「極薄リブ加工」

年商

従業員数 9名

設立 1989/2

取得規格 JIS Q 9100/エコアクション21

主な拠点・主要取引先 「極薄リブ加工」

資本金 1,000万円

その他にもこんなものを造っています！ 1個から1000個まで、個人から法人まで！

航空機や半導体製造装置関連部品等の他に、個人のお客様からの依頼受付や学生フォーミュラ支援などを行ってお
り多品種少量から大量生産まで対応可能です。
また、加工工程設計の自社開発による工程の最適化、加工工程低減による精度向上や複数部品の一体化、使用素
材のご提案を行う事でお客様のご要望にお応えします。

本社（大田原市） 社長からのメッセージ　

当社は、「より正確に、より早く、よりきれいに」を品質方針に掲げ、高品質、高精度の
金属の切削加工を行っております。
また、人のために活かす加工技術へ挑戦し、世の中に貢献できる会社を目指しており
ます。

事業内容
・航空機部品加工／航空機器部
品加工/航空機エンジン部品加
工
・半導体製造装置関連部品加工

・競技自動車用部品

使用条件から素材と詳細形状の

ご提案をさせて頂きました。

・学生フォーミュラ用オイルパン

複数部品の一体化、必要容量や

形状のご提案をさせて頂きました。
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７　　ソフトウェア

日本標準産業分類

３９１　ソフトウェア



JR山前駅から徒歩15分、東武足利市駅より車15分、太田桐生ICから4km

会社概要
わが社の「パワーあんどん」にはこんな特徴があります！

代表者名 田野　存行

認証年度：令和４(2022)年度

ソフトウェア業 株式会社エキスパートギグ
〒326-0844 お問い合わせ先

栃木県足利市鹿島町430-1 TEL:0284-33-9060 FAX:0284-33-9059

https://expertgig.jp Email:tochiya@expertgig.com

ここがセールスポイント 現場の状況をリアルタイムに把握！「即」業務改善！生産性向上！

当社は、グループ会社に自動車部品の量産工場があり、そこで使用する生産設備の設計・開発、生産ラインの構築、また業務効
率化をはかるためのソフトウェアの設計・開発をすべて行っております。工場のノウハウや現場の声から生まれた製品を多数保持
しており、顧客からの要求に対して一貫生産体制を構築することができます。

資本金 1,000万円 実績収集・生産設備の稼動監視　パワーあんどん
生産ラインの効率を上げることを目的として、タッチパネル装置を生
産設備に接続することにより、各生産設備の生産指示をもとに生産
状況、生産出来高や不良の情報をリアルタイムに収集し、工場内大
型掲示板や管理者パソコンにて現場の今を把握することができる。
また、収集したデータを集計して各生産設備毎の稼動実績や日報、
不良数や不良原因、停止時間や停止理由などを見える化すること
で課題を発見し、カイゼン活動を行っていくことができる。

年商 4.5億円

従業員数 35名

設立 1986年1月23日

取得規格

主な拠点・主要取引先 製品名：パワーあんどん

社長からのメッセージ　

当社は、業務用ソフトウェア開発会社という側面と機械設備の設計・開発を
行うハード屋という側面をもち、親会社は自動車部品工場という環境で発展
してきました。常に工場の現場目線で発想し、中小の工場でありがちな悩み
を十分理解した上で工場らしい自由なアイデアでソフトとハードを組み合わ
せて問題解決を行うことを得意とした技術集団です。工場での悩みについて
お気軽にご相談ください。代表取締役

田野　存行

その他にもこんなものを造っています！ 業務システム、スマホアプリ、自動化設備 設計・開発

拠点：本社(足利市)、足利オフィス(足利市)
取引先：㈱渡辺製作所、日本パイプシステム
㈱

事業内容

システム開発(IoT、Web、スマ
ホ)
自動化設備の設計・開発
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８　その他

日本標準産業分類

３２　その他



令和２年度 令和３年度 令和４年度

潤滑油遠隔監視 油酸化劣化物除去フィルタ

認証年度：令和４(2022)年度

その他 東京
とうきょう

オイルアナリスト株式会社
郵便番号　329-4423 お問い合わせ先

住所　栃木市大平町西水代2531-1　　 TEL:0282-43-0101 FAX:0282-43-3019

https://www.tokyo-oilana.com Email:info@tokyo-oilana.com

佐野藤岡ＩＣから車で１５分

取得規格 ＩＳＯ１８４３６－４，８

主な拠点・主要取引先 回転電極発光分光分析装置

大平町：分析センター
取引先：トヨタ自動車，日産自動車
本田技研工業，本田技術研究所
クボタ，コマツ，古河産機，東京計
器

社長からのメッセージ　

当社は潤滑油受諾分析専門機関として約４０年、検体数は約１０万
の
実績が御座います。規格分析だけではなく、長年の経験と実績から
独自の技術で異物解析や潤滑油劣化診断で生産現場，品質保証，
建設機械，車輛，船舶，発電所，農業機械などに貢献しています。

事業内容
潤滑油受諾分析，オイル管理コン
サルオイル管理セミナー

年商

出張オイル管理セミナーや展示会で相談会実施中

代表取締役
森永　正明

その他にもこんなものを造っています！

ここがセールスポイント 迅速・正確がモットーで県内唯一の潤滑油分析専門機関

　栃木県内では勿論の事、北関東でも唯一の潤滑油受諾分析専門機関です。オイルの性状分析や清浄度分析、及び
異物解析での汚染物質特定や原因除去型保全に貢献しております。

資本金 １０００万

わが社にはこんな特徴があります！令和２年，３年，４年連続でフロンティア企業認証取得

３０００万

３名

設立 1983年6月1日

会社概要

代表者名 森永　正明

従業員数
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JR矢板駅から徒歩20分、矢板ICから6㎞

会社概要
わが社の《環境負荷低減装置》にはこんな特徴があります！

代表者名 平久井健三

認証年度：令和４(2022)年度

その他 株式会社日省エンジニアリング
にっしょう

〒329-2135 お問い合わせ先

栃木県矢板市中601-8 TEL:0287-43-5770 FAX:0287-43-7497

https://www.nseg.co.jp/ Email:post@nseg.co.jp

ここがセールスポイント 『省』をテーマに世にない新しい製品を開発・製造・販売

当社は、社名でもある『省』をテーマに「健康」「環境」「食」という人間の生活からから絶対に切り離すことのできない分
野における、今までにない製品を開発し製造・販売からアフターサービスまで行っています。

資本金 1000万円 既存の有機物磁気熱分解エネルギー変換装置「MG22Eh」に付
加することにより、排気ガス中の制限対象物質の排出を低減さ
せ環境負荷を低減させるための装置です。
「MG22Eh」は燃焼せずに熱分解で廃棄物（有機物）を灰化させる
とともに、発生した熱を発電や給湯に活用できる装置であり、環
境負荷軽減装置を付加することにより国内でも市街地や病院内
など設置場所の幅が広がります。
特許申請中（特願2022-112130）

年商 1億8千万円

従業員数 12人

設立 1983年9月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先 環境負荷低減装置

社長からのメッセージ　

当社は、健康、環境改善、そしてより安全な食物を安定し生産できる設備を
提供することを社の柱としております。さらに環境負荷低減を提案できる製
品の開発製造により循環型社会形成に貢献出来る製品作りを進めて参りま
す。

代表取締役
平久井　健三

その他にもこんなものを造っています！ 水素生成器や植物栽培設備も開発しています！

「健康」分野としては水素生成器を開発製造しています。
世界初ボトル型水素生成器「My神透水Ⓡシリーズ」は独自の電気分解方式により本物の水素ガス、水素水を生成で
きる製品です。特に、内蔵ポンプにより1台で自然呼吸による水素ガスの吸入と水素水の飲用ができる“水素が噴きだ
す”生成器「MyShinTouSui-Jet」は、性能だけでなく持ち運びの便利さと導入のしやすさからアスリート、治療院・整骨
院、歯科医院、サロン、介護施設等にて喜ばれています。

また、「食」分野としては閉鎖型植物栽培プラントおよび栽培環境システムの実証試験を行っています。
LEDを活用した植物栽培プラントは、天候に左右されず、IOTを活用することにより異常気象や農家の高齢化という問
題解決できる新たな農業として期待されています。
さらに、有機物磁気熱分解エネルギー変換装置「MG22Eh」と組み合わせることでSDGsの複数の目標達成に寄与でき
ます。
栽培管理システム単独での販売も複合設備としての販売もご要望にあわせてご提案します。

                　　　　水素生成器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植物栽培プラント

拠点：本社（矢板市中）、環境関連
事務所（矢板市成田）

事業内容

健康機器、環境改善装置、農
産物生産装置の製造販売
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令和２(2020)年度～令和４(2022)年度認証企業

企業一覧[50音順]



令和4(2022)年6月1日現在

№ 企業名 所在地 認証技術・製品名 業種

1 アークテック㈱ 壬生町 精密洗浄カゴ・整列パレット 金属製品 R2

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 電子部品・デバイス・電子回路 R2

All in One Smart Insole（歩容の見える化製品・技術） 電子部品・デバイス・電子回路 R4

3 ㈱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 R2

4 ㈱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 R2

5 ㈱アキモ 宇都宮市 植物性乳酸菌を用いた国産発酵野菜ピューレ 食品製造業 R3

6 アクリーグ㈱ 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 R2

7 朝日染色㈱ 足利市 超多色捺染技術 繊維工業 R2

8 ㈱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 R2

9 あづま食品㈱ 宇都宮市 国産大きなひきわり納豆３Ｐ 食料品 R4

10 ㈱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 R2

11 ㈱イーアンドエム 下野市 マイクロチップリーダー Ｈ１３４ＲＰＳＢ 情報通信機械器具 R4

12 ㈱イーストンテック 塩谷町 環境に優しいガラスリサイクル技術 窯業・土石製品 R4

13 ㈱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 R2

14 ㈱石井機械製作所 足利市 IC基板関連自動加工機械の製造 生産用機械器具 R4

15 石川技研㈱ 真岡市 酸化物の少ないはんだ、プリント基板へのはんだのプリコーテング及び装置 電子部品・デバイス・電子回路 R4

16 ㈱井上製作所 佐野市 マシニングセンター切削加工における３次元座標変換時の高精度加工 生産用機械器具 R4

17 岩崎編織㈱ 足利市 フリーカット伸縮性経編地 繊維工業 R2

18 岩下食品㈱ 栃木市 機能性表示食品「岩下の新生姜」 食料品 R2

19 ㈱宇井精密製作所 足利市 毛細管現象を利用した給油機構のための超微細溝加工技術 プラスチック製品 R4

20 ㈱上原園 栃木市 サラダ豆苗 食料品 R4

21 ㈱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 R2

22 宇都宮精機㈱ 宇都宮市 自動移載装置 生産用機械器具 R2

23 HCCソフト㈱ 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 R2

24 エーシーエム栃木㈱ 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 R2

25 ㈱エキスパートギグ 足利市 パワーあんどん ソフトウェア業 R4

26 NSクロステック(同) 真岡市 電解消毒水の小型装置 電気機械器具 R3

27 ㈱ＦＴＭテクニカルサービス 宇都宮市 プリント基板用反り検査装置 生産用機械器具 R3

28 遠藤食品㈱ 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 R2

29 オーエム産業㈱ 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 R2

30 ㈲大垣金型製作所 宇都宮市 三次元化技術プラスアルファ 生産用機械器具 R2

31 大古精機㈱ 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 R2

32 ㈱オオハシ 鹿沼市 XPR(Cross(X)-linked Polyethylene Recycled System)クロスプロシステム プラスチック製品 R3

33 ㈱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 R2

34 オグラ金属㈱ 足利市 らくらく操作・遠隔探査ロボ（災害救助支援） 輸送用機械器具 R2

35 ㈱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 R2

36 ㈱小沼製作所 大田原市 紙ベークライト丸棒・パイプ・板の積層成形技術 プラスチック製品 R3

37 ㈱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 R2

38 笠原産業㈱ 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 R2

39 ㈱カザミフーズ 足利市 煮込み商品の製造技術 食料品 R2

40 ガチャマンラボ㈱ 足利市 服地規格における「ほぐし織り」製織 繊維工業 R3

41 価値ラボ㈱ 宇都宮市 ジェネリック医薬品卸向Ｗｅｂ販売管理パッケージ(名称：ＰＲＩＳＭ) ソフトウェア業 R3

42 加藤ブラシ工業㈱ 宇都宮市 チャンネルブラシの植毛技術 その他 R2

43 金井染工㈱ 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 R2

44 ㈱カナメ 宇都宮市 既存屋根の通気断熱改修工法 金属製品 R2

45 ㈱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 R2

46 金子メディックス㈱ 那須塩原市 ELID研削加工技術 金属製品 R2

47 ㈱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 R2

48 亀田産業㈱ 宇都宮市 ハニカムコア加工 輸送用機械器具 R4

49 ㈲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 R2

50 ㈱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 R2

栃木県フロンティア企業一覧（216社）　[50音順]

認証年度

2 ㈱アール・ティー・シー 上三川町
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№ 企業名 所在地 認証技術・製品名 業種 認証年度

51 関東エクストロン㈱ 足利市 射出成形によるプラスチックプレート素材の製造 プラスチック製品 R3

52 関東農機㈱ 小山市 一軸正転並びに正逆転切換ロータリ装置およびロータリ専用機 生産用機械器具 R3

53 菊地歯車㈱ 足利市 多様な歯車製造技術 はん用機械器具 R2

54 ㈲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 R2

55 協栄産業㈱ 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 R2

56 協立機興㈱ 佐野市 航空機部品等の高精度加工技術 金属製品 R2

57 共立精機㈱ 宇都宮市 大型複合研削盤【ＭＮＶ４－４００】 業務用機械器具 R4

58 ㈱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 R2

59 清原住電㈱ 宇都宮市 光ファイバ製造技術 非鉄金属 R2

60 ㈱キリウ 足利市 ブレーキディスク、ブレーキドラム 輸送用機械器具 R4

61 錦正工業㈱ 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 R2

62 栗田煙草苗育布製造㈱ 佐野市 ＫＴ吸音材 繊維工業 R3

63 桑名商事㈱ 真岡市 めっき膜を用いた超薄肉金属部品成型 金属製品 R3

64 ㈱ケイエムシー 宇都宮市 人給Cloud（じんきゅうクラウド） ソフトウェア業 R3

65 ㈱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 R2

66 ㈱K-マテリアルズラボ 宇都宮市 高潜熱材料 化学工業 R3

和座布団 繊維工業 R2

竹繊維の生地 繊維工業 R3

68 こいしや食品㈱ 宇都宮市 充填豆腐「ちょいとうふ」 食料品 R2

69 晃南印刷㈱ 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 R2

70 晃洋設計測量㈱ 足利市 山林管理システム「山守くん」、動産管理システム「大福帳」、山林測量システム「山守コンパス」 ソフトウェア業 R2

71 ㈱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 R2

72 小林酒造㈱ 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 R2

73 ㈱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 R2

74 ㈲小林製作所 鹿沼市 プレス金型製作・プレス加工・各種機械加工の融合技術 金属製品 R3

強力カビ取り剤「Marvelous Clean Sing Mold ZERO」 化学工業 R3

強力さび取り剤「Rust ZERO」 化学工業 R4

76 ㈱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 R2

77 ㈲さかえや 日光市 揚げゆばまんじゅう 食料品 R2

78 ㈲佐藤化成工業所 日光市 綿棒体 プラスチック製品 R2

79 ㈱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 R2

80 ㈲佐野機工 真岡市 浴室用銅製まとまるヘアキャッチャー 金属製品 R4

81 ㈱サンテクノロジー 鹿沼市 低騒音風洞 業務用機械器具 R3

82 サンプラスチック㈱ 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 R2

83 サンポープラス㈱ 足利市 熱中症対策商品「そ～かいくんＷ（ワイド）」 繊維工業 R2

84 ㈱三本松茶屋 日光市 MADE in NIKKO の瓶内二次発酵　ストロベリーエール 飲料・たばこ・飼料 R3

85 ㈱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 R2

86 GKNドライブラインジャパン㈱ 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 R2

87 ㈱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 R2

88 ㈱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 R2

89 品川ゼネラル㈱ 真岡市 フレキシブルアロフェン膜 化学工業 R3

90 ㈱篠原製作所 鹿沼市 電動CBR試験機 金属製品 R2

91 ㈲島田製作所 足利市 NC複合旋盤を用いた油圧機器部品の高精度加工技術 輸送用機械器具 R3

92 ㈲シマヅ化成 日光市 医療器具部品向けポリウレタン発泡成形品 プラスチック製品 R4

93 ㈱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 R2

94 ジョンソン・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 R2

95 ㈱シンシ 佐野市 プラスチック板加工 プラスチック製品 R2

96 シンテックス㈱ さくら市 段差解消機 金属製品 R2

97 神和アルミ工業㈱ 真岡市 水冷型ヒートシンク量産技術 金属製品 R2

98 ㈱シンワモールド 足利市 高品位ヘール加工技術 生産用機械器具 R4

99 ㈱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 R2

100 ㈱すが野 壬生町 国産塩だし生姜 食料品 R4

75 ㈱榮建設 栃木市

67 ㈲小池経編染工所 足利市
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101 杉田酒造㈱ 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 R2

102 ㈱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 R2

枝豆オートセルトレイ播種機　STH5ME はん用機械器具 R2

水稲育苗用播種機　TRK4000 はん用機械器具 R3

セルトレイ全自動播種機　STH2009 はん用機械器具 R4

104 ㈱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 R2

105 ㈱鈴矢電機サービス 宇都宮市 製麦装置及び製麦方法 生産用機械器具 R4

106 スターヒューズ㈱ 那珂川町 防火ダンパー用温度ヒューズ 金属製品 R4

107 ㈲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 R2

108 ㈱セイホウ 足利市 銅繊維手袋 繊維工業 R4

109 ㈲瀬川製作所 足利市 加工製品の自動測定システム機器装置 輸送用機械器具 R4

110 ゼビオプラスト㈱ さくら市 スパイラル状ネットパイプ プラスチック製品 R2

111 ㈱壮関 矢板市 栃木県産紅はるか干し芋 食料品 R2

112 ㈱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 R2

113 ㈱ソフトシーデーシー 宇都宮市 パーキンソン病用病状評価装置 ソフトウェア業 R3

114 ソルテック工業㈱ 那須塩原市 自動ラベル張り替え装置 生産用機械器具 R4

115 第一酒造㈱ 佐野市 高級日本酒（特定名称酒）の製造 飲料・たばこ・飼料 R2

116 第一測工㈱ 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 R2

117 ㈱大定 足利市 レイヤーチューブ 繊維工業 R2

118 ㈱ダイサン 足利市 らくらくプルシート プラスチック製品 R2

119 ㈱大正光学 鹿沼市 化学溶液及びハイブリッドプロセスを用いた反射防止膜 電子部品・デバイス・電子回路 R4

120 ㈱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 R2

121 タクセル㈱ 栃木市 微細転写成形技術 プラスチック製品 R4

122 ㈲竹沢アルミ工業所 鹿沼市 航空機・自動車部品等からのアルミ試験片加工 金属製品 R3

123 ㈱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 R2

124 ㈱竹中 佐野市 高強度ダクタイルFCD800 に対する安定量産加工 輸送用機械器具 R3

125 田崎設備㈱ 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 生産用機械器具 R2

126 多田プレス工業㈱ 鹿沼市 自動スポット溶接機「R＆Tシステム」の開発 金属製品 R3

127 タツネ㈱ 足利市 背中楽々タオル 繊維工業 R4

128 ㈱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 R2

129 ㈱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 R2

130 ㈱タメガイ 足利市 「バスキュートプレミアム」 プラスチック製品 R4

131 ㈱チュウリツ 矢板市 生産設備、省力化機器 生産用機械器具 R2

132 ㈱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 R2

133 ㈱つかもと 益子町 Kamacco 窯業・土石製品 R2

134 ㈱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 R2

135 鶴貝捺染工業㈲ 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 R2

136 ＴＯＡ㈱ 佐野市 アキュームヒートシンク 金属製品 R3

137 ㈱ディード 矢板市 MRI診断装置への金属（磁性体）吸着事故を低減する機器 電気機械器具 R3

138 ㈱テクノスタット工業 那須塩原市 STAT-3S Bio プラスチック製品 R4

発光分光分析装置RDE（回転電極） その他 R2

潤滑油状態監視IoTシステム その他 R3

油中酸化劣化物除去フィルタ その他 R4

140 東京フォーミング㈱ 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 R2

141 東都工業㈱ 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 R2

142 同和工業㈱ 栃木市 異形粗材加工において縦型マシニングセンタ（３軸）に付加軸を利用した生産性向上技術 輸送用機械器具 R3

143 ㈱トーカイ・エム 宇都宮市 電子部品及び異種材のインサート成形技術 プラスチック製品 R4

144 トーメイダイヤ㈱ 小山市 ダイヤモンド焼結体（耐摩耗材料） 窯業・土石製品 R2

145 ㈱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 R2

146 栃木カネカ㈱ 真岡市 ボンド磁石（プラスチック磁石） 化学工業 R3

147 栃木精工㈱ 栃木市 Chuclean® 業務用機械器具 R4

148 栃木乳業㈱ 栃木市 乳飲料「関東・栃木レモン」（通称：レモン牛乳）の製造 食料品 R3

149 ㈱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 R2

139 東京オイルアナリスト㈱ 栃木市

103 ㈱スズテック 宇都宮市
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150 ㈱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 R2

151 ㈲ドライテック 佐野市 鉄黒コート 窯業・土石製品 R3

152 ㈲中川電気 真岡市 非常用照明『LOCOMY』 電気機械器具 R4

153 中里建設㈱ 佐野市 特殊洗浄具アクアピグ・アクアピグクロス、洗浄技術アクアピグ工法、洗浄装置アクアピグ連続発射装置 はん用機械器具 R3

154 ㈱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 R2

155 中山金属化工㈱ さくら市 スタッドボルト締付け機 非鉄金属 R2

156 ㈱波里 佐野市 ミクロペースト（胡麻・きな粉等） 食料品 R2

157 ならでわ㈱ 宇都宮市 自動採寸アプリ「Smafy」 ソフトウェア業 R3

158 日冷工業㈱ 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 R2

159 日光金属㈱ 矢板市 焼却炉部品の長寿命化技術 金属製品 R2

160 ㈱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 R2

161 ㈱日省エンジニアリング 矢板市 環境負荷低減装置 その他 R4

162 日伸工業㈱ 宇都宮市 電動車インバータ用冷却器精密プレス部品全数保証一貫生産システム 金属製品 R4

163 日東産業㈱ 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 R2

164 日本自動機工㈱ 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 R2

165 日本遮熱㈱ 足利市 テント式植物工場 非鉄金属 R3

166 日本炭酸瓦斯㈱ 栃木市 小型レギュレーター（減圧弁、圧力調整器） 金属製品 R2

167 日本プラスター㈱ 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 R2

168 日本プレーテック㈱ 那須塩原市 鉄合金めっき技術 金属製品 R2

169 日本リークレス工業㈱ 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 R2

170 ㈱パウデック 小山市 窒化ガリウムPSJ（分極超接合型）パワートランジスタ/ダイオード 電子部品・デバイス・電子回路 R3

171 パスキン工業㈱ 宇都宮市 側溝用蓋並びにコンクリート製側溝「ＭＵ側溝」 窯業・土石製品 R2

172 ㈲初山染工 足利市 天然素材の機能染色 繊維工業 R2

173 早川食品㈱ 佐野市 県農産物を使用したソース製造技術 食料品 R2

174 パルシステム㈱ 宇都宮市 超音波噴霧器 生産用機械器具 R2

175 ㈱バンテック 佐野市 多目的金属フィルター 金属製品 R2

176 光工業㈱ 日光市 プレス複雑形状品の精密嵌合技術 金属製品 R3

177 日之出水道機器㈱ 大田原市 ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチングGRU 金属製品 R3

178 日の本穀粉㈱ 小山市 栃木県のお米でつくったカレールゥ 食料品 R2

179 ファンテック㈱ 佐野市 空調服用ファンユニット プラスチック製品 R4

180 フタバ食品㈱ 宇都宮市 マロングラッセの製造技術 食料品 R4

181 二渡レース㈱ 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 R2

182 古河C&F㈱ 日光市 超耐熱耐摩耗・耐浸食合金　トケナイト 鉄鋼業 R2

183 平和テクニカ㈱ 那須町 精密切断砥石、高速精密切断機 窯業・土石製品 R2

184 ㈱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 化学工業 R2

185 星野工業㈱ 鹿沼市 KINOMA 木材・木製品 R4

186 ㈱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 R2

187 ㈱幕壱 矢板市 とことんエコなバナー 印刷・同関連業 R4

188 松井電器産業㈱ 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 R2

189 ㈱MASSAN 宇都宮市 対人非接触型介護リフト「立っちゃん」 業務用機械器具 R3

190 ㈱マツモトセイコー 大田原市 難削材の複雑形状品の高精度加工を実現する切削加工技術 輸送用機械器具 R4

191 松山音響工芸㈱ 鹿沼市 統合基幹業務システムPCS（ピクス） ソフトウェア業 R2

192 マニー㈱ 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 R2

193 丸井計器㈱ 鹿沼市 角度計の開発と解析 生産用機械器具 R2

194 丸昌産業㈱ 佐野市 抗菌塗装剤「インバイロシールドM5」 繊維工業 R3

195 丸彦製菓㈱ 日光市 米菓（おかき・煎餅）の製造技術 食料品 R2

196 ㈱万蔵 足利市 小径軸物の転写印刷技術 印刷・同関連業 R2

197 ミコトマシナリー㈱ 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 R2

198 三福工業㈱ 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 R2

199 宮本工業㈱ 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 R2

200 ㈱ミワコネクト 那須塩原市 バイオマス配合プラスチックペレット プラスチック製品 R4
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201 村樫石灰工業㈱ 佐野市 石灰、ドロマイトの利用技術 窯業・土石製品 R2

202 村田発條㈱ 宇都宮市 卵形断面コイルスプリング 金属製品 R2

203 室井光学㈱ 大田原市 光学ガラスレンズ球面研削加工技術 その他 R3

204 ムロオカ産業㈱ 足利市 IT-PIPET Q-TYPE（マイクロピペット）・ブローアウト容積増幅機構 プラスチック製品 R3

205 明治鋼業㈱ 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 R2

206 柳下技研㈱ 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） 生産用機械器具 R2

207 ㈱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 R2

208 やまこ産業㈱ 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 R2

209 山越木工房 日光市 成形合板を使った音響製品 家具・装備品 R2

感震ブレーカー　震太郎 情報通信機械器具 R2

200V コンセントバー（C13）ロックタイプ 電気機械器具 R4

211 吉岡食品工業㈱ 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 R2

212 吉澤石灰工業㈱ 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 R2

213 吉田プラ工業㈱ 足利市 プラグラス プラスチック製品 R3

214 米山そば工業㈱ 鹿沼市 石臼弐層挽き製法 食料品 R3

215 レオン自動機㈱ 宇都宮市 フレックスインクラスタ 生産用機械器具 R2

216 ㈲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 R2

※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。

210 大和電器㈱ 宇都宮市
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