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令和２(2020)年度
栃木県フロンティア企業

令和４(2022)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。

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

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

Ⅳ

等

認証期間
・平成 30(2018)年度認証企業：平成 30 年６月１日から令和３年５月３１日まで（３年）
・令和元(2019)年度認証企業：令和元年６月１日から令和４年５月３１日まで（３年）
・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）
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１

食料品

飲料・たばこ・飼料

日本標準産業分類
０９

食料品

１０

飲料・たばこ・飼料

認証年度：令和２(2020)年度
あらい しょくひん

食料品

株式会社荒井食品
〒329-1401

お問い合わせ先

さくら市上河戸1144

TEL: 028-686-4002

http://www.arai-foods.co.jp/

Email: info@arai-foods.co.jp

FAX: 028-686-4004

JR片岡駅から車で10分、矢板ICから8km

ここがセールスポイント 土づくりからお客様のお手元まで！
当社では「土づくりからお客様のお手元まで」をスローガンに、契約農家の皆様にご協力いただき、より良い原料の生産
を心掛けております。この良質な原料を用い、弊社の技術により製造された美味しいお漬物を全国のお客様へお届けし
ています。
会社概要
わが社の《茄子浅漬類の製造にかかわる保存技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 荒井 一好
資本金

5,000万円

年商

21億

茄子に含まれるアントシアニン系色素のナスニンは、漬け込み後
の時間経過により、色抜けや分解による退色が起こるなど、非常
に不安定な色素です。当社が開発した長期保存技術では、茄子
に色素を保持させ、浅漬と同程度の外観、食感を保持することが
可能となっています。

従業員数 100名（パート等含む）
設立

昭和56年3月

取得規格 JFS-B、とちぎHACCP

主な拠点・主要取引先

じっくり漬けた旨いなす

主要取引先：
大手量販店、コンビニエンスストア、
外食

社長からのメッセージ
創立以来、私たちの歩みは「熱意と創意・創造をもち、食を通して人間
形成を目指し、地域社会に貢献する」ことでした。「土づくりからお客様
のお手元まで」を掲げ、多くのお客様に喜んでいただけるようこの事業
に取り組んでまいりました。㈱荒井食品はお客様と契約農家の皆様、
代表取締役社長 社員一人一人とともに成長し、社会的使命と役割を担ってまいります
ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
荒井 一好

事業内容
茄子浅漬を中心とした漬物の製造、
販売

その他にもこんなものを造っています！ 様々な種類の茄子の浅漬を製造しています。
弊社では、様々な品種が存在する茄子のなかで、果皮、果肉が柔らかく漬物に適した品種を用い、様々な種類の浅漬
を製造しております。家庭用の小袋商品から、居酒屋や回転寿司チェーン等の外食事業向けの業務用商品、コンビニ
エンスストア等向けの商品など、お取引先様は全国にわたっております。
今後も皆様に喜んでいただけるよう、美味しい商品づくりに努めてまいります。
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認証年度：令和２(2020)年度
いわしたしょくひん

食料品

岩下食品株式会社
〒328-8555

お問い合わせ先

栃木県栃木市沼和田町23-5

TEL:0282-22-3124

https://iwashita.co.jp/

Email:web@iwashita.co.jp

FAX:0282-22-3170

JR・東武栃木駅から徒歩5分、栃木ICから車で15分

ここがセールスポイント 栃木県内初の機能性表示食品！岩下の新生姜
代表商品である「岩下の新生姜」について機能性表示食品として消費者庁に届け出、2019年5月17日に受理されました。栃木県産業技術センターに協力・支援いただき、栃木県内初の機
能性表示食品となりました。
岩下の新生姜には、ショウガ由来ポリフェノールが含まれています。ショウガ由来ポリフェノールは、ショウガに含まれる天然由来の成分で、寒い季節や冷房条件下において末梢（手の指
先）の体温を維持する機能があることが報告されています。

会社概要
代表者名 岩下和了
資本金

9,800万円

年商

777,000万円

わが社の《岩下の新生姜》にはこんな特徴があります！
パッケージに健康機能を表示できる「機能性表示食品」として、ロ
ングセラー「岩下の新生姜」をリニューアルしました。栃木県内企
業として初の、また生姜の漬物としても初の機能性表示食品とし
て、消費者庁に届出が受理されております。2019年11月から、全
国の量販店を中心に販売を行っております。

従業員数 215名
設立

昭和30年12月

取得規格 FSSC22000

主な拠点・主要取引先

岩下の新生姜

本社（栃木）、札幌、宮城、東京、愛
知、大阪

社長からのメッセージ

事業内容
食品の製造・販売・開発

代表取締役社長
岩下和了

岩下食品は、創業百年を超える食品企業ですが、親しみやすく、お手頃であ
りつつ、本格的なおいしさの商品、すなわち「大衆品の中の高級品」を提供し
続けることを理念としてまいりました。おかげさまで、現在、弊社は、生姜漬、
らっきょう漬における日本一のシェアを頂いております。
「漬物」のイメージがつよい当社ですが、「食卓に、あたらしい笑顔を届ける」
ために、和洋中を問わず、様々な分野の食品で、そして様々な食シーンで、
老若男女それぞれのみなさまに、喜びを提供してまいります。

その他にもこんなものを造っています！

ピり辛らっきょう、甘らっきょう、紅しょうが、
甘酢しょうが、梅しそ大根など
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認証年度：令和２(2020)年度
えんどうしょくひん

食料品

遠藤食品株式会社
〒327-0325

お問い合わせ先

栃木県佐野市下彦間町697

TEL:0283-65-1111

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

Email:info@endo-foods.co.jp

FAX:0283-65-0222

北関東道佐野田沼ＩＣから車で約15分

ここがセールスポイント ”しょうが”を食卓に・・・
私達は創業60年。自社開発商品：業務用がり「新がり完成品」を世に送り出し新しいマーケット、ビジネスモデルを創造しました。業
務用がり、紅生姜の生産量は国内トップクラスです。環境の変化に対応し業務用の他に市販用、テイクアウト製品、お菓子分野、Ｅ
Ｃサイトの強化に取り組んでいます。

会社概要
代表者名 遠藤栄一
資本金

2800万円

年商

24億円

わが社の《がり、紅しょうが製品製造にかかわる加工技術》にはこんな特徴がありま
す！
私達は生姜を中心に小ロットかつ多様な包装でのスピーディー
な生産設備を有し、お客様との共同商品開発体制を持っている
のが強みです。生産設備では新方式の原料洗浄機の導入、固
形原料に対応した新型製造ラインの設置、スライス済み混合原
料を使った製品の生産ラインの構築を行い、新規お客様のご要
望に応えています。また上記設備は、いずれも国の「ものづくり
補助金」採択事業により導入されました。

従業員数 100名
設立

昭和48年5月

取得規格 ＦＳＳＣ22000

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（佐野市）、東京営
業所（東京都中央区日本橋）

事業内容
生姜を中心とした漬物及び関連商
品の研究開発、製造、販売

当社製品

社長からのメッセージ
当社では日本の味・伝統的な食品である漬物が現代の若い世代に
も愛されるよう日頃研究を重ね、手づくりの味の伝統に近代的な製造
システムを導入し、食欲をそそる製品づくりに専念しております。
これからも新商品の開発・研究に努力し、より良い製品づくりと健康
代表取締役社長 的な生活の推進者として精進を続ける所存でございます。
遠藤 栄一

その他にもこんなものを造っています！ 駄菓子シリーズ！『スモモちゃん』 『さくら大根』
当社では、メインの生姜製品の他に、事業を受け継ぎ、駄菓子の製造・販売も
行っております。
駄菓子屋などで長く親しまれている「スモモちゃん」「さくら大根」を、デザインも
味もそのままに引き継ぎました。
今後も、「社内一致団結」して、品質と味を大切に、新しい取り組みを活かしながら
「誠心誠意の製品作り」に努めてまいります。
①スモモちゃん

②さくら大根
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認証年度：令和２(2020)年度

かさはらさんぎょう

食料品
〒326-0338

お問い合わせ先

栃木県足利市福居町819

TEL：0284-71-3181

http://www.kasa-kona.co.jp/

Email:info@kasa-kona.co.jp

FAX：0284-72-5641

東武伊勢崎線：東武和泉駅より徒歩3分、足利市駅より車で7分

ここがセールスポイント

栃木県産小麦の活性化を目指しています！！

当社は、大正8年創業の地元製粉メーカーとして栃木県産小麦を中心とした小麦粉製造を行っています。イベントなど
を通じて栃木県産小麦の魅力を皆様にお伝えしていますので、ぜひ栃木県産小麦の美味しさを知って頂ければと思い
ます。
会社概要
わが社の《ミネラル強化小麦粉・元骨粉》にはこんな特徴があります！

代表者名 笠原 健一
資本金

1,000万円

年商

17億円

食生活における慢性的なカルシウム不足を補
うため、摂取効率の良い理想的なバランスのカ
ルシウムとマグネシウムを２：１の割合で小麦
粉に混合しました。日常多く食されるパン用、
麺用の粉としてお使いいただけます。

従業員数 39名
設立

昭和23年

取得規格 ISO22000

主な拠点・主要取引先
拠点・本社（足利市）

事業内容
小麦粉、ふすまの製造
販売及び倉庫業

商品名：元骨粉（パン用・麺用）

社長からのメッセージ
弊社は、大正8年創業。2019年に100周年を迎えました。これまで会
社を続けてこれたのは、地元栃木の小麦があったからこそです。
栃木の農業、栃木の小麦に支えられた弊社の歴史といっても過言で
はありません。今後もいろいろな小麦粉商品を作って、消費拡大の
代表取締役社長 活動を続けて参りたいと思います。
どうぞ、皆様の更なるご支援を賜ります様、お願い申し上げます。
笠原 健一

その他にもこんなものを造っています！ ゆめかおり・タマイズミ・イワイノダイチ・麦のかほり
栃木県の豊かな大地で育った小麦をご紹介させて頂きます。パン用・めん用・お菓子用など用途に合わせてお選び頂
けます。HPからも購入できますので是非ご覧ください。
商品：ゆめかおり
分類：強力粉
説明：国内でも貴重なパン
用小麦粉です。国産小麦
特有の香り豊かなパンをお
楽しみ下さい。

商品：タマイズミSP
分類：強力粉
説明：関東では栃木県だけ
の作付けです。パン・中華
麺・ピザ生地・そば繋ぎ等、
幅広い製品でご使用頂けま
す。

商品：イワイノダイチ
分類：中力粉
説明：すいとん、うどん、お
菓子など幅広い用途にご
使用頂ける、モチモチした
触感が特徴の小麦粉です。

商品：麦のかほり
分類：中力粉
説明：「さとのそら」を使用。
豊かな風味・旨味・甘みを
感じて頂けます。うどん・焼
菓子・調理用など幅広い用
途でご使用頂けます。

業務用から家庭用まで、小麦粉のことならば笠原産業までお問合せ下さい！！（TEL:0284-71-3181）
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認証年度：令和２(2020)年度

食料品

株式会社カザミフーズ
〒326-0044

お問い合わせ先

栃木県足利市助戸1丁目26番地

TEL:0284-41-2527

FAX:0284-44-2618

http://www.kazami.co.jp
JR足利駅から2㎞、足利ICから5㎞

ここがセールスポイント お客様の「売れる商品作り」と「問題解決」のお役に立ちます！
当社は、お客様のご希望する「味」をつくりあげる業務用調味料メーカーです。
会社概要
代表者名 風見丈仁
資本金

わが社の《煮込み商品の製造技術》にはこんな特徴があります！
当社が開発した煮込み商品の製造技術は、真空置換による調
味液の含侵を応用して、調理冷凍食品の煮込み商品（もつ煮込
みなど）の生産効率向上と品質の安定化を図ることができます。

2,100万円

年商
従業員数 86名
設立

昭和27年7月

取得規格 ISO22000

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（東京都千代田区）、足
利工場（足利市）

事業内容
業務用調味料の製造および販売

もつ煮込み

社長からのメッセージ
業務用調味料メーカーとして、お客様が安心して使用でき、売れる商
品作りのお役に立つことがわが社の役割です。
本格的な味を実現するための原料の調理加工、冷凍ラインの整備に
よる高品質の商品の提供等において、お客様のご要望に沿えるよう
代表取締役社長 努めております。
風見 丈仁

業務用液体調味料（OEM商品）やこだわりのNB商品を製

その他にもこんなものを造っています！ 造しています。

＊OEM商品開発へのこだわり
当社は、「おいしさの追求」という永遠のテーマに向かって弛まぬ努力を重ねておられるお客様のご要望やお悩みを解
決するために、70年に渡り積み重ねてきた「実績と信用」を強みに「最高のパートナー」となる事を目指しております。
＊冷凍品へのこだわり
当社は、たれ・ソースの分野において冷凍品のメリットを最大限に生かすことにこだわって商品づくりを行っておりま
す。「常温品」「チルド品」もご相談ください。
＊こだわりの調理加工とハイクオリティな商品作り
当社は、様々な製造設備を用いてハイクオリティな商品を製造しております。「本格的な味」を再現するために原料の
ブレンドのみだけではなく「調理工程」を加えて味、香り、コクなど特徴がきわだつ商品作りを行っております。
＊品質保証
ISO22000（食品安全マネジメントシステム）を認証取得し、徹底した衛生管理のもとに安全で品質の良い商品の提供に
努めています。
＊NB商品ラインナップ
「洋食屋のデミソース」、「昔ながらのデミソース」、「たっぷり玉ねぎソース」、「香味焙焼オマールソース」
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認証年度：令和２(2020)年度
しょくひん

食料品

こいしや食品株式会社
〒321-0411

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市宮山田町2353番地1

TEL:028-674-7800

FAX:028-674-7729

http://www.koishiya.co.jp
東北自動車道上河内スマートインターより、車で5分

ここがセールスポイント 大正5年創業、栃木県を愛する大豆製品製造、販売を営む100年企業。
大正5年創業のこいしや食品株式会社。栃木県を愛し、納豆工場内に大谷石室を有し、こだわりの詰まった平家納豆は納豆品評
会で最優秀賞を受賞を重ねる人気商品。平家納豆の名称の由来は現社長が平清盛の直系であることに由来しています。多くの
料理人に支持される充填豆腐は横浜中華街で7割のシェアを誇る商品。

会社概要
代表者名 小池泰史
資本金

2,000万円

年商

25億円

わが社の《2段形状、段付き容器・ちょいとうふ》にはこんな特徴があります！
栃木県内学校給食会様より、頂いたご意見を基に開発いたしま
した。 豆腐業界では、豆腐は屋内で食べる、調理の手間（水切
り等）を要する食品として位置付けられていました。いつでも、ど
こでも、手軽に、美味しく食べられる。水切り不要の豆腐として
「ちょいとうふ」が誕生しました。 特許名称：2段形状に形成され
た豆腐及びその製造方法

従業員数 約180名（パート含む）
設立

大正5年

取得規格 とちぎＨＡＣＣＰ

主な拠点・主要取引先

製品名：ちょいとうふ

拠点：本社（宇都宮市）納豆工場（宇都
宮市） 主要取引先：(株)カワチ薬品・
(株)イトーヨーカ堂・(株)ニッカネ・(株)か
ましん・(株)たいらや・(株)ダイユー・県内
学校給食・(株)塩原屋

社長からのメッセージ
当社は地域との共生、お客様第一主義をモットーとしております。大
豆製品の製造、販売を通して、地域の皆様の健康、幸せな食生活に
貢献させて頂きたいと考え、地域の皆様に喜ばれる企業を目指して
おります。

事業内容
大豆製品製造、販売。

代表取締役
小池泰史

その他にもこんなものを造っています！

大正5年創業 大谷石室で熟成させた
こだわりの平家納豆

大正5年創業 大谷石室で熟成させたこだわりの平家納豆。
新感覚、台湾の人気スイーツ豆花をお豆腐やさんがおいしく作りました。
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認証年度：令和２(2020)年度

食料品

有限会社さかえや
〒321-1406

お問い合わせ先

日光市松原町１０−１

TEL: 0288-54-1528

http://www.sakaeya.net/

Email: nikko@sakaeya.net

FAX: 0288-54-1556

東武日光駅前 駅から徒歩1分。JR日光駅から徒歩3分
日光道 日光ICより車で3分

ここがセールスポイント 日光名物 揚げゆばまんじゅう
昭和33年の創業以来、世界遺産の玄関口である日光駅前にて「真心こめたおもてなし」を目標に営業しています。
会社概要
代表者名 山本 敏
資本金

500万円

年商

8000万円

わが社の《揚げゆばまんじゅう》にはこんな特徴があります！
「揚げゆばまんじゅう」は自社製造開発の「日光ゆばまんじゅう」
（国産大豆を使ったゆばと、豆乳を皮に使用した特徴を持つまん
じゅう）を厳選した油で揚げた製品です。
「サクッ」っとした食感は多くのメディアでも好評いただいていま
す。

従業員数 10名（パート含む）
設立

昭和33年

取得規格

主な拠点・主要取引先

揚げゆばまんじゅう

拠点：世界遺産の街 日光
店舗：東武日光駅前
工場：日光市若杉町
倉庫：日光市七里

社長からのメッセージ
日光名物である ゆば を使用した揚げゆばまんじゅうは、日本人だけ
でなく海外からのお客さまにも好評をいただいております。独特のサ
クッとした食感とほんのりお塩が良くマッチします。

事業内容
食品製造業

代表取締役
山本 敏

その他にもこんなものを造っています！
【日光産いちごかき氷】
世界遺産、日光の大自然で育った日光産のいちご（日光ストロベリーパーク生産）
いちごのゴロゴロとした食感が【揚げゆばまんじゅう】同様に脳に残ります！
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認証年度：令和２(2020)年度
そうかん

食料品

株式会社壮関
〒329-1579

お問い合わせ先

栃木県矢板市こぶし台4番地1

TEL:0287-48-3301

FAX:0287-48-3303

https://www.sokan.jp/
片岡駅より徒歩25分、東北自動車道 矢板ICより1.5km

ここがセールスポイント 自然そのもののおいしさがぎゅっと詰まった素材菓子をお届けします
健康志向をテーマに、海産物・農産物の素材の特徴をそのまま生かした「素材菓子」の商品開発に 特化、各得意先か
ら素材菓子に関する商品開発ニーズが多く寄せられています。
会社概要
板山 健一
鈴木 征洋

わが社の《栃木県産紅はるか干し芋》にはこんな特徴があります！

代表者名

代表取締役社長
代表取締役副社長

資本金

20,000千円

年商

5,528百万円(令和元年12月期)

「栃木県産紅はるかの干し芋」は栃木の契約農家が育てた紅は
るか芋を使用し、宇都宮市内の大谷石蔵で熟成・加工したとちぎ
ブランド商品です。

従業員数 300名
設立

1991年（平成3年）8月

JFS-B規格（カテゴリE
取得規格 Ⅳ）、FSSC22000（2021年
取得予定）

主な拠点・主要取引先

栃木県産紅はるか干し芋

本社・本社工場（矢板市）、東京オフィス（東京都千代
田区）、本社第2工場（矢板市）、さくら工場（さくら市）、
岩手大槌工場（岩手県）、大谷工場（宇都宮市）
取引先：株式会社高山、株式会社ドルチェ、
三菱食品株式会社、株式会社関口 等

社長からのメッセージ

事業内容
水産加工品の製造、販売
農産物加工品の製造、販売

代表取締役社長
板山 健一
代表取締役副社長
鈴木 征洋

壮関は1991年の創業以来、お客様本位・品質本位の姿勢に基づいて、それ
までなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価
値を生み出すことにチャレンジをしてまいりました。また、徹底した品質管
理、地域振興を通した社会貢献にこだわりをもって事業を展開しています。
これからも素材菓子・健康菓子市場でNo.1の企業、社員が働きやすい会社
を目指しながら、より多くのお客様、社員とその家族が笑顔になれるよう努
力してまいります。

その他にもこんなものを造っています！
海産物・農産物・果実等を使用した素材菓子カテゴリーの商品を多数扱っています。1995年にカリカリ梅・1996年に茎
わかめを発売以降、種抜き干し梅等のヒット商品を展開してきました。自社ブランド商品のみならず、小売先プライベー
トブランド・食品メーカーOEM商品を幅広く展開しています。
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認証年度：令和２(2020)年度
なみさと

食料品

株式会社波里
〒327-0046

お問い合わせ先

栃木県佐野市村上町903

TEL:0283-23-7331

https://www.namisato.co.jp/

Email:otoiawase@namisato.co.jp

FAX:0283-23-5401

JR富田駅から徒歩26分、佐野藤岡ICから9.4km、佐野田沼
ICから9.1km

ここがセールスポイント 種実微粉砕加工に自信あり！
1947年創業、“自然の息吹を大切に”をモットーとし、和菓子の原材料である「上新粉」・「もち粉」・「ごま」・「きな粉」な
どを製造しています。2005年『種実微粉砕ペースト及びその製造方法』に於いて特許取得。
会社概要
代表者名 藤波 孝幸
資本金

4,840万円

年商

35億円

わが社の《ミクロペースト（胡麻・きな粉等）》にはこんな特徴があります！
なめらかな胡麻ペーストである「ミクロペースト」を発売。胡麻を
100%使用し、ざらつきのない練り胡麻です。特許取得済（特許第
3699439号）

従業員数 110名
設立

昭和48年12月

FSSC22000（本社工場）、有
取得規格 機JAS（秋田工場除く）

主な拠点・主要取引先
本社工場（佐野市）、足利工場（足利市）、秋田
工場（秋田県湯沢市）、東京営業所（東京都千
代田区）、大阪営業所（大阪府大阪市）
取引先：山崎製パン(株)、(株)萬藤、三菱食品
(株)

事業内容
食品製造業

社長からのメッセージ
消費者の皆さまの安心・安全を希求する声の増大や健康志向、環境に優し
いものづくり等課題は多いですが、これらに真摯に向き合いながら「自然の
ままに美味しく、且つ安全に」お客様に製品を提供するため2019年7月に佐
野市の本社工場におきましてFSSC22000の認証を取得致しました。 私たち
は日本の食文化を大切に受け継ぎ、“「種」を想い、「人」を想い、「幸せ」を思
代表取締役社長 う。”の新スローガンの下、自然の息吹と、人のつながりを大切にしながら歩
藤波 孝幸
み続けて参ります。

（顔写真）

その他にもこんなものを造っています！ 国産米使用の米粉製品も多数製造しています！
当社では国産米を使用した『お米の粉』シリーズを取り揃えています。米粉はグルテンを含まない為、小麦アレルギー
がある方でもお召し上がり頂けます。料理から製菓、製パンまで幅広くお使い頂けます。『お料理自慢の薄力粉450g』
については、日本経済新聞社による全国のスーパー、コンビニエンスストアなどから収集した販売実績データ（日経
POS情報）を使い2019年各商品カテゴリーで売上高が1位だった商品として『日経POSセレクション 売上No.1』（上新
粉・米粉カテゴリー）に認定されました。その他パンケーキ用のミックス粉、パン作り用のミックス粉などもあります。地
域の水田の有効活用をして農業を活性化し、日本の食糧自給率向上のためにも国産米の消費を推進して参ります。

お料理自慢の
薄力粉450g
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認証年度：令和２(2020)年度
にっとうさんぎょう

食料品

日東産業株式会社
〒326-0003

お問い合わせ先

栃木県足利市名草下町1-2-1

TEL:0284-41-3348

http://nitto-chidori.co.jp

Email:info@nitto-chidori.co.jp

FAX:0284-41-8175

足利ＩＣより車で約5分

ここがセールスポイント 200ｋｇからの小ロット製造対応
当社はソース等の液体調味料の製造開発のノウハウを生かし、お客様のニーズにお応え致します。
会社概要
代表者名 北隅 隆幸
資本金

1,000万円

年商

4億円

従業員数 23人(パートを含む)
設立

わが社の《オリジナルのたれ・つゆ・ソース・ドレッシング製造技術》にはこんな特徴が
あります！

（製品等写真）

年間約200種類のたれ・つゆ・ソースを製造しているため、各種
製品の製造経験やレシピの蓄積があり、ユーザー様の様々な要
望に対応できます。また、JAふらの産玉ねぎを使用したソース・
ドレッシングは玉ねぎ特有の旨味があり、好評を得ています。

昭和21年

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：足利市
主要取引先：国分株式会社、株式
会社日本アクセス、ＪＡふらの

家庭用製品の一部

（顔写真）

社長からのメッセージ
当社は、創業70年を超え伝統の味を守りつつ、時代のニーズに対応
すべく製品作りをしています。おいしさと共に安全･安心をお届けし、
信頼される企業をめざします。

事業内容
ソース、たれ、ドレッシング等の開
発・製造・販売

その他にもこんなものを造っています！ 10ｇ～1斗缶まで様々な容器・包装の商品を製造しています。

家庭用から業務用まで幅広い商品を取り揃えています。
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認証年度：令和２(2020)年度
はやかわ しょくひん

食料品

早川食品株式会社
〒327-0031

お問い合わせ先

栃木県佐野市田島町168-1

TEL:0283-22-0905

https://www.mituha.jp

Email:mituha@mituha.jp

FAX:0283-22-6680

東武佐野線田島駅から徒歩5分、佐野藤岡ＩＣから6ｋｍ

ここがセールスポイント 生の原材料からおいしいソース作ります
生の野菜や果実から加工。昔ながらのおいしいソースを造っています。
会社概要

わが社の《ミツハフルーツソース栃木三鷹》にはこんな特徴があります！

代表者名 早川 隆
資本金

1,000万

年商

8,000万

佐野名物いもフライのソースとして人気のフルーツソースを改
良。大田原産の優れた品種である栃木三鷹とうがらしを原材料
に使用。甘さの中に「ピリッ」とした後味の残るソースに仕上げま
した。

従業員数 7人
設立

昭和37年10月

取得規格

主な拠点・主要取引先

ミツハフルーツソース栃木三鷹

拠点：本社（佐野市）
取引先：株式会社ヤオハン、株式会
社八百半フードセンター

社長からのメッセージ
地産地消を推進し、おいしいソースを製造していきます。

事業内容
ソース製造業

代表取締役
早川 隆

その他にもこんなものを造っています！ 栃木三鷹ラー油
大田原産の栃木三鷹とうがらしを香味油でじっくりと煮出した香り豊かな本
格ラー油です。
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認証年度：令和２(2020)年度
ひ

食料品

もとこくふん

日の本穀粉株式会社
〒323-0028

お問い合わせ先

栃木県小山市若木町3-2-15

TEL：0285-22-1157

https://www.hi-kokufun.com/

Email：info@hi-kokufun.com

FAX：0285-24-0669

JR小山駅から徒歩20分

ここがセールスポイント 米の加工ならお任せください！！
130余年にわたり米粉の製造と販売を続けてきた製造技術とノウハウで、高品質で安定した製品とサービスをご提供
いたします。
会社概要
代表者名 黒田 寛
資本金

7,260万円

年商

35億円

わが社の《栃木県のお米でつくったカレールゥ》にはこんな特徴があります！
原料に栃木県産米を使用し、当社独自の特殊製法により製粉し
た粘度の高いコメ粉を配合することで、上品なトロ味のある美味
しいカレールゥをつくることができます。

従業員数 97名（パート含む）
設立

明治20年

取得規格 FSSC22000、とちぎハサップ

主な拠点・主要取引先

栃木県のお米でつくったカレールゥ

本社栃木工場（小山市）
小山物流センター（下野市）
本社営業部（埼玉県さいたま市）
大阪営業部（大阪府吹田市）

社長からのメッセージ
当社では安全安心な製品を高いレベルで提供し続けるため、FSSC認証を取得いたし
ました。
高度な製造技術と厳格な品質管理による安定した製品と、発想豊かな技術スタッフに
よりお客様にご満足いただけるサービスを提供いたします。

事業内容
うるち粉、もち粉、寒梅粉、味甚粉、
ミックス粉、菓子種の製造・販売

その他にもこんなものを造っています！

れいあじょうしんこ

令愛上新粉

米の風味豊かで、程よいコシが特長の上新
粉（国産米100%）です。

SOIEシリーズ
栃木県産米を用いたパン・洋菓子等、新規用途向けコメ粉
SOIE LISSE（ソワ・リス）
SOIE DOUCE（ソワ・ドゥース）
SOIE FROU-FROU（ソワ・フルフル）
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認証年度：令和２(2020)年度
ほっけん

食料品

株式会社北研
〒321-0222

お問い合わせ先

栃木県下都賀郡壬生町駅東町7-3

TEL:0282-82-1100

https://www.hokken.co.jp/

Email:info@hokken.co.jp

FAX:0282-82-1119

東武鉄道 壬生駅から徒歩3分

ここがセールスポイント きのこ栽培のノウハウから生産物販売までフルサポートします！
当社は、きのこ種菌の開発・製造販売から菌床・生産用機器及び資材の販売、きのこ栽培ハウスの請負工事など、き
のこ栽培に関する総合メーカーです。
会社概要
代表者名 白田 卓一
資本金

5,000万円

年商

35億円

従業員数 114名（パート含む）
設立

1961年7月

取得規格

JGAP認証・ﾘｰﾌｧｰｽ国産安心きのこ認証

主な拠点・主要取引先

わが社の《シイタケ品種・栽培システム》にはこんな特徴があります！
栽培効率の高い空調専用のシイタケ品種「北研 901号」「北研 902号」
を当社独自の育種技術において開発し、当該品種に適応した短期集中
型の栽培技術を合わせて開発し、今までにない「高収量と高回転」ある
いは「高収量と高品質」のキノコ発生を可能にする栽培システムを提供
いたします。
また、栽培者の手間を分散してゆっくり・しっかり上質なキノコを収穫で
きる「上面栽培技術」とその技術に適応する品種「北研903号」「北研905
号」を開発し、小規模栽培でも安定した収益の上がる栽培システムも提
開発品種「北研 902号」 供しています。

拠点：本社（壬生町）、きのこ種菌工
場（壬生町）、馬頭工場（那珂川町）
取引先：JA全農など

社長からのメッセージ

事業内容
きのこ種菌の製造・販売等

代表取締役社長
白田 卓一

当社は常に栽培者と共に歩み、社是「栽培者が有るから会社が在る」を軸とした経
営を永続的に継承してまいります。これからの日本は国際的で多様な時代を迎える
ため、今まで以上に時代の変化を鋭敏にとらえ視野を広げて新たなビジネスチャン
スを掴み取ることが必要となります。「常に考え先を創る」このことが社是の真理とも
言えます。これからも栽培者の皆様と一緒に将来に向けて強固な関係を維持するた
めに、今ある技術に磨きをかけて、お客さまから信頼され必要とされる会社を目指し
てさまざまな改革に取り組んでまいります。

その他にもこんなものを造っています！ シイタケ加工食品の製造・販売もしています。
当社では「サンマッシュ」のブランドで生シイタケの生産出荷も行っており、シイタケを多くの方に
お召し上がりいただくため、各種加工品の製造販売も行っております。
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認証年度：令和２(2020)年度
まるひこせいか

食料品

丸彦製菓株式会社
〒321-2405

お問い合わせ先

栃木県日光市芹沼1989-1

TEL:0288-31-1600

http://www.maruhikoseika.co.jp

Email：info@okaki.ne.jp

FAX:0288-31-1611

東武鬼怒川線大桑駅徒歩20分 日光宇都宮道路今市ICより車で10分

ここがセールスポイント こだわりの商品づくりで、おいしい商品をお届けします。
「匠の心」を企業ブランドとし、100％国内産米、地下70mから汲み上げた日光のおいしい清水を使用した米菓を作り、
自社で独自なタレを仕込むなど、付加価値の高い商品づくりを心掛けています。
会社概要
代表者名 山田 邦彦
資本金

3,900万円

年商

44億8100万円

「杵搗き機」による生地作りでコシのある食感を追求。
美味しさを左右する生地作りは、一般的に「練り機」で行うが、
「自動杵搗き機」を導入し、コシのある食感、高品質な米菓にこだ
わった製品づくりを実践しています。
様々な数値に基づいた工程管理を行い、7日間かけ巧みの技の
こだわり米菓が出来上がります。

従業員数 345名
設立

昭和2年5月

取得規格 FSSC22000認証取得

主な拠点・主要取引先
本社工場：栃木県日光市
取扱先：大手スーパーマーケット、ド
ラッグストア、コンビニエンスストア
等

事業内容
米菓（おせんべい・おかき）の製造・
販売

自動杵搗き機

社長からのメッセージ
弊社は「安全・安心」の商品をお客様にお届けするため、
「FSSC22000」・「ISO22000」の認証を取得し、品質とその管理体制を
強化しています。工場はロボットによる省力化を図る一方、あえて手
間隙を掛け手作り感を大切にした商品も多数生産しています。燃料
代表取締役社長 には天然ガス(LNG)を使用し、ＣO2を削減、太陽光発電を稼動させる
など、環境対策を積極的におこなっています。
山田 邦彦

その他にもこんなものを造っています！ 工場直営店「名水の郷 日光おかき工房を併設」
自然遺産日光の表玄関に位置する工場には直営店「名水の郷 日光おかき工房」を併設し、地域密着は勿論のこと、
多くのお客様にお越しいただくために休憩コーナーを設け、ソフトドリンク無料(飲み放題)、店舗に陳列された商品の殆
どを「試食」出来るようにしています。敷地内は来店頂いたお客様にゆったりとくつろいで頂けるよう、多くの木々を積極
的に配しています。
年間の来店客数は50万人を超え、旅行新聞社「プロが選ぶ観光・食事・土産物施設100選」にも選出さています。
また、姉妹店「鬼怒川お菓子の城」では原材料にこだわり、一品ごとに心を込めた作りたての和洋菓子を提供していま
す。
日光・鬼怒川観光で米菓と和洋菓子のシナジー効果による販売を積極的に進めています。

木々に囲まれた本社工場

名水の郷 日光おかき工房
店内の様子
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こだわりのおかき

姉妹店「鬼怒川お菓子の城」

認証年度：令和２(2020)年度
よしおかしょくひん こうぎょう

食料品

吉岡食品工業株式会社
〒324-0051

お問い合わせ先

栃木県大田原市山の手2-16-10

TEL:0287-23-5555

http://y-food.jp

Email:info@y-food.jp

FAX:0287-23-5557

JR那須塩原駅から車で15分、西那須野塩原ICから12km

ここがセールスポイント 乾燥から生・塩漬・酢漬まで唐辛子の加工に自信あり！
弊社は、唐辛子の生産量日本一の大田原市で、2023年に創業100周年を迎える会社です。近年は地元大田原市と
タッグを組んで、国産唐辛子普及に注力し、原料である唐辛子の生産（農家さん）から加工、販売までを一括して管理
しております。
会社概要
わが社の《唐辛子の辛味調整加工法・唐辛子粉》にはこんな特徴があります！

代表者名 吉岡 博美
資本金

2,000万円

年商

6億円

当社が開発した「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」は、農作物である唐辛子の年度毎、産地
毎の耕作条件（気候・土壌・肥料）に影響される同一品種内での
辛味のブレを均一化することが可能であり、従来の方法に比べ、
設計した辛味に調整することが可能です。

従業員数 約40名（パート含む）
設立

1950年

取得規格 無し

主な拠点・主要取引先

弊社取扱製品

拠点：本社・工場（大田原市）、
東京営業所（東京都台東区）
取引先：東海澱粉㈱
テーオー食品㈱
ユウキ食品㈱

社長からのメッセージ
唐辛子より辛いスパイスは世界に存在しませんが、唐辛子は辛いだ
けではありません。甘味や旨味や酸味などが複雑に含まれていて、
さらには品種ごとに異なる香りが漂います。そのような唐辛子の新し
い魅力を皆様にも知って頂けたら嬉しい限りです。

事業内容
唐辛子の加工・製造

代表取締役社長
吉岡 博美

その他にもこんなものを造っています！ 葉唐辛子佃煮・一味唐辛子・七味唐辛子など
当社では、国産唐辛子だけでなく、世界中の唐辛子を取り扱っております。唐辛子は形・色・香り・辛味など多種多様で
す。
唐辛子のことについてのご用命は、是非とも当社におまかせください。
唐辛子専門会社として、お客様のご相談に対応致します。
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認証年度：令和２(2020)年度
こばやししゅぞう

飲料・たばこ・飼料
（社屋や工場の写真）

小林酒造株式会社

〒323-0061

お問い合わせ先

栃木県小山市卒島743-1

TEL 0285-37-0005

ホームページ ： 無し

Email : houou-biden@tvoyama.ne.jp

FAX 0285-37-0807

JR小山駅、JR栃木駅から車で20分、東武宇都宮線の野州大塚駅から車で5分、都賀ICから5km

ここがセールスポイント

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

国内トップのブランド力を有する吟醸蔵。吟醸酒のみならず吟醸酒をベースにしたリキュールやスピリッツも製造しています。ユネスコ無
形文化遺産に認定された”日本食”は急速に世界に広がっており、日本食と共に日本酒も大きな役割を担っています。日本文化を世界
へ！を合言葉にお米造りから吟醸酒の醸造、それぞれに携わる技術者を育成することも当社の仕事です。

会社概要
代表者名 小林甚一郎
資本金

1,000万円

年商

10億円

わが社の《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》にはこんな特徴があります！
国酒である日本酒、その最高峰である吟醸酒に特化した品質及
び地位の向上と吟醸酒をベースとした独自の和製本格リキュー
ルの魅力を海外へ向け発信しています。

従業員数 36名（パートを含む）
設立

明治5年

取得規格 特に無し

主な拠点・主要取引先

「鳳凰美田」純米吟醸酒

拠点：
本社（小山市）
第二工場（栃木市惣社町）
主要取引先：
株式会社いまでや、株式会社はせ
がわ、有限会社増田屋、日本航空
株式会社

事業内容
酒類製造業

代表取締役
小林甚一郎

社長からのメッセージ
高品質の吟醸酒の製造には長年蓄積され卓越したバイオを含む
醸造技術、更には杜氏から受け継がれる目視化されていない暗
黙知の次世代への継承する骨太の組織造り人造りを大切にして
います。日本酒を醸造し世界へ伝えると言うことは、日本食を中
心とした日本文化を世界へ広めると共に原料米である農業生産
の発展にも寄与できる日本を支える大きな仕事として考えていま
す。

その他にもこんなものを造っています！ 日本酒は無二の価値として地域を発信することです

益子町と連携し益子町にある無農薬有機
栽培農家の第一人者 藤田芳（ふじたかん
ばし）氏の酒米を使用した純米大吟醸酒 日光市と連携し1200年の歴史を誇る世界遺産「日光」の水源で栽
「 鳳凰美田 芳 Premium 」
培した栃木県オリジナル酒米「夢ささら」とその水源を仕込水とし
使用し古来よりの生酛仕込みで醸した純米大吟醸酒
純米大吟醸酒 「 鳳凰美田 水分神MIKUMARI（ミクマリ） 」
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認証年度：令和２(2020)年度
すぎたしゅぞう

飲料・たばこ・飼料

杉田酒造株式会社

〒323-0056

お問い合わせ先

栃木県小山市大字上泉237番地

TEL:0285-38-0005

http://www.sugitasyuzou.co.jp

Email:

FAX:0285-38-2821

JR小山駅より車で20分。佐野藤岡ICより車で20分。

ここがセールスポイント
弊社は1873年創業。酒造りは「手間を惜しまず」を理念としております。搾りは全量佐瀬式槽。造りは南部杜氏。仕込み水は日光
山系伏流水。伝統ある生酛造りから近年開発された酵母（アデニン色素）によるピンク色の日本酒の醸造等行っております。

会社概要
代表者名 杉田 一典
資本金

わが社の《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》にはこんな特徴
があります！

2,000万円

年商
従業員数 8名（パート含む）
設立

（製品等写真）

明治6年4月

取得規格

弊社では江戸時代に確立された「生酛造り」を年年増やしており
ます。醸造においては仕込み水の加工、培養乳酸菌の使用及び
酵素剤の使用は一切行なっておりません。添加は醸造協会酵母
もしくは栃木県産酵母のみです。また原料米は酒造好適米の山
田錦をはじめ、地元産の強力米（契約栽培）やコシヒカリ（有機栽
培）を使用しております。

主な拠点・主要取引先
日本酒類販売株式会社。井上株式
会社。

事業内容

社長からのメッセージ
弊社は、5年間設備投資を行い最新の機械を導入いたしました。具体的には製麹室、
放冷機、酒母室、甑、冷却タンクに大型冷蔵庫。酒質を良好に保つ為。また長期熟成
酒管理する等、品質向上に努めてまいりました。特定名称酒に特化した日本酒造りに
取り組んでおります。

清酒製造

その他にもこんなものを造っています！
弊社では伝統的な日本酒醸造の他にアデニン色素を含む酵母で醸造した「桃色にごり酒」をはじめ低アルコール生原
酒（13度から14度）などアルコール離れが散見れる若者層をターゲットとした日本酒から、真逆の日本酒度数が+10以
上の辛口の酒やアルコール度数20度の純米酒原酒とう左党向けの日本酒醸造も行っております。そのほかにリ
キュール製造や消毒用アルコール（限定免許）製造もおこなっております。
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認証年度：令和２(2020)年度
飲料 たばこ 飼料

だいいちしゅぞう

開 華 第一酒造株式会社

〒327-0031

お問い合わせ先

栃木県佐野市田島町４８８

TEL: 0283-22-0001

http//www.sakekaika.co.jp

Email: info@sakekaika.co.jp

FAX: 0283-24-6168

東武佐野線田島駅から徒歩１３分、佐野藤岡ＩＣから約７ｋｍ

世界に誇れる日本の食文化に合う、高級日本酒＜特定名称酒＞の醸造（製

ここがセールスポイント 造）に品質第一で取り組んでいます！

当社は、延宝元年（１６７３）の創業（県内最古）以来、お客様に喜んでいただける美味しい清酒造りを家訓として、蔵人
が自家水田で栽培した米を主体に、品質第一で米、水、手造りにこだわった小仕込みの酒造りを続けております。
会社概要
代表者名 島田 嘉紀
資本金

１，０００万円

年商

２億円

わが社の《「特定名称酒」造り》には、こんな特徴があります！
法的な「特定名称酒」の原料・製法等の基準を更に厳しくした
自社基準を設け、出荷する全商品に適用しております。また、特
定名称酒の一種の吟醸酒、大吟醸酒につきましては、法律上の
品質表示基準より更に厳しいものを設定し、「とちぎマイスター・
酒造」に認定された下野杜氏の二ノ宮俊一を始め下野杜氏約２
０数名のうち３名が弊社に在籍して、質の高い日本酒の製造に
取り組んでおります。

従業員数 １４名
設立

昭和１７年２月

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社・醸造場 佐野市
主要取引先・酒問屋、酒販店、他

事業内容
"開華"ブランド等の高級日本酒（特
定名称酒）の製造販売

開華

社長からのメッセージ
「地元で愛されるからこそ地酒」との想いから、全生産量の約８割を
栃木県内に出荷する、地元密着型の酒蔵です。県内の愛飲家の
方々に全ての開華銘柄を美味しく楽しんで頂くため、平成１０年より
全商品を「特定名称酒（特別純米酒、本醸造等）」に変更しました。ま
代表取締役社長 た、市場の動向や消費者ニーズ等を的確に把握する為に、大手コン
サルタント会社から講師を招き社員教育にも力を注いでおります。
島田 嘉紀

遠心分離酒、スパークリング日本酒・KAIKA AWA SAKEも

その他にもこんなものを造っています！ 造っています！
最新の醸造設備も積極的に取り入れ、全国で１４社の
み使用する「遠心分離機」をいち早く導入、華やかな香り
立ちと滑らかな酒質際立つ「遠心分離酒」は、弊社の人
気商品になっております。
最近では、シャンパーニュ・ワインと同じ製法である瓶
内二次発酵によるスパークリング日本酒「KAIKA AWA
SAKE」の商品化にも成功。２０１９年１１月に名古屋で開
催された、Ｇ２０愛知・名古屋外務大臣会合の夕食会で
は、乾杯酒に使われました。
また、海外にも積極的に販路を求めて現在、アメリカを
中心に、カナダ、フランス、香港、台湾、シンガポール等
に輸出また展示会にも積極的に参加し、海外のお客様
にも大変ご高評をいただいております。
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認証年度：令和２(2020)年度
さんぎょう

飲料・たばこ・飼料

やまこ産業株式会社

〒329-4312

お問い合わせ先

栃木県栃木市岩舟町下岡４７８番地

TEL: 0282-55-1311

http://yamaco.biz

Email: hsogura@yamaco.co.jp

FAX: 0282-54-1212

佐野ＳＡより３ｋｍ、佐野ＩＣより８ｋｍ

食品副産物の飼料化

副産物を原料に搾油（飼料）、再生油脂に８０年の実績！

食品副産物（ポテチップス、スナック、米菓等のロス品）からエキスペラー搾油装置で油脂を分離、固形分を豚鶏用飼
料に再生処理。絞った油かす等を原料に有機質肥料を製造。乾式造粒装置で「バイオマス燃料ペレット」を開発。
会社概要
代表者名 小倉 美惠子
資本金

３，８００万円

年商

１億７千万円

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
木質バイオマスを活用した高効率の熱電併給コージェネレーション発電
施設が増加。ＣＯ2削減のため、石炭火力発電所から再生可能電源へ
の移行。地域分散型の電気、蒸気、冷暖房のエネルギーセンターの設
置が進展。食品副産物等のバイオマス燃料を「直接燃焼方式」（蒸気
タービン）から「熱分解ガス化方式」（ガスタービン）など熱エネルギー変
換効率の高い発電システムに進化。「乾式造粒」による「燃料ペレット」
製造は、乾燥・粉砕・混合・造粒などの複合処理技術。ペレット肥料製
造ノウハウが活かされる分野です。

従業員数 １２ 人
設立

昭和43年10月19日

取得規格

主な拠点・主要取引先

（株）ダルトン造粒機

本社工場：栃木市岩舟町 倉庫：佐
野市 取引先：カルビー（株）、（株）
湖池屋、日清食品（株）、ハウス食
品（株）、ヤマザキビスケット（株）等

社長からのメッセージ

事業内容
動植物油脂、飼料（豚鶏）、肥料製
造

代表取締役
小倉 美惠子

弊社が８０有余年の搾油事業とリサイクルを続けてこられたのは、原料仕入
先の食品企業と油脂、飼料、肥料製品のユーザー様との信頼関係の賜物で
す。「リサイクルで、人と自然を元気にします！」がモットーです。「有機リサイ
クル事業」は地域での理解と協力が不可欠の事業です。廃水処理、通過車
輛の安全確保などの配慮を継続して、地域に必要とさせる企業を目指しま
す。コロナ禍をアイデアと工夫で乗り越えて行きましょう。

その他にもこんなものを造っています！

「花や野菜を元気に！」とちの環エコ製品
土壌改良材「リヴァイブ大地」

自由に記載いただけます。
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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

１３

家具・装備品

１５

印刷・同関連業

認証年度：令和２(2020)年度
あかさか

繊維工業

株式会社赤坂アートプラン
〒326-0843

お問い合わせ先

住所栃木県足利市五十部町995

TEL:0284-64-8896

FAX:0284-64-8897

Email:akasaka-art@bz01.plala.or.jp
山前駅、足利駅、足利市駅

ここがセールスポイント 各種特殊プリント及び染色
当社は平成18年の設立以来、繊維製品のプリント加工を行っており、他がまねのできない特殊プリントに取り組んできました。最
近ではプリントだけでなく草木染を用いた生地染にも取り組んでいます。天然の草木の持つ効能を一人でも多くの人に体感して
いただければと思っております。

会社概要
代表者名 赤坂 直人
資本金

300万円

年商

2000万円

わが社の《草木染の高堅牢度技術》にはこんな特徴があります！
多種多様な草木染を用いて、草木染それぞれがもつ効能を組み
合わせて繊維製品を染色加工する。
左
の製品は茜染の生地で作成したエプロンです。柄は抜染加工を
しております。
茜
染の生地を抜染加工という技法で抜いた商品で珍しい商品で
す。

従業員数 3名
設立

平成18年3月

取得規格

主な拠点・主要取引先

草木染の高堅牢度技術

各スポーツメーカー及びアパレル
メーカー、介護製品メーカー。また、
縫製工場

事業内容
当社はスポーツ製品及び介護商品、自動車の内装材
のプリント等を主に行っている会社です。特殊生地で
プリント等の難しい生地などのプリントも行っておりま
す。また、天然材料を草木で染めるなどの加工も行っ
ております。

代表取締役
赤坂 直人

社長からのメッセージ
当社は品質第一主義の物作りを行っております。また、最近多い多
機能な生地等のプリントも行っております。
新しい物や難しい物も積極的に取り組んでいく姿勢で仕事を行って
おります。
今後も今まで培った経験と技術を生かし前向きに取り組んでいきた
いと思います。

その他にもこんなものを造っています！
当社では特殊プリントで多機能なプリントを行うだけでなく、草木染を用いた商品作りも行っております。
一人でも多くの人に喜んでいただける商品を作るよう日々努力しております。
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認証年度：令和２(2020)年度
あさひ せんしょく

繊維工業

朝日染色株式会社
〒326-0842

お問い合わせ先

栃木県足利市今福町４２５

TEL: 0284-21-2123

http://www.asahisenshoku.co.jp/

Email:stamperia@asahisenshoku.co.jp

FAX: 0284-21-2126

東武足利市駅から徒歩35分、足利ICから16km

ここがセールスポイント 創業103年の手捺染プリント生産事業
当社では、ブランド別にそのテイストやテーマに合わせてオリジナルプリント提案をし、プリント生地を生産提供している「企画提案
型ｺﾝﾊﾞｰﾃｨﾝｸﾞ事業」と、創業来の日本とイタリアの両伝統を融合させ、人の手・色・環境に拘った独自の技術で行うハンドプリント
の「プリント生産事業」をあわせ持つ企業です。

会社概要
代表者名 田邉 恵造
資本金

4,300万円

年商

3億3千万円

わが社の《超多色捺染技術》にはこんな特徴があります！

従業員数 17名
設立

1948年

取得規格

主な拠点・主要取引先

手捺染風景

拠点 ：本社（栃木県足利市）、企画
営業ｼｮｰﾙｰﾑ（東京都恵比寿）
取引先：三共生興ﾌｧｯｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱
様、㈱ﾄｩﾓﾛｰﾗﾝﾄﾞ様、㈱TSI様 等

事業内容
プリント服地の企画製造卸し

取締役社長
田邊 雅敏

服地やストール等のハンドプリント加工を行っています。あらゆる繊維
素材（綿・絹・ウール・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ等）に対しての捺染技術を継承進化さ
せ、アパレルブランド向け（平均色数：5色程度）のプリントから、ハイエ
ンドクラスのファッションブランド向けに超多色品（平均色数20色以上）
のプリントまで行っています。手捺染によりｲﾝｸｼﾞｪｯﾄや量産型の機械プ
リントでは表現できない「色の力・コク・深み・繊細さ」を表現。加えて、豊
富な色を駆使し、重ね合わせることによる「重色の味」を守り続けていま
す。「世界一美しいプリント」と呼ばれるパリのクチュールブランド「レオ
ナール」が認める、超多色捺染技術です。

社長からのメッセージ
コロナ感染症の影響を受け、営業面では非対面型ビジネスの構築に
向けホームページのリニューアルと個人消費者向けにオンラインスト
アを増設、また生産面ではハンドプリントのみならずデジタルプリント
の構築を計画中。希少なアナログ生産とマインドを継承しつつ、デジ
タル化を図り、更なる効率化とコストダウンを達成して行きます。

その他にもこんなものを造っています！ マスクプロジェクトを皮切りにBtoC事業を開始しました。
マスクもファッションの一部となるように、10万柄超のデザインの中からオリジナル企
画のプリントマスクを製造・販売しています。イニシャルなどのﾗｲﾝｽﾄｰﾝ加工なども
可能。 レオタード用に開発した素材を採用し、吸水速乾性があり毎日洗え、伸縮性
に優れ顔にフィットし耳が痛くなりません。春夏用には付けた時に冷たく感じる『涼感
加工』、秋冬用には医療業界でも使用されている、グレープフルーツ種子から抽出し
た肌に優しい安心な抗菌材を使用し『抗菌加工』を施しました。そして“HIKARU
PROJECT”を立ち上げ、マスクの益金は全て「一般財団法人 日本女性財団」を通じ
て、医療施設や女性団体へ寄付を行っています。ファッション・機能性・社会貢献「三
「High paformance MASK」
方良し」のハイパフォーマンス・マスクです。
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認証年度：令和２(2020)年度
いわさきへんしょく

繊維工業

岩崎編織株式会社
〒326-0063

お問い合わせ先

栃木県足利市新山町２２６１

TEL: 0284-41-8178 FAX: 0284-41-6454

http://www.iwasakihensyoku.co.jp/

Email: info@iwasakihensyoku.co.jp

足利駅から2㎞ 足利ＩＣから３㎞

ここがセールスポイント のび～る素材！
ポリウレタン糸を編み込んだパワーネット生地・縫製のいらないヘム生地・フリーカット生地を生産しています
会社概要
代表者名 岩崎 三郎
資本金

１０００万円

年商

２億円

わが社の《裾部無縫製ガードル》にはこんな特徴があります！
縁部の縫製加工を不要にして最終製品の生産性を高め、細かな
形状の変更に迅速に対応できること、及び縁部の縫製を無くして
意匠や装着感を向上させることを目的として開発されたもので
す。

従業員数 １０名
設立

昭和３４年５月

取得規格 経編生地製造

主な拠点・主要取引先

裾部無縫製ガードル

拠点 足利市
取引先
富士紡ホールディングス(株)
㈱セイホウ
モリトジャパン㈱

社長からのメッセージ
当社では気候変動の激しい時代に寄り添い、吸水・速乾や接触冷
感、体を支えるコルセット用途など人にやさしい素材づくりを続けてい
ますが、現在、地球環境を真摯に考え、再生原料を使った製品開発
に力を入れています。

事業内容
経編生地製造

代表取締役
岩崎 三郎

その他にもこんなものを造っています！ 軽いレースから重量級のハイパワー生地まで
当社の生産する製品は繊細なレース生地からハイパワーの伸縮生地まで多種多様。
これまでの既成概念にとらわれず、使い捨てない素材として幅広い用途でお使いいただける様、新製品を開発して参
ります。
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認証年度：令和２(2020)年度
かないせんこう

繊維工業

金井染工株式会社
〒326-0842

お問い合わせ先

栃木県足利市今福町18

TEL:0284-21-8167

https;//www.kanaisenkou.com/

Email:kanaisenko@tmt.ne.jp

FAX:0284-21-3825

北関東自動車道 足利インターより８㎞
JR足利駅より３㎞、伊勢崎線足利駅より2.8㎞

ここがセールスポイント
当社は小回りの利く工場運営体制で、自社で一貫生産することにより、フットワークの良さを生かし高品質な技術力・
納期厳守が最大の特徴です。 天然繊維・合成繊維の染色・整理を得意としております。
会社概要
代表者名 金井孝史
資本金

2,000万円

年商

２億３千万円

わが社の《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》にはこ
んな特徴があります！

従業員数 25名
設立

昭和36年４月

取得規格

主な拠点・主要取引先

手術後用パジャマ

当社が特殊な技術や設備で加工しております、次亜塩素酸ナトリウム消毒で
も退色しない高堅牢度の建染染色は、染色が難しいと言われているスレン染
料を用いた染色で、スレン染色専用の染色機を導入して加工しております。
スレン染色は塩素消毒に対する堅牢度が必要とされる「介護用品・介護寝
具」や手術を受けた患者さんが手術後に着用するパジャマ等にも化学繊維で
は味わえない綿の風合いを生かした製品に、また、過酷な条件で着用されるス
ポーツ衣料に対しても、超耐光堅牢度・汗耐光堅牢度・選択堅牢度が優れて
おり最適な染色です。
もちろん、綿素材一般衣料に対しても堅牢な染色で色が褪せず、着れば着る
ほど愛着がわく製品になります。

主な拠点：足利市

社長からのメッセージ

事業内容

当社の工場の特徴は、コンパクトな小規模ながらお客様の要望に応えられ
る設備を備えており、工場長を中心に機動的な人員配置でお客様からの
様々な小ロット・短サイクルに対してもタイムリーな対応をしております。
これから更に変化していくであろう繊維業界の中、時代の流れに対応しな
がら素材の持っている特徴・風合いを十分に生かし、人の目と感性を喜ばせ
ていけるような染色加工に努めてまいります。
当社はお客様の要望に対し「打てば響く工場」です。

綿・化学繊維の染色整理・起毛・特
殊加工

代表取締役
金井 孝史

その他にもこんなものを造っています！

一昨年、世界初！
デュアルモード「V型センサー」により、様々な布
種に対応できる布目検知器を新たに設備しまし
た。

高圧染色やスレン染色にも対応した 製品染
めワッシャーも新たに設備しました。
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認証年度：令和２(2020)年度
こいけけいへんせんこうじょ

繊維工業

有限会社小池経編染工所
〒326-0817

お問い合わせ先

栃木県足利市西宮町2833

TEL:0284-21-7341

https://www.thekoike.com

Email:koikezome@ceres.ocn.ne.jp

FAX:0284-21-7342

JR足利駅から徒歩で15分。
東武足利市駅から徒歩15分。北関東自動車足利インターより10分。

ここがセールスポイント ECOからSDGｓへ
創業1907年の染色業者が1985年に全自動染色機を導入後、水資源の削減に目覚めECOに目覚めた。染色業はエネ
ルギーを消費する。エネルギ消費を抑えて持続可能な社会を形成するために、肌に一番近い所で機能を発揮する商
品を開発する。
会社概要
わが社の《アトピー患者向け子供パジャマ》にはこんな特徴があります！

代表者名 小池 隆
資本金

新開発生地は表が綿、裏が竹繊維になるように設計しました。
竹は熱伝導率が良いので冬は暖かで夏は涼しい素材となりま
す。バンブーレ―ヨンのしなやかさを肌が喜びます。縫い目は全
て表側になるようにして肌側には縫い目が現れません。縫い糸
も綿糸を採用。ウエストのゴムも植物由来のゴムを使用して、ラ
テックスアレルギーの心配も除去しました。育ち盛りの御子様の
睡眠環境を整えます。

600万円

年商
従業員数 3名
設立

1961年10月3日

取得規格

主な拠点・主要取引先

アトピー患者向け子供パジャマ

栃木県

事業内容
繊維工業・ヘルスケア事業

代表取締役
小池 隆

社長からのメッセージ
「首枕」を作ったことが最終商品をもつきっかけになりました。製造業
から販売業に変身する予定でしたがとても難しいことです。
今度の生地開発も、実際に商品にしたほうが説明しやすいと、Wバン
ブーマスク、白Tシャツ、子どもパジャマとして提案を始めました。各
社それぞれから楽しい提案が舞い込みます。

その他にもこんなものを造っています！ 座の健康生活を提案。「背骨をデザインします」
最初の商品が「首枕」で、頸部の事を考えました。＂キレイなS字で寝ていますか？”と問いかけました。次に「座・布
団」で尾てい骨を考えました。枕と座布団をどのように関連付けるかと考えた時に「背骨」に気づきました。背骨の最初
と最後なのです。一本につながっています。頭を支える背骨のバランスが崩れると筋肉のバランスが壊れて痛みと
なって現れます。痛みのない健康生活を送るために背骨のバランスを整えましょう。当社がお手伝いします。
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認証年度：令和２(2020)年度

繊維工業

サンポープラス株式会社
〒326-0013

お問い合わせ先

栃木県足利市川崎町１７３０－２

TEL:0284-91-1588

http//sanpowplus.com

Email:sanpowplus@dream.jp

FAX:0284-22-3067

東武足利市駅より車で１２分

ここがセールスポイント

一般的な繊維業界とは一線を画し産業用資材の製造、およびそれを使用した製品づくりをしている。 熱
中症対策商品や緑化を推進する土木資材等の製造を柱に様々な人と自然に優しい製品づくりをしてい
る。

一般的な繊維業界とは一線を画し産業用資材の製造、およびそれを使用した製品づくりをしている。熱中症対策商品
や緑化を推進する土木資材等の製造を柱に様々な人と自然に優しい製品づくりをしている。
会社概要
代表者名 三木 要
資本金

200万円

年商

１億５千万円

わが社の《そ～かいくんワイド》にはこんな特徴があります！
水分が蒸発する際に周囲の熱を奪っていく気化熱の作用を原理
とした熱中症対策商品。 紫外線カット、熱遮断、高吸水高吸湿
繊維、抗菌消臭、４層構造の従来品（そ～かいくん）の外側面を
独立させ紫外線カット面をよりワイドに、気化熱の作用をより効
率よくさた改良品。そ～かいくんワイド。

従業員数 ５名
設立

平成22年3月18日

取得規格

主な拠点・主要取引先

『そ～かいくんワイド』

拠点：川崎町本社工場
取引先：旭化成アドバンス㈱
日本ビソー㈱
高島㈱
㈱プロップ ㈱童夢

社長からのメッセージ
引き継いだ社の伝統、地域の産地としての特徴を活かしながら革新
的な企画力をプラスαし、人と自然に優しい製品づくりで社会に貢献
します。

事業内容
繊維製品の製造業

代表取締役
三木 要

その他にもこんなものを造っています！
河川の法面養生材の基布となる土木資材や防砂、防風ネット資材、布にコンクリートをj充填するタイプのアンカー製品
の素材など様々な産業用資材の製造を行っております。
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認証年度：令和２(2020)年度
だいさだ

繊維工業

株式会社大定
〒326-0141

お問い合わせ先

栃木県足利市小俣町859-1

TEL:0284-63-1405

https://daisada-lace.com

Email:daisada@sunfield.ne.jp

FAX:0284-62-6880

JR小俣駅から徒歩10分

ここがセールスポイント ファッション向けから産業資材向けまで幅広く対応しております。
当社は1969年の創業以来、トーションレースの企画から製造、そして在庫を抱えた販売まですべて自社で行っている
トーションレースメーカーです。
会社概要
代表者名 大川 達也
資本金

わが社の《レイヤーチューブ》にはこんな特徴があります！
当社が開発した「レイヤーチューブ」は筒状で多重構造になって
おり、無縫製でデザイン性、機能性共にこれまでにない製品に仕
上がっております。モノを包んで強度を持たせたりすることが可
能ですので、ファッションの他にも産業資材向けなど様々な用途
にご利用いただけます。

1,000万円

年商
従業員数 18名
設立

昭和46年11月

取得規格

主な拠点・主要取引先

レイヤーチューブ

拠点：栃木県足利市小俣町859-1

社長からのメッセージ
当社は「大定だからできる」新商品開発に日頃から取り組んでおり、
他社との差別化を図っております。最近では特に機能性に重点をお
いた新商品開発を行っております。

事業内容
トーションレース製造、及び販売

代表取締役
大川 達也

その他にもこんなものを造っています！ ミサンガを作成しております。
当社は主にレディースファッション向けのトーションレース製造を行っておりますが、最近では当社が得意とする多重構
造の編み立て技術を活用したオリジナルのミサンガも作成しております。各種イベント向けや、暗いところで光る蓄光
糸を入れたオリジナルミサンガの作成など様々な用途向けに小ロット、短納期で対応しております。
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認証年度：令和２(2020)年度
つるがいなっせんこうぎょう

繊維工業

鶴貝捺染工業有限会社
〒326-0842

お問い合わせ先

足利市今福町２１１

TEL:0284-21-2240

https://www.tsurugainassen.jp/

Email:nature2240@tmt.ne.jp

FAX:0284-21-7789

東武伊勢崎線足利市駅から徒歩３７分 北関東道足利ＩＣから１５分

ここがセールスポイント 洋装・和装・小物まで何でも捺染できます。
洋服の生地、和服時、雪洞などの小物類まで様々な用途の生地の捺染ができます。また柿渋染めは生地だけでなく、
バッグや帽子など製品にも染色できます。
会社概要
代表者名 代表取締役 鶴貝雅廣
資本金

従来の着物地で小幅織物（43cm）であった銘仙を洋装でも利用しやすいように広幅
（110cm）で製造できる技術を開発しました
小幅（３８ｃｍ）でしか製造されていなかった銘仙生地を染料、捺
染装置を開発して広幅（１１４ｃｍ）に捺染を実現しました。広幅で
捺染することにより、洋服として効率的に使用できるようになり、
和装でしか使用されなくなった銘仙の利用範囲を広げました。

５００万円

年商
従業員数 ４人
設立

昭和43年12月25日

取得規格

主な拠点・主要取引先

銘仙の作業風景

拠点：足利市 主要取引先：国内外
服地メーカー、服飾メーカー、和装
関連メーカー

事業内容
繊維製品の捺染加工

代表取締役
鶴貝 雅廣

社長からのメッセージ
「常に新商品を開発して市場に投入する」をモットーに技術開発を進
め、広幅銘仙のほか柿渋の染料化の研究を行い、柔らかい服地とし
て利用できるようにしました。また、和装関係では縫製も自社一貫生
産できる体制を整えお客様のニーズに素早く対応できるよう心掛け
ております。

その他にもこんなものを造っています！
祭袢纏や帯、雪洞などの和装関連を行っております。袢纏は捺染から縫製まで自社生産ができます。また、繊維技術
支援センターとの共同研究から通常顔料として使われる柿渋を染料化して柔らかく使用できるようにしました。柿渋に
は消臭効果があり（一財）カケンテストセンターに依頼し、靴下で試験したところアンモニアガス９９％以上、酢酸ガス９
６％以上、イソ吉草ガス（汗臭）９８％以上、ノネナールガス（加齢臭）９７％以上の消臭効果があるとの結果が出ていま
す。柿渋を染料としてインナーや靴下に使用した自社商品も製造しております。
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認証年度：令和２(2020)年度
はつやませんこう

繊維工業

有限会社初山染工
〒326-0826

お問い合わせ先

栃木県足利市借宿町３１９

0284-71-2239

https://www.hatsuyama.jp/

Email:

FAX:

東武伊勢崎線足利市駅徒歩10分

ここがセールスポイント
炭、草木、貝灰など自然素材を使った機能染色をしている
フランスデザイン学校とのコラボレーションで、弊社作成の布生地をフランスでデザインし商品化をしている
会社概要
代表者名 初山亮二

わが社の《天然素材を使った機能染色》にはこんな特徴があります！
化学薬品による機能染色は一薬品で一機能しかできない。この
問題を弊社は炭を使い一素材で多機能な機能染色を実現させ
た。しかし炭ではモノトーンの色しか再現できない。ほかに使える
素材はないかと試行錯誤した結果、漆喰に使う貝灰が炭と同じ
姓質であることがわかり、繊維に染色した結果、消臭、湿度調
整、静電気防止の機能があり、製品化をした。また貝灰は白色
で草木を使った色素も問題なく再現できる

資本金
年商
従業員数
設立
取得規格

主な拠点・主要取引先

天然素材を使った機能染色

社長からのメッセージ

事業内容
初山亮二

その他にもこんなものを造っています！

コラボレーションで製作したオリジナル作

炭染タオル
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認証年度：令和２(2020)年度

繊維工業

有限会社ワダノブテックス
〒326-0141

お問い合わせ先

栃木県足利市小俣町483-2

TEL: 0284-62-0342

http://wadanobutex.com/

Email: tortec@wadanobutex.com

FAX: 0284-62-0394

JR小俣駅から徒歩１０分

ここがセールスポイント ミシンで組み合せる 面白い生地
特殊な部品テープ生地（テキスタイル）をミシンで組み合せています。
会社概要
代表者名 和田 光永
資本金

３００万円

年商

４０００万円

わが社の《組み合わせトーションテキスタイルの用途開発技術》にはこんな特徴があり
ます！
組み合わせトーションテキスタイルの用途開発
「コンビネーション３０」として、いろいろな用途で使いやすいもの
を開発しています。 こんな生地づくりを知っていますか？

従業員数 ７名
設立

1967年1月

取得規格

主な拠点・主要取引先
本社 足利市
取引先 三陽商会

コンビネーション３０

社長からのメッセージ
自信と、喜びと、楽しさの、物づくり。 そして、人づくりと、幸せづくり。

イッセイミヤケ

事業内容
トーテック組み合わせテキスタイル
試作、製造

代表取締役
和田 光永

その他にもこんなものを造っています！

ヨーロッパ大手メゾンの、ファッションショーに使われています！

組み合わせテキスタイルとは、何でしょうか？
どこにもない生地（テキスタイル）、好きな大きさで出来上がってきます。
その面白い生地（テキスタイル）を利用して、おしゃれ感覚で扱ってみませんか？
シャツに、クッションに、足に、テーブルに、スカートに、バッグに、カーテンに、セーターに、ランプに、
花カゴに、マスクに、帽子に、花瓶に、ポケットチーフに、ドレスに、首飾りに、靴に、窓ガラスに、
などなど～ ～ 装飾として付けてみましょう。
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認証年度：令和２(2020)年度
やまこし もっこう ぼう

家具・装備品

山越木工房

〒321-2521

お問い合わせ先

栃木県日光市藤原1269

TEL:0288-77-1368

http://yamakoshimokkoubou.com/

Email: yamakoshimokkoubou@mountain.ocn.ne.jp

FAX:0288-77-0580

東武鬼怒川公園駅から徒歩10分

ここがセールスポイント 木材の曲げ加工なら弊社に！
弊社は木材を曲げる成形合板技術を主に、様々な分野に木材加工品を供給しています。
会社概要
代表者名 山越 正朗

わが社の《成形合板を使った音響製品》にはこんな特徴があります！
弊社の成形合板技術は家具や木工雑貨。建材等に幅広く採用
されていますが、音響製品（スピーカー）に取入れ 音響性・デザ
イン性を踏み込んでアピールできる製品に設計・デザインし製造
～仕上げ～チューニング（調整）をし販売をしています。

資本金
年商
従業員数 3名
設立

平成17年7月

取得規格

主な拠点・主要取引先

成形合板を使った音響製品

社長からのメッセージ
弊社は、成形合板技術で様々な分野（市場）へ応用し、これからも再
生可能な資源である「木材」を使って商品開発・技術開発をしていき
たいと思っています。
事業内容
木材加工業

山越 正朗

その他にもこんなものを造っています！ 木製車椅子 下駄（履物） その他家具部材
１ページに収まる範囲であれば写真、文章等を自由に記載いただけます。
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認証年度：令和２(2020)年度
きし いんさつ

印刷・同関連業

有限会社岸印刷

〒328-0014

お問い合わせ先

栃木市泉町13-24

TEL:0282-22-1552

http://www.kishi-print.co.jp

Email:info@kishi-print.co.jo

FAX:0282-25-0656

新栃木駅より徒歩５分 栃木ICより約５キロ

ここがセールスポイント 企画・デザイン・特殊カッティング
当社は、企画・デザイン‣印刷まで一貫体制。レーザー加工機によるパッケージづくりや、グッドデザインを受賞した文
具等、オリジナルな商品開発を得意としています。
会社概要
代表者名 岸 久裕
資本金

わが社の《特殊カッティング及びレーザー加工機による製造技術》にはこんな特徴があ
ります！
カッティング技術をいかして、ウレタンのような柔らかい素材から
堅い素材のアクリル等まで、素材の特徴を活かし、その素材を
際立だせる商品作りを行っています。
左の写真いちごパッケージは、ウレタンフォームをカットしてイチ
ゴを保持するパッケージになっています。

460万円

年商
従業員数 7名（パート含む）
設立

平成3年

取得規格

主な拠点・主要取引先

イチゴパッケージ

ホテル・結婚式場、いちご農園、陶
器店等

事業内容
企画・デザイン・印刷
パッケージ制作

代表取締役
岸 久裕

社長からのメッセージ
当社は、自社ブランドの確立を目指し、ものづくりに取組んでおり、品
質に自信を持っております。イチゴのパッケージでは、安心・安全を
テーマに、イチゴを傷つけずタテにして持ち運べることが出来るように
なりました。前回よりも、より良いものを常に提案していくことをモッ
トーにしています。

その他にもこんなものを造っています！
当社では、自社製品はもとより、各種受注生産も行っております。“Pack the Pack”
と題して、 緩衝材の機能性と美しいものを美しく魅せる美装箱のパッケージを提案
しております。また、当社で受注できるものとして、紙製品・印刷物加工、アクリル加工、
皮革加工、ペーパークラフト、３D立体カード等
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認証年度：令和２(2020)年度
こうなんいんさつ

印刷・同関連業
（社屋や工場の写真）

晃南印刷株式会社

〒322-0025

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市緑町3-8-33

TEL:0289-62-4141

https://www.ko-nan.co.jp

Email:abe@ko-nan.co.jp

最寄り駅やインターチェンジ等からの距離

JR鹿沼駅・東武新鹿沼駅より、約4㌔・車で10分

FAX:0289-62-2721

ここがセールスポイント 印刷を核とした、お客様の広告代理店を目指しています。
売れる広告・デザイン・印刷・Web・看板で、お客様の問題解決・商売繁盛のお役に立ちます。
会社概要
代表者名 阿部真一
資本金

6,800万円

年商

4億92百万円

わが社の《ケータイ「安否確認」＋「医療カルテ」 》にはこんな特徴があります！
多言語化ケータイ「安否確認」＋「医療カルテ」
震災時に安否確認。平常時は健康管理。緊急時には救急ツール！
ケータイ医療カルテの電子お薬手帳で重複投薬防止で医療費7,000億円削減。！！
現在インフラの携帯・スマホ・ICカードを活用して、自己の健康診断結果や医療情報を登
録することにより健康管理や電子お薬手帳、万が一の救急救命時に、消防・医療機関と
の情報共有がいち早くでき、迅速な対応・適切な治療に繋がるので安心・役立つシステ
ム。また連動して本人や家族の「安否確認」も可能です。これから増加する外国人労働
者にも救急救命時等を考えると多言語版が必要となってきます。

従業員数 40名
設立

1934年

取得規格

主な拠点・主要取引先

ケータイ「安否確認」＋「医療カルテ」

拠点：宇都宮市鶴田町
取引先：㈱TKC、㈱トヨタウッドユーホー
ム、㈱ナカニシ、㈱エフエム栃木、全労
災、栃木県、鹿沼市、鹿沼商工会議所、
西川㈱、㈱開成商事等

事業内容
広告、デザイン、印刷、Web、看板等

代表取締役
阿部真一

社長からのメッセージ
おかげ様で、創業86周年。 お客様が喜ぶことや問題点に耳を傾
け、“問題解決”をカタチに“商売繁盛”へ期待を超えていくことが我々
の使命です。 「迅速に、丁寧に、確実に」凡事徹底してやり続けま
す。 このコロナ禍の難関をお客様のパートナーとして、一緒に道を
コツコツと切り拓いて参ります。

その他にもこんなものを造っています！
売れるチラシ、パンフレット、リーフレット、ポスター、会社案内と連動して、ホームページやランディングページを企画提
案。売れる名刺・封筒・伝票等の事務用印刷物。会社イメージを統一したサイン・看板提案。販売促進イベント提案等、
お客様の宣伝部として広告をお任せ下さい。
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認証年度：令和２(2020)年度
まんぞう

印刷・同関連業

株式会社万蔵

〒326-0032

お問い合わせ先

栃木県足利市真砂町7-30

TEL:0284-41-3181

http://www.manzo.jp

Email:info@manzo.jp

FAX:0284-42-7222

足利ICより車で5分

ここがセールスポイント

紙以外すべての物に印刷します。小ロット～大量生産まで対応可
能。

多種類の技法に対応できる設備・技術を有しており紙以外すべての物に印刷が出来ます。
品質管理・設備保全体制も充実しており、多品種少量生産～大量生産まで対応可能です。
会社概要
代表者名 川本一希
資本金

2,000万円

年商

3億円

わが社の《小径軸物の転写印刷技術》にはこんな特徴があります！
栃木県フロンティア企業「小径軸物の転写印刷技術」
文房具店やコンビニなどでよく見かける筆記具に加飾をしていま
す。
ボールペンの芯のように非常に細いものからデザイン性に富ん
だテーパーのきつい形状の軸まで加飾加工する事が出来ます。
細いものだけではなく、平面・曲面・食品容器のように径の太い
ものまで加工可能です。

従業員数 64人
設立

1980年5月1日

取得規格 ISO9001：2015

主な拠点・主要取引先

加飾事例（一部）

拠点：本社所在地と同じ

社長からのメッセージ
令和への改元と同時に先代より引き継ぐこととなりました。
変化が早く激しく大変な時代になりましたが、今後もお客様に求めら
れ必要とされる会社であれるように変化への対応と挑戦を続けて参
ります。

主要取引先：株式会社千代田グラビヤ様、ぺ
んてるケミカル株式会社様 他 多数のお客様
とお取引をさせて頂いております。

事業内容
特殊印刷業
Webショップ「プリントバンク」

代表取締役
川本 一希

加飾でお困りの際は迷うことなく、是非万蔵にお声かけください。

その他にもこんなものを造っています！ 個人のお客様向けに名入れ商品を販売しています
オリジナルPRINTSHOP「プリントバンク」
これまでの特殊印刷技術を個人のお客様にも提供できないかという事で
楽天にWEBショップを出店しています。「プリントバンク 楽天」で検索してください。
こちらでは大量生産ではなく、個人のお客様向けにオーダーメイドの名入れ商品を販売しています。
お祝い・記念品等をお求めの際は是非当ショップをご利用ください。
きっと喜んでいただます。
商品例
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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

認証年度：令和２(2020)年度

化学工業
〒321-0933

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市簗瀬町2563-3-807

TEL:028-637-7577

https://wealthylifelab.co.jp

Email: info@wealthylifelab.co.jp

FAX:028-637-7577

JR宇都宮駅より2.5km

ここがセールスポイント 知識と経験に基づいたオンリーワン製品を提供します
大手化粧品会社研究所に20年以上勤務経験をもつ研究員の知識と経験に基づいた匠の技術力と安心安全な化粧品づくりを得意とする。
原料開発から商品開発まで独自のノウハウでエビデンスに基づいたオンリーワン製品をODM可能です。
また、微生物制御の専門家がおりますので、除菌やウイルス対応、関連商品のご相談も承ります。

会社概要

わが社の《地元特産品を用いた農作業汚れ（トマトタール）に特化した手指洗浄剤の開
発技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 佐藤香苗

地元特産品を用いた化粧品の研究開発を得意とし、
これまでになかった新しい市場を創造していきます。
年商
研究成果については学会などで発信し、商品価値、
従業員数 2名
企業価値を高めていきます。
＜開発例＞
設立
2013年5月
地元特産品を用いた植物由来汚れに特化した、
取得規格 化粧品製造業/製造販売業農業女子のための手指洗浄剤の開発。
（地元高校と共同開発、各種受賞歴あり）
主な拠点・主要取引先
資本金

300万円

拠点：宇都宮市
お取引は全国から承っております。

社長からのメッセージ
消費者視点、女性視点での商品づくりを目指しています。

事業内容
化粧品研究開発、ODM製造販売、
雑貨製造、ホームページ制作、コン
サルティング

代表取締役
佐藤 香苗

その他にもこんなものを造っています！

自社開発製品、ODM製品、ホームページ作成、コンサルティング

●自社製品（とちぎデザイン大賞）
・ベジリアブレンドローション：防腐剤、界面活性剤、オイル、色素、香料不使用。２液を混ぜて完成する敏感肌用高保
湿化粧水
・マカロンクレイ泡洗顔料：「鹿沼土」から生まれたクレイミネラルで消臭とニキビケア、すごい弾力のある泡で不快な
ツッパリ感なし
・ベジリアUVホワイトジュレ：紫外線吸収剤、防腐剤、界面活性剤、シリコン、オイルフリー。SPF28,PA++++肌に優しい
日焼け止め
・D・freeアロマローション：「鹿沼土」クレイミネラルで虫の嫌がるアロマの香りの持続力アップ、汗、匂いも吸着する夏
のジェル
●ODM製品
・化粧品：皮膚科メディボーテシリーズ ６点（ジェル、UV、フェイスウオッシュ、AXジェル、フェイスマスク、ローション）
・雑貨：藤（アロマオイル、ディフューザー、フレグランスサンド、あぶらとり紙、バスソルト、フレグランスベアー）
栃木銀行あぶらとり紙（レーザーカットシリーズ）
●ホームページ作成：幼稚園、保育園、宇都宮ベンチャーズホームページ作成及び保守管理
●コンサルティング：化粧品開発、原料開発、食品開発、品質管理/保証、学術研究支援など大手実績多数

ベジリアブレンド

マカロンクレ
イ泡洗顔料

ベジリアUVホワイトジュ
レ＆D・freeアロマロー

メディボーテシリーズ

39 ページ

雑貨 藤

レーザーカット入
あぶらとり紙

認証年度：令和２(2020)年度
けんきゅうじょ

化学工業

株式会社ポーラーズ研究所
〒323-0042

お問い合わせ先

栃木県小山市外城90-3

TEL: 0285-30-7555

http://www.pollars.co.jp/

Email: pal@pollars.co.jp

FAX: 0285-30-7556

JR小山駅から徒歩45分、佐野藤岡ICから18㎞

ここがセールスポイント 環境を守る商品の開発に尽力！
環境浄化に関連した研究開発・商品開発・検証試験などの研究を主要業務にした企業として自覚し、日々邁進しています。廃棄物
や未利用バイオマスなど再資源化事業でも"安全・安心・安定"を原則とし、高付加価値商品の開発研究を進めています。

会社概要

わが社の《草本系バイオマスのペレット燃料》にはこんな特徴があります！

代表者名 西田 豊
資本金

1000万円

年商

5億円

利用が難しかった草本系バイオマスのペレット燃料化が可能と
なり、ペレットストーブやバイオマスボイラーなどでリサイクルが可
能です。
当社所在地の小山市の「渡良瀬遊水地」のヨシが、環境に優し
い燃料に生まれ変わり、市内施設のペレットストーブで有効活用
されています。

従業員数 7名(パート含む)
設立

平成10年8月

取得規格

主な拠点・主要取引先
取引先：全国の官公庁及び民間の
水処理施設及びゴミ処理施設など

事業内容

ヨシ由来のペレット燃料

社長からのメッセージ
ポーラーズ研究所は環境に関連する研究開発によって、リサイクル（廃棄物の再資源
化）や環境汚染問題解決に日々研鑚しています。
環境・エネルギー・水のキーワードで商品開発を目指しており、これらのキーワードで
お困りの際は弊社にご相談ください。

環境関連薬品、工業薬品、有害重
金属処理薬剤、肥料等の製造・販売

その他にもこんなものを造っています！ 微生物資材や有害物質処理薬剤を造っています。
工場廃水や産業廃棄物中に含まれる有害重金属を無害化処理する薬剤の製造および販売を行っています。薬剤は
アッシュワンシリーズとして、用途別に液体・粉体あるいは無機・有機すべてを品揃えています。
その他にも当社では、環境にやさしい農業資材として農作物の病原菌を抑制や土壌中の栄養素を効率的に利用可能
となる微生物配合資材などの製造も行っています。

農業用微生物資材

有害重金属処理薬剤
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認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品

株式会社イエロー

〒326-0844

お問い合わせ先

栃木県足利市鹿島町826-1

TEL:0284-22-4321

http://www.yellow-inc.com

Email:info_1060@yellow-inc.com

FAX:0284-22-4320

JR両毛線山前駅から徒歩約10分、太田桐生ICから約3.5km

ここがセールスポイント 自社商品を企画、開発、製造、販売しています。
備蓄に場所を取らない防災用「折りたたみ式ヘルメット」日本初となる国家検定/厚生労働省保護帽規格飛来落下物
用を取得。産業用ヘルメットと同等の機能を再現しました。
会社概要
代表者名 森田 法勝
資本金

わが社の《折りたたみ式ヘルメット「タタメットBCP」》にはこんな特徴があります！
当社が開発した防災用折りたたみ式ヘルメット「タタメット」は、折
りたたみ時の薄さ3.5ｃｍを実現したことで、収納性が画期的に向
上しました。

1,120万円

年商
従業員数 10名
設立

平成3年3月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先

折りたたみ式ヘルメット
「タタメット BCP」

拠点：足利工場(足利市)

（顔写真）

社長からのメッセージ
常識を再考し新たなMade in Japanを構築、社会に奉献してまいりま
す。

事業内容
自社商品の開発、製造、販売。

代表取締役
森田 法勝

その他にもこんなものを造っています！ 用途に合わせたラインナップを取り揃えています。
1.タタメットBCPをベースに、機能とコストバランスを見直した普及版「タタメットBCPプレーン」
2.折りたたみ式ヘルメット内蔵型の防災ずきん「タタメットズキン2」
3.タタメットズキン2をベースに、機能とコストバランスを見直した普及版「タタメットズキン3」
4.防災用積み重なるヘルメット「カクメット」

「タタメットBCPプレーン」

「タタメットズキン2」
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「タタメットズキン3」

「カクメット」

認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品

株式会社カネコ

〒327-0323

お問い合わせ先

栃木県佐野市戸奈良町１７５番地

TEL:0283-62-2233

http://www.shoeparts-kaneko.co.jp/

Email:shimokawa@shoeparts-kaneko.co.jp

FAX:0283-62-2611

東武佐野線 田沼駅より、２km。北関東自動車道 佐野田沼ICより、２．６km。

ここがセールスポイント

【新製品開発や品質重視、短納期による満足度の向上！】

株式会社カネコは、ヒールから靴型（ラスト）・中底・金型まで 製造する靴の総合部品メーカーです。
従業員一人一人が物づくりにおいて「品質」を重視し、最新のテクノロジーを積極的に導入しながら「受注」「生産」「検査」「出荷」ま
での一貫した品質システムを確立しています。この姿勢が良い製品づくりを支えているのです。

会社概要
代表者名 金子 朋弘
資本金

６，８００万円

年商

約５億円

従業員数 ６０名
設立

昭和２３年１０月

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（佐野市）、東京営業所
（東京都台東区）
主要取引先：アシックス、ワコール、
ダイアナ、ヤングシューズ、内田製
靴

事業内容
プラスチックヒール、靴型、中底、
その他靴部品の製造

わが社の《ウレタントップリフト製品》にはこんな特徴があります！
当製品は、主に婦人靴の踵部分において地面に接地するウレタ
ン樹脂の靴パーツ製品です。
弊社は靴問屋、アパレル小売店、大手スポーツメーカーなどから
多種多様な市場の情報、ニーズを収集し、長年積み重ねたノウ
ハウ、実績を最大限に考慮して研究開発を行い、他社とは違い
容易には模倣出来ない、高性能・高品質且つ安全性に優れたウ
レタントップリフトの開発を行い、平成１５年１２月に特許出願した
ウレタントップリフト製品 製品であります。
社長からのメッセージ
創業以来、培ってきた企画力と技術力を軸に時代のニーズを的確に
捉え、現状に満足することなく常にお客様、そして地域に必要とされ
る企業となるべく歩み続けて参りました。
今後も「変わらないために変わり続ける企業へ」の経営理念の基、変
代表取締役社長 化を恐れず挑戦し続ける企業でありたいと思います。
金子 朋弘

その他にもこんなものを造っています！

ヒールから靴型（ラスト）・中底・金型を製造する
靴の総合部品メーカーです！

カネコの仕事は、お客様のイメージを形にすることから始まります。
多様化するニーズの微妙なニュアンスにも対応する”職人の技”と、徹底した数値管理による最新の技術を駆使した企画力。
そして、製造では、「受注」「生産」「検査」「出荷」と品質マニュアルによる生産体制の構築により、より高品質な製品をお届けしてお
ります。
人の感性ほど微妙なものはない。どんなに機械化が進んでも、熟練された“職人の技”こそが人の感性にとても近いものを創造す
る。そして、最新テクノロジーにより３次元で数値管理された“職人の技”は、いつでも寸分の狂いもなく甦る。
よりあなたに、より感性に近いものを目指して。
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認証年度：令和２(2020)年度
きょうえいさんぎょう

プラスチック製品

協栄産業株式会社

〒323-0807

お問い合わせ先

栃木県小山市城東2-32-17

TEL:0285-22-7988

http://www.kyoei-rg.co.jp/

Email:kyoei@kyoei-rg.co.jp

FAX:0285-24-1976

JR小山駅より徒歩15分

ここがセールスポイント ペットボトルリサイクル業界のフロントランナーです！
当社は1985年創業のプラスチックリサイクル原料メーカーです。日本で初めて使用済みペットボトルを再びペットボトルに戻す「ボト
ルtoボトル」を実現。最近では飲料ボトルは勿論、大手アパレルメーカーの高機能インナーにも当社の原料が採用されています。

会社概要
代表者名 古澤栄一
資本金

1000万円

年商

130億円

わが社の《FtoPダイレクトリサイクル技術》にはこんな特徴があります！
当社は日本で初めて、使用済みペットボトルをリサイクルし、再びペッ
トボトルに再生利用する技術を確立。石油由来の新品樹脂と同等の品
質を持ち、従来は困難であった飲料容器への利用も可能です。その高
い品質で、高機能繊維や食品容器へも用途が拡大中。今回認証を受
けた、世界初「FtoP（フレークtoプリフォーム）ダイレクトリサイクル技術」
により、従来工程より更にCO2排出量/輸送コストの削減を実現しまし
た。

従業員数 170名
設立

昭和60年10月

取得規格 ISO9001,ISO14001,GRS認証

主な拠点・主要取引先
本社/小山工場/MRファクトリー（小山
市）、栃木工場（栃木市）、東日本FtoP
ファクトリー（茨城県笠間市）
取引先:サントリーホールディングス(株)、
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他

事業内容
合成樹脂再生加工販売、産業廃棄
物処分（中間処理）

FtoP製造設備とプリフォーム

社長からのメッセージ
当社は、ペットボトルリサイクルを通じて持続可能な社会の実現を目指して
おります。各飲料メーカー様は、環境保護の取り組みを強化しており、2030
年の再生樹脂100％使用に向けて、採用がますます加速していくと考えられ
ます。今後高まっていく再生ペットボトル需要に対応していくには、良質な使
用済みペットボトルの安定的な確保が必要不可欠です。市民の皆様のに於
代表取締役社長 かれましては、キャップとラベルの分別収集に、これからもご協力賜りますよ
古澤 栄一
う、お願い申し上げます。

その他にもこんなものを造っています！ 高機能繊維向けにも原料を供給しています。
協栄産業では、リサイクルのトータルソリューションカンパニーとして、お客様に様々なご提案をさせていただいてい
ます。例えば当社栃木工場では、ほとんど全てのプラスチックから、大型成形品、フィルムのような薄物まで対応可能
です。「廃棄物処理法」で定められた処理方法や処理施設の基準などを守り、お客様の機密を保ちながら適正な処理
と再資源化を行っています。
また、近年注目が高まる「SDGs(持続可能な開発目標)」では、目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標12「つくる
責任つかう責任」、目標14「海の豊かさを守ろう」を達成するべく、飲料メーカーや小売店の皆様と協働で、使用済み
ペットボトルの回収網構築など様々な取り組みを行っています。私達協栄産業は、お客様のSDGs実現に向けた取り組
みを全力でサポートさせていただきます。プラスチックリサイクルでお困り事がありましたら、是非お声がけ下さい。

当社の原料を使用した様々な商品

栃木工場で受け入れている廃棄物の一例
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認証年度：令和２(2020)年度
こうぎょう

プラスチック製品

株式会社サカエ工業

〒329-4421

お問い合わせ先

栃木市大平町西野田614

TEL: 0282-43-3501

http://www.sakae-k.co.jp

Email: sakae@sakae-k.co.jp

FAX: 0282-43-1943

東武線 新大平駅から1.8㎞（徒歩20分）

ここがセールスポイント

プラスチックの総合プロデューサーです。製品設計・材料選定・試作・量産など、何でも
相談ください。

認証を受けたペットボトルオープナー『スマイルオープナーどこでも』は、弊社が2013年に実用化し高い評価をいただいている「ス
マイルオープナー」を更に使い易く進化させることを追求して幅広いニーズの掘り起こしにより製品化しました。顧客目線に重点を
置いたとても使いやすい製品となっています。

会社概要
代表者名 池添 亮
資本金

1,000万円

年商

約30億円

従業員数 約100名
設立

昭和48年5月

取得規格 ISO9001、JET-0284

主な拠点・主要取引先
栃木市大平町西野田614

わが社の認証技術にはこんな特徴があります！
・製品開発にあたり、家電や車輌などの製造で長年培ってきた製
造技術を導入しています。
・3Ⅾプリンターを設置していることで、試作品を早く完成させるこ
とを可能にしました。
・インクジェットプリンターの導入により顧客が要望するオーダー
メイドのデザインにも対応可能です。
・設計から仕上げまでの一貫生産体制が整っているため、顧客
カードサイズのオープナー の短納期・小ロット要請にも対応可能です。
社長からのメッセージ
これからもチャレンジを続けます！

事業内容
プラスチック製品の製造・販売・開
発

家電製品、自動車製品、食品容器・生活雑貨、

その他にもこんなものを造っています！ 公共・薬品・医療品など
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認証年度：令和２(2020)年度
さとうかせいこうぎょうしょ

プラスチック製品

有限会社佐藤化成工業所

〒321-1104

お問い合わせ先

栃木県日光市岩崎１４７１

TEL:0288-27-0184

http://sato-kasei.com/

Email:iryou@sato-kasei.co.jp

FAX:0288-27-0235

JR日光線文挟駅より徒歩３０分 ２㎞

ここがセールスポイント 製品開発から生産販売まで自社で行っています。
ポリエステル製綿棒を使用したウイルスや細菌などの検体採取用製品の開発をしています。
会社概要
代表者名 佐藤役男
資本金

６００万円

年商

15,200万円

綿棒体は内視鏡や細い径のパイプ内に挿入してウイルスや細菌などの検体を採取す
る長尺綿棒です。（2.5ｍ）
ポリエステル製綿棒は従来のレーヨンやコットン製綿棒の欠点を
補う医療用綿棒として開発しました。細菌やウイルスの採取率と
放出率に優れています。綿棒体は綿棒とカテーテルで出来てい
るので綿棒の太さや軸の長さが選定できます。内視鏡のチャン
ネルに挿入して体内から検体を採取する時の綿棒なので粘膜等
の侵襲性が低い。
特許第6600614号

従業員数 18名
設立

昭和49年8月

取得規格

主な拠点・主要取引先

長尺綿棒 2.5ｍ

試薬会社、細菌検査所、臨床検査
センター、薬業卸、

社長からのメッセージ
弊社はウイルスや細菌のなどの感染症対応品を製造しています。安
全性、信頼性、経済性、利便性、独自性を大事にして製品開発をして
いきます。

事業内容
医療機器、毒物劇物、臨床機材の
製造販売

代表取締役
佐藤 役男

その他にもこんなものを造っています！

ポリエステル製綿棒、採便管、病理検査用容器、
動物検査用機材、PET製スピッツ
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認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品

サンプラスチック株式会社

〒329-2741

お問い合わせ先

栃木県那須塩原市北赤田1589-22

TEL: 0287-39-1502

https://www.sunplastic.jp/

Email: ooe@sunplastic.jp

FAX: 0287-36-1112

西那須野塩原ICより車で2分

ここがセールスポイント 開発・製造・加工まで一貫生産の高機能フィルムメーカー
シュリンクフィルムを中心に帯電防止・導電・防錆など高機能フィルムの開発・製造・加工までを一貫して行っている
メーカーです。全国1,000社以上のお客様から年間6,000案件以上の実績があります。
会社概要
代表者名 大江 正孝
資本金

1,000万円

年商

3.7億円

わが社の《バイオマスシュリンクフィルム【和shu®】》にはこんな特徴があります！
バイオマスシュリンクフィルム【和shu®】は、植物由来のデンプン
を配合したシュリンクフィルムで国内初の製品です。
和shuは、従来の石油由来プラスチックにはない、和紙のような
風合いを持っており、日本文化にあった包装、高級感のある包
装を実現する画期的フィルムです。石油由来プラスチックの使用
量を削減し、脱炭素化にも貢献できます。
シュリンクフィルムとは、熱で収縮する包装用フィルムです。

従業員数 33名（パート含む）
設立

平成26年3月

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（那須塩原市）、東
京営業所（東京都千代田区）、大阪
営業所（大阪市天王寺区）

製品名：和shu

（顔写真）

事業内容
プラスチックフィルムの製造、包装
用機械の販売

代表取締役
大江 正孝

社長からのメッセージ
私たちは、「人々の想いをカタチにしている。社会の未来を創ってい
る。」という気概を持って、高機能フィルムメーカーを極める努力を
行っています。自社独自のフィルム製造技術に特殊機能を掛け合わ
せることで、お客様の課題や用途に合わせた開発を行い、新しい市
場を創出します。包装のことでしたら、当社にぜひお任せください。丁
寧にご対応・ご提案させていただきます。

その他にもこんなものを造っています！ 静電気防止・防錆・抗菌フィルム
静電気防止フィルム【HLシリーズ】

医療用ガウン【サンプラガウン】

抗菌フィルム【リモコン保護フィルム】

抗菌パイプ椅子カバー

高機能フィルム・・・シュリンク（熱収縮）、静電気防止（帯電防止・導電）、防錆、抗菌など
小ロット販売可能な規格品・・・60種類以上
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認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品
〒327-0324

お問い合わせ先

住栃木県佐野市山形町1193-1

TEL:0283-65-1106

http://www.shinshi-kk.com/

Email:t-takenouchi@shinshi-kk.com

FAX:0283-65-1110

■ 佐野田沼ICよりお車で約10分・ 浦和IC〜佐野田沼ICまでの所要時間：約45分

ここがセールスポイント プラスチック加工のパイオニア
各種プラスチックで身近な家庭用品から大型水族館まで高度な加工技術を駆使してものづくりをおこなっています
会社概要
代表者名

加納 識顕

資本金

3.000万円

年商

年商12億

従業員数

65名

設立

昭和27年

取得規格

ISO14001

わが社の《プラスチック板加工》にはこんな特徴があります！
輸送可能なサイズまで工場で製作します

設置の際は、
現場でクレーンなどを使用し、設置していきます

主な拠点・主要取引先
本社東京工場（東京都大田区）
北関東工場（栃木県佐野市）

事業内容
プラスチック板加工業

社長からのメッセージ
弊社は、プラスチック板加工のあらゆる技術を自社で完結できる総合加工メーカーで
す。創業以来培ってきた技術を生かし、国内外の水族館向けの大型アクリル水槽パネ
ルをはじめ、お客様が要求される技術を要する難易度の高い受注品の品質を重視し
対応してまいりました。今後もプラスチック板を使用可能なあらゆる分野（医療機器、実
験装置、車両関係等）に対応し、お客様に貢献していきます。

その他にもこんなものを造っています！ 世界に3社だけの技術がここにある
＜重合接着＞
強度や耐久性が要求されるアクリル樹脂板の接着には、アクリル樹脂を使った重合接着を用います。
重合接着は、シラップ状のアクリルモノマーの半重合品を使用し、コントロールされた室温下で重合反応を
促進させ、両側の母体と一体化する接着方法です。透明度を失わず、十分な実用強度と長寿命が得られる
接着方法で、シンシが世界に誇る得意技術です。

＜溶剤接着＞
プラスチックの接着に広く使われる接着方法で、プラスチックに最適な溶剤で接着部分を溶かして接着する方法
です。しかし、その巧拙は仕上がりの美しさ、耐久性を大きく左右します。

＜真空/圧空成形＞
真空成形機・圧空成形機の能力を100％以上に引き出し成形加工をおこなっています。
材料もメーカーや製造方法やロットの違いによって個性をもっています。その個性に合わせ、型・プラグ・シート
の温度分布・成形タイミング・冷却速度などの諸条件を決定し、成形品を生産しています。

＜プレス成形＞
電気炉で材料を加熱軟化し、プレス機で機械的に成形する方式です。
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認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品

ゼビオプラスト株式会社

〒329-1412

お問い合わせ先

栃木県さくら市喜連川2994

TEL:028-686-5351

http://www.xepla.co.jp/

Email:bio@xepla.co.jp

FAX:028-686-2299

JR片岡駅から6km、矢板ICから8km

ここがセールスポイント 樹脂成形・加工の一貫体制
各種プラスチックの「押出成形」「射出成形」「塩ビ加工」「FRP加工」をコア技術として、主に水処理、空調、建材等の製
品を製造しています。
会社概要
代表者名 鍋田 朋宏
資本金

2,000万円

年商

6億円

わが社の《スパイラル状ネットパイプ》にはこんな特徴があります！
当社のスパイラル状ネットパイプは、従来のリング上でネット形
成する成形方法とは異なり、横糸をスパイラル状に一体成形す
ることができ、成形スピードを速め、低コスト化も実現した。

従業員数 42名
設立

1990年6月

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先

ゼビオネットパイプ（網状接触材）

本社工場：さくら市
会津FRP工場：福島県

社長からのメッセージ
当社は高度な技術や専門性と柔軟性やスピード等の対応力を付加価値として、「もの
づくりサービス業」という方針のもと、単なる「ものづくり」だけに留まらず、お客様に付
加価値を提供する「サービス業」としての意識を持ってご対応しています。

事業内容
水処理・空調・建材のプラスチック
製品製造

その他にもこんなものを造っています！ 建材や樹脂製の空調機器の製造もしています。
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認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品

株式会社ダイサン

〒326-0142

お問い合わせ先

栃木県足利市小俣南町１５番地１６

TEL:0284-63-2287

http//www.daisan-ecotech.com

Email:info@daisan-ecotech.com

ＪＲ両毛線小俣駅から徒歩１０分

FAX:0284-63-2297

太田桐生ＩＣから１５分

パレットの上にシートパレットを敷いて積載物を積み込み、別のパレットに簡単

ここがセールスポイント に乗せ換える事が出来ます。

コンテナ、トラックの荷台にシートパレット（PP、紙、厚み0.7mmから1.5mmの薄さ）の上に荷物を載せてフォークリフトにウィンチを
セットして荷降ろしが簡単にできる装置です。１０トントラックの荷台奥から１分３０秒で荷降ろしができます。また、保管に場所をとり
ません。

会社概要
代表者名 小瀧 大藏
資本金

わが社の《らくらくプルシート》にはこんな特徴があります！
プッシュプル（フォークリフトに付いている装置）に代わるらくらくプ
ルシートは、フォークリフトにウィンチを付けてパレット又はシート
パレットを挟んでベルトを使って荷物を奥から引っ張る事が出来
る装置です。

1000万円

年商
従業員数 ６名
設立

昭和５８年４月

取得規格

主な拠点・主要取引先

らくらくプルシート

本社・工場（足利市）
主な取引先：トラスコ中山(株)、(株)
サカエ、ユアサ商事(株)、アステック
ス(株)、住電商事(株)、Kグランド
サービス(株)

社長からのメッセージ
環境に優しいアイデア商品を生み出し、製造しております。

事業内容
プラスチック金型及び製品の製造

代表取締役
小瀧 大藏

その他にもこんなものを造っています！

動力削減、労力削減にスライダーボード、スライダーストック、ら
くらく台車、らくらくユニット、結束具等を製造しております。

製品を保護する緩衝体は、現在発砲スチロールや、古紙を使っておりますが、射出成形で薄肉のクッション性に優れ
た緩衝体が出来、卵パックも薄さが0.25mmから0.3mmの肉厚で出来ます。環境に優しい製品作りを目指し、コンビニ等
に使われる商品の自動前出作業をするローラーに代わるスライダーストックをバックヤード側にコボレ止めをつけ、さ
らに使いやすくなりました。
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認証年度：令和２(2020)年度

プラスチック製品
〒326-0338

お問い合わせ先

栃木県足利市福居町1143

TEL:0284-71-2151

http://www.tochisen.co.jp/

Email:

FAX:0284-71-2175

東武伊勢崎線 福居駅前 徒歩50m

ここがセールスポイント フィルム染色や透明TACフィルムへの防曇加工など小ロット対応も可能
繊維染色から始まった染色技術は化成フィルムへの染色に変遷し、近年その積層や防曇、調光と言った
新技術の確立と国内モノづくりを見据え小ロットへの対応を可能としている。
会社概要
代表者名 秋草俊二
資本金

2500万円

年商

5億7000万

わが社の《ナイロンレンズへの調光機能付加技術》にはこんな特徴があります！
弊社が確立したナイロンレンズへの調光機能付加に関しては従
来のスピンコートとは違う取り組みをしております。高価な調光
剤を無駄にしない事で安価な機能付加を実現いたしました。

従業員数 32名（パート含む）
設立

1949年5月

取得規格 ＩＳＯ9001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社(足利市),富山工場（富山
県中新川郡上市町）
取引先：三井物産プラスチック㈱、
パナック㈱、泉㈱ 等

事業内容
プラスチック加工販売

ナイロン調光

社長からのメッセージ
当社は、創業以来繊維製品の加工販売を主たる業務としてきました
が、時代の変化に伴い、独自の技術開発を進め、化成品フィルムの
染色および特殊表面処理加工に事業転換して参りました。今後も常
に新技術、新商品の開発と経営の合理化を図り、歴史と伝統を守り
代表取締役社長 ながら多くの皆様のご要望にお応えできるよう企業活動を継続して
参ります。
秋草 俊二

その他にもこんなものを造っています！ 高性能防曇（一般や医療向け）
国内では弊社のみの加工となるTAC防曇は、スーパーやコンビニ等の冷凍ショーケース等の内側に貼合され幅広く活
躍しております。
近年ではこの高性能防曇が医療向けのフェースシールドやメガネなどにも使用されております。
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認証年度：令和２(2020)年度
みつふくこうぎょう

プラスチック製品

三福工業株式会社

〒327-0835

お問い合わせ先

栃木県佐野市植下町1248

TEL:0283-23-4151

https://www.mitsufuku.co.jp/

Email:mf-net@mitsufuku.co.jp

FAX:0283-23-4152

JR佐野駅から徒歩26分、佐野藤岡ICから車で10分

ここがセールスポイント 樹脂、ゴムの練り技術に基づく樹脂発泡体の開発製造！
当社は、オレフィン樹脂の高濃度フィラーマスターバッチと、フッ素ゴムコンパウンドを作成する「練り技術」に基づき、
発泡剤、添加剤を配合したプレス発泡方式による５～１５倍の樹脂・ゴム系発泡体の開発製造を行っています。
会社概要
代表者名 三井 福太郎
資本金

3,000万円

年商

47億円

わが社の《発泡体を利用した簡易空間構築物》にはこんな特徴があります！
発泡板による簡易空間構築物は、軽量でクッション性に富む発
泡板を組み合わせて、避難時の公共施設等でプライバシーを守
り、寒暖差から保護する空間を構築するものです。
通常時は壁面に設置して備蓄スペース不要で衝突時の怪我を
防止する壁材に。災害発生時は即座に壁面から取り外して女性
2名でも運搬組み立てが可能なユニットとして活用します。

従業員数 175名
設立

1948年4月

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先
本社、佐野工場、葛生工場（佐野
市）、福島工場（田村市）

事業内容
ゴム・樹脂の混練り加工とＥＶＡ発泡
体製造販売

発泡体による避難ユニット

社長からのメッセージ
１．我々の目標はお客様の期待を超えることである。
２．小さな分野で日本一あるいは世界一をめざす。
３．一芸に秀でている会社を目指す。
４．高分配をめざす。
以上の４点を基本目標に掲げ、創業からの想いを今もしっかりと受け
継ぎながら、モノづくりを通して地域社会へ貢献して参ります。

その他にもこんなものを造っています！ 練り技術と発泡体のオーダーメイドご提案！
当社では樹脂・ゴム系発泡体に機能を付与した特殊な発泡体の販売展開も行っております。
２０２０年からコロナウイルスが世界中に蔓延し、今までの生活環境が激変している中、当社で皆様のお役にたてる
ことを考え開発された商品が抗菌・防カビ発泡体です。
こちらの商品は優れた抗菌・防カビ性能を有し、抗菌度合いを示す基準「抗菌活性値」では２．０以上の性能を実現し
ました。 ※抗菌活性値２以上で「９９％以上の死滅率」を表します。
カビ抵抗試験でもカビの発生率を抑える効果が確認出来ております。
近年、抗菌・防カビを高く意識する時代が訪れようとしております。是非、一度当社の抗菌・防カビ発泡体をご検討し
てみてはいかがでしょうか？
当社発泡製品「ミツフクフォーム」開発品は他にも御座います。
・エラスチックワン：６ｍから卵を落下すると、３ｍ跳ね返り、卵は割れない。高弾性＋衝撃吸収性の発泡体
・ＡＥＭ発泡体：150℃での連続使用が可能な耐油・耐薬品性のバランスに優れた発泡体
・＆ｂ（アンドビー）：マシュマロのような独特な質感を持つ、自己消火性を持つ難燃性の発泡体
・スルーラ：当社独自のクリアバルーン構造により、ステンドグラスの様な透過感を持つ発泡体
掲載しきれないものも含め、７０年以上培ったコンパウンディング技術でこれからもお客様からの要望に応え、期待を
上回るモノづくりを取り進めて参ります。
その他にもこんな材料を混ぜたい。発泡させたい。などございましたら、まずは気軽にお問合せ下さい。
ご連絡お待ちしております。
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窯業・土石製品

トーメイダイヤ株式会社

〒323-0807

お問い合わせ先

小山市城東四丁目5番1号

TEL:0285-22-5821

http://www.tomeidiamond.co.jp/

Email:info@tomeidiamond.co.jp

FAX:0285-22-5827

小山駅から徒歩30分、小山駅北東に2km

国内唯一のダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素(cBN) 砥粒および焼結体の製造・

ここがセールスポイント 販売

日本で初めて、工業用ダイヤモンド砥粒の大量生産を行った会社であり、また、上記製品についてお客様のニーズに
対するカスタマイズを得意としております。
会社概要
代表者名 山本 孝広
資本金

1億円

年商

20億円

わが社の《ダイヤモンド焼結体（耐摩耗材料）》にはこんな特徴があります！
ダイヤモンドは研磨剤としての利用用途だけではなく、ダイヤモ
ンドをコバルトなどのバインダと混合し焼き固めた「焼結体」は大
面積・板状を呈する素材であり、旋盤の刃先などに用いられてい
ます。一方、認証製品は、その組成、形状、配合などを再調整す
ることにより「耐摩耗材料」として旋盤の支持具などの利用用途
として超硬合金に代わる素材として用いられ始めています。

従業員数 156名
設立

1954年

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先
本社：東京都港区、工場：小山市

焼結体（耐摩耗材料）

社長からのメッセージ
合成ダイヤモンドのパイオニアとして、世界の産業の発展に寄与すべく日夜努力を続
けております。

事業内容
ダイヤモンド砥粒、ダイヤモンド焼
結体、cBN砥粒、cBN焼結体

その他にもこんなものを造っています！ 工業用ダイヤモンド砥粒、cBN砥粒
工業用ダイヤモンド砥粒では50nmから500μmまで、cBN砥粒では5μmから300μmまで、精密にサイズ分けをされた
砥粒を製造・販売しております。
ダイヤモンド砥粒は物質中最も硬い物質であることから、石材、非鉄金属材料、特に光学材料、セラミックス、半導体
材料の切削、研削に多用されております。
また、cBN砥粒は鉄系材料の切削、研磨に用いられております。
いずれの物質も皆様のお目にかかることはほとんどありませんが、縁の下の力持ちとして産業界を支えている材料を
弊社では製造・販売しております。
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にほん

窯業・土石製品

日本プラスター株式会社

〒327-0311

お問い合わせ先

栃木県佐野市多田町188-2

TEL:0283-62-6511

https://www.plastesia.com/

m.hayashi@plastesia.com

FAX:0283-62-8851

佐野田沼I・Cから10分、多田駅から車5分

ここがセールスポイント 確かなエビデンスと品質、サービスに自信あり！
当社は、昭和4年の創業以来、天然資源由来の塗り壁材を作り続けてきました。漆喰という伝統的な壁材を日々研究
し、現代住宅にふさわしい高品質な塗り壁材をプロユーザーだけでなく、DIYユーザー、お住まいになられる方々に提供
しています。
会社概要
わが社の《「うま～くヌレール」・「カルヌーヴォ」・「漆喰くるむ」》にはこんな特徴がありま
す！
代表者名 奥山 浩司
資本金

2,000万円

年商
従業員数 44名
設立

昭和4年2月

取得規格

主な拠点・主要取引先

カルヌーヴォ・
うま～くヌレール・漆喰くるむ

拠点：本社・工場（栃木県佐野市）、
東京営業所（東京都台東区）、西日
本営業所（京都市中京区）

社長からのメッセージ
私たち日本プラスターは、天然鉱物資源から生まれる塗り壁が、皆様
の住空間を、より健康的に、より快適にすると確信いたしております。
ひとりでも多くの皆様に、その良さを実感していただきたい。その願い
を込めて、より魅力的な塗り壁を提供し続けてまいります。

事業内容
建築壁材製造販売

「カルヌーヴォ」は93色のバリエーションを有し、漆喰本来の質感を損な
うことなく、シックハウス対策に極めて有効な壁材です。DIY向け製品と
して開発した「うま～くヌレール」は、練り混ぜの手間を一切省いた画期
的なペースト漆喰です。一般消費者の方にも塗りやすい硬さが特徴で
す。「漆喰くるむ」は、内外装それぞれに特化した、4種の漆喰シリーズ
製品です。プロユーザーの施工効率化を目指したペースト状漆喰で
す。プロ仕様ならではの柔らかさ、多彩なカラーバリエーションに加え、
自然素材ならではの優れた機能を有します。

代表取締役社長
奥山 浩司

その他にもこんなものを造っています！ ＤＩＹ向け 外塀専用の「漆喰ヘイ！ヌレール」
当社では、ＤＩＹ向け漆喰「うま～くヌレール」の姉妹品として、外塀専用の「漆喰ヘイ！ヌレール」という製品も製造販売し
ています。うま～くヌレール同様、練り混ぜの手間を一切省き、ブロック塀など外塀に直接塗ることができます。そのた
め、下塗り処理が不要です。一般消費者の方でも手軽に、短期間で美しい漆喰塀に塗り替えることができます。
漆喰ヘイ！ヌレールは、カビが生えにくく、優れた耐久性とメンテナンスのしやすさが魅力の製品です。

製品名：漆喰ヘイ！ヌレール
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こうぎょう

窯業・土石製品

パスキン工業株式会社

〒320-0071

お問い合わせ先

宇都宮市野沢町640番地の4

TEL: 028-665-1201

https://passkin.co.jp

Email: seihin@passkin.co.jp

FAX: 028-665-1623

宇都宮ICから4km、JR宇都宮駅から10km

ここがセールスポイント 「社会基盤づくりのパートナー」
様々な社会課題の解決に取り組み、地域社会と地球環境に貢献してまいります！
会社概要
代表者名 佐藤 靖
資本金

8,400万円

年商

12億

わが社のMU側溝にはこんな特徴があります！

従業員数 70名
設立

昭和27年8月

取得規格
日本工業規格適合性認証工場

主な拠点・主要取引先
本社（宇都宮市）、日光営業所、栃木
支店、佐野営業所、茨城営業所、福
島営業所

事業内容
建設コンサルタント・
コンクリート二次製品製造販売

代表取締役
佐藤 靖

今年度認証を受けた「MU側溝」の特徴は…
①側溝蓋表面の2％勾配による集水性の向上
②滑り止めの突起を設けたことによる歩行者、自転車等のスリッ
プによる転倒の低減
③集水部を鋳鉄蓋にすることでの目詰まりの防止、集水力の低
下の低減
さらに、材料には一般廃棄物を焼却したエコスラグを混入するこ
とで、最終処分場の延命化や廃棄物の減量化に貢献していま
す。
社長からのメッセージ
私たちパスキン工業は、コンクリート製品をとおして、多発する自然
災害、インフラの老朽化など、様々な社会課題の解決に取り組んで
いる会社です。
また、お客様やお取引先の要請を受け、各種コンクリート加工製品に
新たな価値（工事のやり易さ、施工期間短縮等）付加し、高品質な商
品とサービスを提供してまいります。

その他にもこんなものを造っています！

セーフティブロック 、 法面ステップ
法面ステップ

バリアフリー社会にいち早く貢献する セーフティブロック

転倒を防ぎ、昇り降りが安全に

車いす、高齢者等がより安全に横断歩道をわたるた
めに特殊ゴムピースを埋め込んだブロックです。

アンカー固定式なので。ズレる心配がありません。
足元が安定するので、斜面での草刈りやその他の作業が安
全にでき、危険防止を図ります。
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認証年度：令和２(2020)年度
へいわ

窯業・土石製品

平和テクニカ株式会社

〒329-3221

お問い合わせ先

栃木県那須郡那須町漆塚449

TEL:0287-72-1035

https://www.heiwa-tec.co.jp/

Email: info@heiwa-tec.co.jp

FAX: 0287-72-5673

黒田原駅から1.8Km、那須塩原インターチェンジから5Km

ここがセールスポイント 硬脆性材料用ダイヤモンド切断砥石「ナストンゴールド」
硬脆性難削材の精密切断に威力を発揮し、被加工物に破壊的ダメージを与えることなくソフトに作用し、良好な仕上面
粗さが得られ優れた研削性の精密切断が可能です。
会社概要
代表者名 代表取締役 小池 達夫
資本金

5000万円

年商

1747百万円

わが社の《精密切断砥石、高速精密切断機》にはこんな特徴があります！
極めて薄く（0.3mm～1.2mm）高速回転している切断砥石を用い、
その砥石を構成する非常に硬い粒子(砥粒)によって、被加工物
をわずかずつ削り切っていく精密加工法の一種です。研ぐような
イメージで切断されるので被加工物に破壊的ダメージを与えるこ
となくソフトに作用し、良好な仕上面粗さが得られ、胸のすく切れ
味、優れた研削性能によるハイスピード切断を誇り、二次加工の
短縮・省略ができコストダウンに貢献します。

従業員数 81名
設立

1956年3月3日

取得規格

ISO9001品質マネジメントシステム

主な拠点・主要取引先

ナストンゴールド

東京都、神奈川県
日産自動車、日産トレーディング、タ
ムラ製作所、IHI

事業内容
高速精密切断機、精密切断トイシの
製造・販売

代表取締役
小池 達夫

社長からのメッセージ
精密切断機ファインカットおよび切断砥石トクウストイシの専門メー
カーとして、切断機＆切断砥石＆冷却液という異なる分野のトータル
な精密切断技術で、お客様に貢献します。切断機および切断砥石の
両側面から高度な精密切断技術の提案ができることが、弊社の強み
です。

その他にもこんなものを造っています！ 高速精密切断機、精密切断トイシ
【切断対象材質】
各種焼入品、鋼、ハイス、超硬合金、セラミックス、フェライト、タングステン、モリブデン、ステンレス、チタン、インコネ
ル、ガラス、石英、サファイアガラス、アルミナ系焼結材、硝子エポキシ、シリコン、硬質樹脂、ベークライト、炭素繊維、
アラミド繊維、FRP、リン青銅、コバール、サーメット、タンタル、鋳鉄、黄銅、岩石、人工骨、Co-Ni素材、非鉄材料、チタ
ン合金、コバルト合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金、ニッケル合金、耐食耐熱超合金、貴金属、窒化鋼、磁
性材料、難削複合機能材料など

高速精密切断機

硬脆性材料用ダイヤモンド切断砥石「ナストンゴールド」
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認証年度：令和２(2020)年度
むらかしせっかい こうぎょう

窯業・土石製品

村樫石灰工業株式会社

〒327-0509

お問い合わせ先

栃木県佐野市宮下町1-10

TEL:0283-86-3511

https://www.murakashi.co.jp

Email:rd-center@murakashi.co.jp

FAX:0283-86-4118

東武佐野線葛生駅から徒歩20分、北関東自動車道佐野・田沼ICから8.6km

ここがセールスポイント 様々な分野に石灰製品を提供しています。
謹厳実直なものづくりに誇りを持って、肥料、土木、建材、食品の4分野を主として石灰製品を提供しております。安政元年(1854
年)に創業してから今日に至るまでの豊富な経験を活かしながら、これからも事業を通じて社会に貢献してまいります。

会社概要
代表者名 村樫 太郎
資本金

2400万円

年商

45億円

わが社の認証技術にはこんな特徴があります！

従業員数 130名
設立

昭和24年8月1日

取得規格 ISO9001、ISO22000

主な拠点・主要取引先

製品名：マリンライム

消石灰系塗り仕上げ材「マリンライム」は、施工性、安全性を重視した
内装用壁材です。従来の漆喰と比べて、保水性に優れ、作業性が良
く、天然海藻を使用したときのような特有な臭気や呈色がありません。
予め水と混合したペースト状なので、開封後直ぐに施工でき、施工性に
優れています。
食品用素材「ドロマイト」は、従来のカルシウム強化食品素材とマグネシ
ウム強化食品素材の混合物とは異なり、カルシウムとマグネシウムが
原子オーダーで均一に分散しているので、これらをムラなく摂取できま
す。用途にあわせて様々な粒度を取り揃えています。

拠点：本社(佐野市)、本社工場(佐
野市)、本社第二工場(佐野市)、会
沢工場(佐野市)、東京営業所(東京
都墨田区)、東北支店(岩手県盛岡
市)

社長からのメッセージ
日本で唯一100%自給可能な天然鉱物"石灰"。この貴重な鉱物の持つ魅力を引き出
し、多分野に展開していくことが私たちの取り組みです。
従来からの用途に留まらず、数々の有用な用途をお客様にご提案し、支持を戴いてき
事業内容
ましたのは、直向な社員の姿勢あってのことと自負しております。創業以来の伝統を紡
石灰、ドロマイトの採掘と加工、各種 ぎながら、200周年に向けてチャレンジを続けてまいります。
肥料、固化材、左官材料、食品素材
の製造販売

TM
石灰質肥料(肥料分野)、テフロン
処理防塵固化
その他にもこんなものを造っています！
材(土木分野)等の製造、販売もおこなっています。
TM

®

＜テフロン 処理防塵固化材「ランドクリーン 」＞
土木工事で固化材による安定処理を行う際に問題となる
TM
発塵を抑制するため、テフロン 処理を施すことによって
塵埃を抑制し、施工現場、及び周辺の環境保全に貢献する
®
固化材「ランドクリーン 」(主に石灰系、セメント系)を開発
しました。
用途：路床安定処理、アスファルト舗装路盤、仮設道路、
重機転倒防止等の地盤改良、擁壁裏込め土の改良、
残土固化、住宅基礎地盤安定処理、ヘドロの固化処理
®

左：従来の固化材、右：防塵固化材「ランドクリーン 」
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認証年度：令和２(2020)年度

めいじこうぎょう

金属製品
〒327－0812

お問い合わせ先

栃木県佐野市谷町2944－2

TEL:0283-20-5691

http://www.meiji-kohgyo.co.jp/

ホームページよりアクセス下さい。

FAX:0283-22-8761

JR佐野駅、佐野ICから車で10分

豊かな地球環境を次世代に継承していけるよう明治鋼業は環境マネジメントに

ここがセールスポイント 積極的に取り組んでいます。

環境保全活動を推進するため、事業運営に環境マネジメントシステムを構築し運用します。当社の事業活動に伴い環
境に影響を与える項目に関して、継続的にシステムの改善に取り組み、環境汚染の予防に努めます。
会社概要
代表者名 井上憲二
資本金

7500万円

年商

69億円

わが社の《冷間ロールフォーミング・軽量ハット形鋼120✕60✕30✕2.3》にはこんな特
徴があります！
茄子に含まれるアントシアニン系色素のナスニンは、漬け込み後
の時間経過により、色抜けや分解による退色が起こるなど、非
常に不安定な色素です。当社が開発した長期保存技術では、茄
子に色素を保持させ、浅漬と同程度の外観、食感を保持するこ
とが可能となっています。

従業員数 96名
設立

昭和23年

取得規格 JIS規格

主な拠点・主要取引先

多種多様なロールフォーミン
グ製品を製造してます。

主な拠点:本社（東京／神田）営業
所（栃木、東北）工場（浦安、栃木）
取引先:岡谷鋼機、メタルワン、阪和
興業、ＪＦＥスチール、神戸製鋼、日
本製鉄 等

社長からのメッセージ

事業内容
金属製品の製造・販売

代表取締役社長
井上憲二

鉄とともに歩む、現在そして未来へ 明治鋼業は創業以来、鉄とともに歩んでまいり
ました。 扱い商品も時代と共に変遷を重ね、近年はコイルの加工（レベラー加工
及び ロールフォーミング加工）と流通を主たる業務としております。 これからも鉄を
中心に常に新しい技術や加工を取り入れながら新しい分野を切り開いて行きたいと
考えております。 お客様の頼れるパートナーとして更に価値のある企業を目指して
まいります。

その他にもこんなものを造っています！ 鉄のことなら何でもお申し付けください。
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認証年度：令和２(2020)年度
きよはらすみでん

非鉄金属

清原住電株式会社
〒321-323

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市清原工業団地18番5

TEL: 028-670-1270

https://klp.co.jp/

Email: kiyoharasumiden@info.sei.co.jp

FAX: 028-670-1281

ＪＲ宇都宮駅から車で２０分

ここがセールスポイント 世界最大規模の光ファイバー製造工場
情報通信の伝送媒体として欠かすことのできない光ファイバーを独自開発技術により高品質、低コストで製造する世
界最大規模の製造工場です。
会社概要
代表者名 佐谷 宏
資本金

20億円

年商

122億円（2019年度）

従業員数 約360名
設立

1996年11月

取得規格 ISO9001／ISO14001

主な拠点・主要取引先

わが社の《光ファイバー及び製造技術》には、こんな特徴があります！
当社の製造技術は、親会社である住友電工㈱とＮＴＴ等が共同
開発したＶＡＤ法（気相軸付け法）をベースに、当社独自開発の
技術を付加したものです。本技術により世界Topレベルの高品質
なファイバーを量産しています。また、このＶＡＤ法は、２０１５年
に世界的に権威のある「ＩＥＥＥマイルストーン」に認定されまし
た。
当社の光ファイバーは、国内外の通信ケーブル、携帯基地局、
光ファイバーケーブル データセンタ等で幅広く使用されています。

本社：宇都宮市
主要取引先：
国内外の通信会社、ケーブル
メーカー、IT企業、等

社長からのメッセージ
「世界一の光ファイバー工場」を目指し、光ファイバーの製造を通して
情報化社会の進展に貢献しています。2019年に栃木労働局より労働
時間削減に取り組む「ベストプラクテイス企業」に選定されましたが、
引き続き安全で働きやすい職場づくりを実践しています。

事業内容
通信用汎用光ファイバーの製造・販
売

代表取締役社長
佐谷 宏

世界をつなぐ光ファイバーネットワーク

当社の光ファイバーは高度情報化社会を支えています。

FTTH（Faiber To The Home）や携帯電話の世界的な普及により、高速・大容量での通信を可能とする光ファイバーの
需要はますます高まっており、当社の製品は世界中で使用されています。 今後、５Ｇ通信をはじめ、自動車の自動運
転化や遠隔医療/作業などにも光通信の技術が適用される見込みですが、当社はこれら高度情報化社会の基盤を支
える製品を提供し、社会・地域に貢献していきます。

59 ページ

認証年度：令和２(2020)年度
なかやまきんぞく か こう

非鉄金属

中山金属化工株式会社
〒329-1411

お問い合わせ先

住所 栃木県さくら市鷲宿字山神裏4597-4 TEL: 028-686-5491
http://www.nakayama-mc.jp/

FAX: 028-686-5493

Email: a.kataoka@nakayama-mc.jp

最寄り駅やインターチェンジ等からの距離

ここがセールスポイント アルミダイカスト・機械加工・組立までを一貫生産
アルミ合金を使用した、自動車（エンジン・トランスミッション等）、産業機器、医療機器、家電製品等の非鉄金属部品を製造しており
ます。自動車部品については数多くの重要保安部品を手掛け、お客様の信頼を頂いています。工場は一貫生産により、合金（ア
ルミ合金）を精密金型により製品を成型する鋳造（ﾀﾞｲｶｽﾄ）、機械切削加工、部品組立までをOEM生産しています。

会社概要

わが社で製作する生産設備はこんな特徴があります！

代表者名 中山 雅博
資本金

9,853万円

年商

301,000万円（2019年度）

ダイカスト～組立までの生産過程の中で品質保証をする為の組
立機、検査設備などを自社で製作しています。認証となった設備
はスタッドボルト締付機であり、弊社では都度、製品に適した仕
様で個々に設計製作をしています。他には穴径精度、平行度検
査、圧洩れ検査機、設備の自動化を手掛けコスト、品質を意識し
た生産を心掛けそれに対応する技術を有しています。

従業員数 199名（2020年4月現在）
設立

昭和22年12月12日

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先

スタッドボルト締付機

拠点 栃木県さくら市
主要取引先 本田技研工業株式会社
柳河精機株式会社 日立アステモ株式会社
NTN株式会社 株式会社JVCケンウッド
GKNドライブラインジャパン株式会社

社長からのメッセージ
創業70年以上の歴史の中で培った技術力により、安定的に品質の高い製品を生産・提供し続
ける信頼と実績のある会社で、大手企業様より多くの注文を頂いており毎年売上を伸ばし続け
ております。

事業内容
アルミダイカスト鋳造、機械加工、組
立

その他にもこんなものを造っています！アルミダイカストにて様々な分野の製品を作っています！
鋳造工場は125t～350t合計8台の鋳造機及び、溶湯の自動搬送設備、真空装置を保持。
加工工場はMC／NC約100台の設備を保有し、多品種生産対応をしています。
・4輪部品

・2輪部品

・カメラ部品

・総削り品

・電装部品

・その他部品
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認証年度：令和２(2020)年度

金属製品

アークテック株式会社
〒321-0202

お問い合わせ先

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-11-16 TEL: 0282-86-0276

http://www.arktech.co.jp/index.html

FAX: 0282-86-0365

Email: eigyou@arktech.co.jp

東武宇都宮線おもちゃのまち駅より徒歩15分、壬生ICから5分

ここがセールスポイント 一貫生産を行っています！
当社は、設計・加工・組立・表面処理まで「一貫生産」を行う精密板金加工の会社です。
会社概要
代表者名 荒川 吉朗
資本金

1,000万円

年商

5.8億円

わが社の生産体制にはこんな特徴があります！
試作・少量生産から量産品まで、お客様のニーズに応えた生産
が可能です。フィリピンを拠点としたアークテックフィリピンとの連
携により、海外調達を検討しているお客様のお力になります。

従業員数 32名
設立

昭和44年5月

取得規格 ISO9001

主な拠点

(左)工作機械カバー
（右）工作機械

拠点：本社、第１・２・３工場（壬生
町）、その他工場（小山市・下野
市）、子会社（アークテックフィリピ
ン）

社長からのメッセージ

事業内容
精密板金加工

代表取締役
荒川 吉朗

主にこんなものを造っています！

当社は、先代の創業から今年で57年を迎えました。この間に、鉄道信号関
連様ならびに半導体、医療機器関連各社様とお取り引きさせていただいて
おります。企業を取り巻く環境は時々刻々と変化しており、お客様のニーズ
は多種多様に亘っておりますが、“モノづくり”の原則はもちろん、お客様へ
の改善提案や、新技術導入、共同開発新規開発製品の試作など、細かい
ニーズに応えられる様、多品種少量生産から量産までの一貫した受注生産
体制を整えております。

精密板金部品を造っています！

鉄道信号関係部品をはじめとし、半導体製造装置、航空機内装部品、医療機器系、物流機器関係などの精密部品か
ら大物部品まで様々な加工を得意とし、試作・少量多品種～量産まで幅広く対応しております。
また、それらの技術を活かしたステンレス製の洗浄カゴや部品整列パレットの製作も行っており、お客様のご要望に合
わせた製品をご提供致します。
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金属製品

株式会社アイ・シイ・エス
〒322-0603

お問い合わせ先

栃木県栃木市西方町本郷623

TEL:0282-92-7881

https://www.ics-21.com/

Email: ohshima-m@ics-21.com

FAX:0282-92-8787

北関東自動車道 都賀ICから2.6ｋｍ 東武鉄道栃木駅から車で２５分

ここがセールスポイント 国内トップクラスの高密着皮膜
当社のドライコーティングは高い密着性を有し、剥がれ難い点に特長があります。
会社概要
代表者名 新川 和生
資本金

2.2億円

年商

50億円

わが社の《理容器具へのコーティング加工技術》にはこんな特徴があります！
当社のドライコーティング技術を電気バリカン、電気シェーバー
等、理容器具に応用したものです。コーティングの優れた摺動
性、耐摩耗性及び装飾性の特長が生かされています。コーティ
ング皮膜の種類は密着性に優れたDLC（ダイヤモンドライクカー
ボン）やTiNが使われています。

従業員数 200名（パート含む）
設立

1973年8月

取得規格 ISO9001 JISQ9100 Nadcap

主な拠点・主要取引先
拠点： 本社・神奈川工場（神奈川県愛甲郡）
栃木工場（栃木市）、新潟工場（新潟市）、ベト
ナム工場
取引先： 自動車メーカ、自動車関連メーカ、
航空機関連メーカ、産業機器メーカなど多数

事業内容
金属製品・部品の真空・雰囲気熱処理
加工、コーティング加工、溶射加工

バリカン刃へのコーティング

社長からのメッセージ
当社は、真空炉を使った熱処理、表面改質の分野でお客様のニーズに合っ
た機能をお届けする「外注工程」です。設備は特殊工程として管理し、材料
部品の機能・特性の引き出しに傾注しております。そのため管理能力と技術
の融合こそが私共ICSの力となっております。守るべきものは守りながら、新
しい技術開発にチャレンジいたしております。、現状では物足らない特性・機
代表取締役社長 能を是非投げかけてください。ご一緒に取り組ませていただき、成果につな
新川 和生
げるお手伝いをさせていただきます。

その他にもこんなものを造っています！ 熱処理、ロウ付け、コーティングおよび溶射加工
当社では、真空・雰囲気熱処理加工、DLC、PVDコーティング加工、および溶射加工を行っています。
□真空・雰囲気熱処理加工
自動車、航空機用部品、家電・OAなど産業機器部品などについて
真空、雰囲気下で熱処理加工を行うため、表面が光輝に仕上がり
ます。試作から量産まで対応できます。
□ろう付け加工/拡散接合加工
熱処理設備を活用した炉中ろう付けも行っています。自動車部品
や熱交換部品など、小型から大型品まで対応しています。また接合
材を使わない拡散接合も行っています。
□コーティング加工
自動車部品、産業機器部品、生産装置部品などにコーティングを
施すことで、高摺動性、耐摩耗性などを付与することが出来、長寿
命化・高機能化が図れます。当社ではDLCを始め、PVD等で目的、
使用環境に合わせたコーティング皮膜を提供します。

真空熱処理炉例

□溶射加工
当社では素材表面に金属・セラミック等の材料を溶融噴射して高
品質な皮膜を形成させます。耐摩耗、耐熱、電気絶縁、耐食など
の機能を向上させます。
コーティング例（自動車部品）
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金属製品

株式会社カナメ
〒321-0905

お問い合わせ先

宇都宮市平出工業団地38-52

TEL:028-660-3831

http://www.caname.net/

Email:info@caname.net

FAX:028-660-3832

JR宇都宮駅からバスで15分

ここがセールスポイント 屋根のプロだからこそ実現できる技術力に自信あり！
当社は、金属屋根材を開発・製造から販売・施工までを一貫して行うビジネスモデルです。全工程におけるあらゆる課
題に対して、社訓『創意挑戦』で解決してきた50年の歴史があります。
会社概要
代表者名 吉原 正博
資本金

8,800万円

年商

40.6億円

わが社の《既存屋根の通気断熱改修工法》にはこんな特徴があります！
既存屋根の上に、通気溝を設けた高断熱ボードおよび新設屋根材を
かぶせるカバー工法です。
持続可能な社会づくりの一環として、既存の公共施設/大型施設でも
改修して長寿命化を目指す流れができつつあります。そのような背景を
受け、既存屋根をそのままに、その上に高断熱ボードおよび新設屋根
材をかぶせる通気断熱改修工法を開発しました。
特許出願および登録済み： 特許 第6428653号、特願2019-173917、特
願2019-173918

従業員数 130名
設立

昭和46年10月

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（宇都宮市）、那須工場（大田
原市）、喜多方工場（福島県喜多方市）、
関東支店（矢板市）、東京営業所（東京
都台東区）ほか
取引先：

事業内容
金属屋根および太陽光発電システ
ムの開発・製造・販売・施工

通気断熱65

社長からのメッセージ
栃木発のものづくり企業として、全国への製品とサービスの提供を通
じて、皆様の暮らしの安全・快適、社会貢献を果たすべく日々研鑽し
ております。
また、近年では持続可能な社会の実現のためにSDGs思想を取り込
代表取締役社長 み、環境に優しい屋根改修の製品開発にも注力しております。
吉原 正博

その他にもこんなものを造っています！ カナメ チタン段付本瓦葺き
チタンを使用した屋根はその強度ゆえ、複雑な加工ができず、平葺きが主でした。カナメではチタン屋根専用に新たな
金型の開発と鋼板メーカーの技術革新により、伝統的な屋根である段付き本瓦の重厚なたたずまいをチタンにて再現
することに成功しました。
その再現性、意匠性を評価され、多くの寺院様、神社様など伝統建築でご採用頂いております。
チタンは瓦と比べ軽量のため、建物や駆体にかかる負担が軽減されます。しっかり固定されているため、落下の心配
もなく、訪れる参拝客の安全も確保されます。
雨仕舞も綿密に設計されているので、雨漏りの心配もありません。
【完全チタン製】
屋根面はもちろんのこと、棟、鬼瓦などの役物も含め、全てチタンを使用した完全チタン屋根を実現しています。材料
を統一することにより、素材の劣化を防ぎ、長年に渡り変わらぬ美しさを保ちます。
【チタンカナメ段付本瓦葺き】
複雑かつ荘厳なたたずまい。伝統の美が取り込まれた、
今までの社寺建築にはない新しい屋根です。
意匠性、耐久性等をご評価頂き、浅草寺様 本堂・宝蔵門をはじめ、
多くの御寺院様にチタン屋根を採用頂いております。
【主な受賞歴】
ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞受賞
福島県 うつくしまものづくり大賞最高賞受賞
金属素材美的評価賞
大谷美術館賞受賞
※すべて東京都台東区 浅草寺様宝蔵門での受賞。
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金属製品

金子メディックス株式会社
〒329-2703

お問い合わせ先

那須塩原市槻沢342-17

TEL:0287-36-6688

www.kaneko-medix.co.jp

Email: sakashita@kaneko-medix.co.jp

FAX:0287-36-5827

ＪＲ西那須野駅から徒歩30分、西那須野塩原ICから20分

ここがセールスポイント 注射針そのものが営業マンです
昭和37年起業、47年法人設立以来一貫して医療用注射針の製造、加工技術を蓄積して参りました。切れ味抵抗の低
減、注射針としての安全性を追求し、多品種少量、加工難易度の高い針を得意としています。
会社概要
代表者名 坂下 武芳

わが社の《電解インプロセスドレッシング（ELID）研削法による注射針の穴空け加工技
術》にはこんな特徴があります！

平成24年度ものつくり補助事業で取り組んだ「電解インプロセス
ドレッシング（ELID）研削法による注射針の穴空け加工技術の開
年商
29億9千万円（2020年5月）
発」を応用し、安定したスリットが実現出来ました。
従業員数 206
さらにELID研削加工では、SUS304材の電気分解を伴わないた
め、特定有害産業廃棄物に指定される六価クロムの発生はほと
設立
1972
んどなく、基準の5ppm以下であり、EMG研削法に比較し、スリッ
取得規格 ISO13485
ト幅に高い安定性、廃液コストの削減に貢献することが出来まし
ELID加工によるスリット た。
主な拠点・主要取引先
資本金

9,500万円

取引先
テルモ甲府、愛鷹、富士宮工場
テルモ山口、東郷メディキット、日本
コビディエン、朝日インテック、ジャ
パンディスポ他

事業内容
金属製品：医療用特殊注射針製造

社長からのメッセージ
当社の品質方針である「お客様に信頼される製品を提供する」を展開し、供給責任を
果たし、貢献・使命を以て目標・ビジョンの実現に邁進します。 特にお客様が必要とす
る困難な針仕様には果断に挑戦し続け、また、生産活動におけるインプット、アウトプッ
トを点検し、生産環境、地域環境、自然環境を意識したものづくりを推進し、社会への
責任を果たす取り組みもしています。

その他にもこんなものを造っています！ 極細0.16注射針の製造/加工難易度の高い注射針
● 医療用特殊注射針を得意とし、安全機能を起動するバンプ加工留置針、AVF針、透析留置針、献血用針、採血
針、生検針、麻酔針、美容整形針、コアリング防止針、採卵針、などのほか、外針に内針が同軸上に電気的に絶縁さ
れた状態で、バックカット形状を形成する電極針の生産もします。 全長公差±0.2mm、外径0.16の極細針まで安定生
産が可能。
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金属製品

株式会社鎌田スプリング
〒322-0026

お問い合わせ先

鹿沼市茂呂字芝ノ内252-37

TEL:0289-76-1212

http://www.kamada-spring.com

Email: fkamada@kamada-spring.com

FAX:0289-76-1215

JR鹿沼駅から車３０分、鹿沼インターチェンジより車５分

ここがセールスポイント 猪、鹿用のくくり罠を改良してキョンの捕獲も可能にしました！
千葉県を中心に繁殖している外来種であるキョン捕獲のため、千葉県立博物館のご協力の下、キョンの脚の細さ、特
徴を研究。従来販売していた猪、鹿用のくくり罠を改良してキョン捕獲にも対応するくくり罠を開発。
会社概要
代表者名 鎌田 文生
資本金

2,000万円

年商

10億円

わが社の《足くくり罠「猪鹿キョン」》にはこんな特徴があります！
１．足首が無く割りばしのように細いキョンの足でもワイヤーで
くくった際に足が抜けないよう、バネ圧を上げました。
２．バネの素材に特殊材を使用することで、強度を増しバネ圧の
強化と足の高い位置でくくることの出来る罠を実現しました。
３．体重の軽いキョンに対応するため、軽量でも反応するよう、
改良致しました。

従業員数 87名
設立

1957年5月

取得規格 ISO9001,14001,13485

主な拠点・主要取引先

イノシカキョン外観

【主な拠点】
鹿沼工場S棟および鹿沼工場M棟
【主要取引先】
富士フィルムテクノプロダクツ、
沖電気 他

事業内容
各種ばね製造・販売、医療用部品、
医療用注射針の製造・販売、自社
開発商品の製造・販売

代表取締役
鎌田 文生

社長からのメッセージ
近年、環境変化とともに猪、鹿といった害獣駆除にひとかたならぬ
エネルギーを傾注しなければならない時代になりました。外来種
であるキョンはその繁殖力の高さゆえ、千葉県や伊豆大島等で
繁殖を続け、駆除に割くエネルギーもかなり必要とされます。
わが社の開発した「猪鹿キョン」が地域の環境保全に必ずや
大きな力を発揮し、皆様のお役に立つものと思います。

各種ばね・注射針・医療部品からｶﾗｽ除けやﾒﾀﾞｶの産卵用

その他にもこんなものを造っています！ ﾄﾝﾈﾙまで様々な「ものづくり」に挑戦中！
■各種ばね
車用、銀行ATM用、コンビニのコーヒーマシン用など、私たちの生活を支える機械の中に
使用される様々なばねから顕微鏡で確認できるほどの微小な精密ばねを作っています。
■医療用注射針・医療部品
各種医療用注射針や内視鏡用洗浄ブラシ、その他医療用部品の製造・販売

■自社開発商品
・カラス除け「いやがらす」 不規則な動きと光の反射と音でカラスを寄せ付けません！
宇都宮大学 医学・農学博士の杉田教授との共同開発で生まれました。
・メダカ産卵用とんねる ばねをトンネルにして人工のシュロをばねの内側に挿入した産卵用
トンネルです。ばねの太さや内側に挿入する素材など、専門家の意見を基に改良を重ねて
理想的な商品となりました。
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金属製品

株式会社川崎精工所
〒321-0202

お問い合わせ先

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-3-11 TEL:0282-85-5555

https://www.kawasaki-seikosho.co.jp/

FAX:0282-56-5558

Email:arakawa@kawasaki-seikosho.co.jp

JR石橋駅から車12分、東武おもちゃのまち駅から徒歩15分

ここがセールスポイント 一貫生産対応が可能です。
製品開発の協力、材料調達、プレス加工、溶接加工、表面処理（協力メーカー）まで一貫しての生産対応が可能です。
創業98年で培ってきた技術と経験でお客様のご要望にお応えさせて頂きます。

会社概要
代表者名 寺島 一嘉
資本金

2,000万円

年商

12億円

わが社の《板厚の異なる２枚重ね（２層式）の絞り加工》にはこんな特徴があります！
写真は自動車の遮熱部品で、板厚の異なる2つの部品で構成さ
れている製品で、2層間にできる僅かな空間を利用し遮熱する部
品です。
弊社では平板の状態で2枚を重ね、同時に加工する事で加工費
を削減しています。

従業員数 59名
設立

大正11年

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（栃木県）
取引先：マレリ㈱、日新工業㈱、三
池工業㈱、㈱オーツカ、南海金属
㈱、BXカネシン㈱

遮熱部品

（顔写真）

社長からのメッセージ
製品開発時のご相談から試作、量産まで対応させて頂きますので、
まずはお声をお掛け下さい。

事業内容
金属プレス加工業

代表取締役社長
寺島 一嘉

創業以来 「物作り」

その他にもこんなものを造っています！

自動車部品だけでなく、建築部品や産業機器等の製品も、お取り扱いさせて頂いております。
材質は鉄（ハイテン・バネ鋼）、ステンレス、アルミ、板厚は0.5mmから6.0mmまで、製品の大きさはA3用紙サイズまでが
メインですが、これ以上の大きさでも対応可能です。
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金属製品

協立機興株式会社
〒327-0508

お問い合わせ先

佐野市鉢木町１３-３３

TEL: ０２８３-８５-４１２１ FAX: ０２８３-８５-２６１５

http://www.kyoritsu-kiko.co.jp

Email: kyoritsu@kyoritsu-kiko.co.jp

東武佐野線「葛生駅」からタクシーで約7分 東北自動車道「栃木I.C.」から約20分

ここがセールスポイント
横型、縦型、門型、同時５軸等のマシニングセンター合計73台を活用し、大量受注から多品種小ロット、試作等幅広
いニーズに対応。
会社概要
代表者名 齋藤 誠司
資本金

３,０００万円

年商

２９．３億円

わが社の《航空機部品等の高精度加工技術》にはこんな特徴があります！

航空機部品等の高精度加工技術
素材の準備から加工までを専門のオペレーターが行いま
す。より高度な加工に関しては、マシニングセンターに精通
している1級機械加工技能士（マシニングセンター作業）が
作業を行います。

従業員数 １４３名
設立

昭和４７年７月

取得規格

主な拠点・主要取引先
竹中製作所、キャノン、SMC、UACJ
鋳鍛、アーレスティ栃木、川崎重工
業、旭精機工業、旭金属工業

社長からのメッセージ
「地元に還元」の気持ちを持って、社員が栃木で豊かに生活できる基
盤を作り続けています。
お客様に買って良かったと思っていただける製品を提供します。

事業内容
精密部品の切削加工（主にアルミ・
SUS）

代表取締役
齋藤 誠司

その他にもこんなものを造っています！

大型マシニングセンターを使用し、最大７ｍの長物まで加工することができま
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金属製品

株式会社清国
〒326-0141

お問い合わせ先

栃木県足利市小俣町2690-1

TEL:0284-62-0513

http://www.kiyokuni.com/

Email: info_f@kiyokuni.com

FAX:0284-62-8887

JR 小俣駅から徒歩15分、太田桐生ICから8Km

ここがセールスポイント

国内外5か国9工場を保有する、総合パーツメーカー

清国グループは、金属製品加工の分野において、設計から商品化にいたるまで一貫した生産体制とワールドワイド
な供給体制により、多彩なサービスの提供が可能です。
会社概要
代表者名 丸山 徹也

わが社の《超高張力鋼板の最適冷間プレス加工技術》にはこんな特徴があります！

資本金

2000万円

超高張力鋼板の最適冷間プレス加工技術

年商

25億

わが社独自のダブル・タイムラグ工法により、超高張力鋼板の加工時
に発生する金型の熱上昇を抑え、生産性と高品質を両立することが可
能となりました。従来の工法と比べ飛躍的に生産性が向上し、コスト削
減に成功しました。
この技術がお客様に高く評価され、自動車部品を中心に、たくさんの分
野で採用いただいております。

従業員数 130名
設立

平成16年4月

取得規格 ISO9001 ISO14001

主な拠点・主要取引先
生産拠点：国内（足利市）、中国（3
工場）、インドネシア（3工場）、マ
レーシア、イギリス
取引先：エプソン 富士ゼロックス
パナソニック 東プレ

事務機器部品

社長からのメッセージ

清国グループは創業以来、日々変わり続けるお客様のニーズに対応し、時代に即応した生産
体制を追求し続けて参りました。1987年の英国工場開設に始まり、中国、インドネシア、マレー
シアへと展開し、国内外に9つの生産工場を設けその活動の場を全世界へと広げ、各拠点がそ
れぞれの市場で勝ち続ける企業形態を形成致しました。そして、グループ企業として成長した今
事業内容
だからこそ「原点回帰」、当社の原点であるプレス及び金型というモノづくりの基本に立ち返り、
事務機器・自動車、家電のパーツ及びユ
グループ一丸となって更なる技術を追求し、常に発展し続ける企業を目指しております。
ニット製造開発・業務用コーヒーサー
バーの製造販売

試作品・金型及び治具・コーヒーサーバーの製造販売も

その他にもこんなものを造っています！ 行っております
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認証年度：令和２(2020)年度
こうわ

金属製造

株式会社晃和
〒327-0812

お問い合わせ先

栃木県佐野市町谷町2943

TEL: 0283-22-9853

http://www.kohwa-sss.co.jp/

Email: info@kohwa-sss.co.jp

FAX: 0283-22-9854

東北自動車道佐野ICから約6㎞

ここがセールスポイント

当社は製造、表面処理、梱包、配送までを一貫して行っておりま
す。

当社は材料購入から社内設備にて金属加工を行い、更に表面処理、梱包、配送までを自社にて一貫したいわゆるAtoZでの商品
提供サービスを行っております。お客様のニースに沿って商品開発から携わり、技術提案型の営業を行っております。

会社概要
代表者名 小椋晃雄
資本金

5040万円

年商

20億円

わが社の《クロムフリー塗料振り切り機及び回転制御盤》にはこんな特徴があります！
これまで止まり孔形状を有する極小部品に対し、クロムフリー塗
料を塗布することは液だまりなどの不具合から不可能と考えられ
ていました。
弊社は、遠心分離機、特殊バスケット、回転制御盤を自社開発
することで、液だまりが少ない状態で塗布することを可能にしま
した。

従業員数 79名
設立

昭和48年12月10日

取得規格 ISO9001:14001

主な拠点・主要取引先
本社(佐野市) 大平工場(栃木市)・
住友林業株式会社 テクノコンテン
ツ株式会社

表面処理をした製品

社長からのメッセージ
お客様のニーズや期待にお応えします。是非、ご用命ください。

事業内容
金属製品 製造販売

その他にもこんなものを造っています！

鍛造、切削、切断、曲げ等加工全般行っております。
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認証年度：令和２(2020)年度
こばやしせいさくしょ

金属製品

株式会社小林製作所
〒322-0305

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市口粟野1709-1

TEL:0289-85-3270

www.kobayashi-up.co.jp

Email:seiichro@kobayashi-up.co.jp

FAX:0289-85-3884

栃木インターから25分、都賀インターから20分

ここがセールスポイント ３μ～５μの超高精度加工が可能です！
加工設備：複合旋盤、マシニングセンタ-、複合自動盤等
検査環境：空調測定室
会社概要
代表者名 小林賢史
資本金

800万

年商

2.5千万

わが社の《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》にはこんな特徴があります！
1、難切削材（SUS３１６L・チタン・ス-パ-インバ-等）品の高精度
加工
2、歪
みやすい肉薄形状品の高精度加工
3、バリを出さない加工技術
自信あります。

従業員数 24名
設立

昭和45年4月

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（鹿沼市）
取引先：光学機器・医療機器他

事業内容

肉薄切削部品

社長からのメッセージ
当社は50年磨きあげた高精度加工技術を光学機器、医療機器、測定計測機器、セン
サ-機器等に生かしお客様の共同開発にも参加して、私たちが加工した製品がお得意
先工場のラインの中で組立作業者の方から小林製作所の加工品はバリがなく・外観が
きれいで加工品質のバラツキがなく“組み立てやすいよ！”言ってもらうこと。

精密部品加工

『組み立てやすいね！』のために全力をつく
その他にもこんなものを造っています！ お客様から
します
(セールスポイントの説明） 多品種少量生産・高精度加工品を自社技術とネットワ-ク（切削・放電・ワイヤ－カット・研
磨・熱処理・塗装・溶接・各種表面処理 等）で一元化加工生産にてお客様に提供している。
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認証年度：令和２(2020)年度
さとう

金属製品

こうき

せいさく しょ

株式会社佐藤光機製作所
〒329-2733

お問い合わせ先

栃木県那須塩原市二区町339-79

TEL:0287-38-0931

http://www.satokouki.jp/about.html

Email:satokouki@nifty.com

FAX:0287-38-0932

JR西那須野駅から徒歩25分。那須塩原ICから5km

ここがセールスポイント 通信機器部品、光学機械部品加工の高精度加工の短納期対応
当社は昭和47年の設立以来、通信機器を中心に精密機械金属の加工を行っており、アルミ、真鍮の加工を得意として
おり、約1週間程度での製造出荷が可能です。
会社概要
代表者名 佐藤宗明
資本金

1,000万円

年商

2億1千万円

従業員数 26名（パート含む）
設立

昭和47年2月

取得規格 ISO9001・ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（那須塩原市）
主要取引先：富士通（㈱、㈱オリエ
ントマイクロウェーブ

事業内容
精密機械金属の加工

わが社の認証技術にはこんな特徴があります！
大手通信メーカーからの試作を長年対応した経験から蓄積した
[迅速かつ正確な品質管理体制]を整えております。
お客様の試作品や
例えば加工内部内側の穴の専用バリ取り工具は社内製作して、
独自の製品が
他社よりもきめ細かい仕上げ管理を行っております。さらにネジ
主なため写真は
や下穴径の測定ゲージを充実させること、各作業工程を把握し
掲載できません。
ている技術者を検査部門に配置することで、絶えず品質管理を
心掛ける現場環境を保っており、妥協のない[迅速かつ正確な品
質管理体制]には自信があります。
社長からのメッセージ
当社は機械加工から処理までの一貫生産を行っており、図面を頂い
てからの短納期での対応には自信を持っております。CAD/CAMシス
テム（5台)技術者7名・マシンニングセンター(18台)技術者12名・専任
仕上げ者5名でPG作成から製品完成まで迅速且つ柔軟に対応して
代表取締役社長 おります。今後も従業員の技術の向上を目指し、お客様の高い信頼
を得ることができるよう企業努力を継続してまいります。
佐藤 宗明

その他にもこんなものを造っています！
亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、A6063材による押し出し加工品につきましても
対応しておりますので、ご相談ください。
（残念ながら客先との契約によりサンプル等の写真掲載は出来ません。）
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認証年度：令和２(2020)年度
しのはらせいさくしょ

金属製品

株式会社篠原製作所
〒322-0022

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市東町2-1-22

TEL:0289-62-6155

http://ｗｗｗ.shinosei.com

Email:info@shinosei.com

FAX:0289-65-5825

JR鹿沼駅から徒歩15分 鹿沼ICから5Km

ここがセールスポイント 材料調達から加工品、装置製造まで。幅広く様々な依頼に対応！
素材から加工品、装置製造まですべて一貫生産で行っており、自社対応が可能です。
SS･SUS･BS･AL･樹脂など様々な材質加工に対応、少量多品種、短納期といった厳しいニーズにも対応できるのが強みです。

会社概要
代表者名 篠原 尉浩
資本金

わが社の《電動CBR試験機》にはこんな特徴があります！
JIS-A1211 CBR試験方法に基づく、CBR試験機において、操作
性の向上と、最大容量を50KNから100KNまでとし、標準の物から
高強度試料にまで対応した。
簡単な操作性、軽量、省スペース、低価格により、小規模な試験
室等での使用が可能、また、知識が豊富なベテランだけでなく、
経験の少ない人でも扱えるため、技術や人の継承に役立ちま
す。

1,000万円

年商
従業員数 17名
設立

昭和27年4月8日

取得規格

主な拠点・主要取引先

電動CBR試験機

拠点：栃木県鹿沼市
主要取引先：
㈱東京篠原､㈱吉田製作所
㈱離合社､㈱ﾌﾛｲﾝﾃｯｸ

社長からのメッセージ
ものづくりの便利屋として社会に貢献！

事業内容
切削（複合機 旋盤 ﾌﾗｲｽ ﾏｼﾆﾝｸﾞ)･
板金溶接･ﾛｳ付

篠原 尉浩

その他にもこんなものを造っています！

省力化機械やその他の機械装置をお客様のご要
望通りに製造することができます。

これまで培った豊富な機械製造技術で、より高性能な装置製造を実現します。
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認証年度：令和２(2020)年度

金属製品

シンテックス株式会社
〒329-1412

お問い合わせ先

さくら市喜連川 １１１４

TEL: 028-686-6353

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

Email: webeditor@syntex.co.jp

FAX: 028-686-6128

JR宇都宮線の氏家駅から車で２５分

ここがセールスポイント
日本の住宅の特徴として必ず上がりかまち（土間と床との段差）があり、車いす生活になった方の外出・帰宅の障害になっていました。さらに高
台の住宅の場合、玄関までのアプローチに段差があり’生活への障害となっていました。段差解消機『タスカルりふと』は車いすにてこれらの段
差を容易に移動できる製品です。

会社概要
代表者名 八木澤 穣
資本金

５,０００万円

年商

１５億円

わが社の《段差解消機》にはこんな特徴があります！
段差解消機の揚程は６５ｃｍ、１００ｃｍ、１５０ｃｍ、２４０ｃｍの４
種類を製品化し、ほとんどの家庭の要求を満たすとともに、遮断
棒と乗込みスロープ、家へのブリッジをすべて電動化し、車いす
利用者の自立した生活をサポートします。

従業員数 ９５名
設立

昭和４６年７月

取得規格 ISO９００１認証

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（さくら市） 横浜営業所
取引先： 昇降機関連 販売代理店
東芝エネルギーシステムズ株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
東芝インフラシステムズ株式会社
株式会社トプコン

段差解消機：DA-240

社長からのメッセージ
（顔写真）

我々は、お客様に愛される持続可能な製品とサービスを提供致しま
す。

事業内容
機械精密板金加工／いす式階段昇
降機、段差解消機の製造販売

代表取締役
八木澤 穣

その他にもこんなものを造っています！ １．いす式階段昇降機 ２．板金部品製造
１．いす式階段昇降機
シンテックス株式会社は階段昇降機・段差解消機の製造メーカーです。
いす式階段昇降機『タスカル』を開発、設計、製造しており、国内シェアの25%を占めています。誕生以来、一貫として国
内生産にこだわり、お客様に安心と安全、そして快適な生活を提供できる商品として生産してまいりました。一般のご
家庭のみならず公共施設等にも多数納入実績があります。
２．板金部品製造
当社は1971年に創業し、以来、医療、送変電機器等の機械板金部品を、システム化した体制で、多品種少量生産し
ています。50年に亘る精密板金加工の技術と知識を生かした物作りを主体とし、最新の工作機械を駆使したオールイ
ンワンの加工を得意とした会社です。送変電機器の大型加工部品から、医療機器向けの微細な精密板金部品やユ
ニット品を供給しています。金属製品の製作や試作品製作は是非弊社までご連絡ください。もちろんお見積は無料で
す。
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認証年度：令和２(2020)年度
しん わ

金属製品

こうぎょう

神和アルミ工業株式会社
〒321-4346

お問い合わせ先

栃木県真岡市松山町１１－１

０２８５－８２－９１２１

https://www.shinwa-al.co.jp/

Email： information@shinwa-al.co.jp

０２８５－８４－６９１５

JR石橋駅から車で15分、真岡ICから４ｋｍ

ここがセールスポイント アルミ板材料の調達から切断、機械加工まで一元化できます。
フットワークを生かしたアルミ材料の販売、最大６２０㎜、最小０．１㎜厚を可能とする切断技術、５軸、５面加工を得意
とし最大４ｍ×８ｍの大きさを可能とする機械加工技術を持ち合わせています。
会社概要
代表者名 神保 宗博
資本金

１，０００万円

年商

３５億円

わが社の《水冷型ヒートシンク量産技術》にはこんな特徴があります！
当社の量産型水冷型ヒートシンクは、切削性に優れたダイヤ工
具を用いた機械加工ラインにより冷却ピンを成形し、電装部品と
して重要な異物混入を防止するための切粉・バリ除去を独自の
洗浄ラインで行っています。
また、水冷式に対応したジャケット組立ライン、画像寸法検査
及びリーク試験を用いた検査システムによる品質保証体制で、
自動車分野に採用されている。

従業員数 １６５名（パート含む）
設立

昭和５０年

取得規格 JISQ9100、ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社、本社・北・長田工場（真岡
市）、営業所（真岡市、太田市、水戸市）
取引先：㈱神戸製鋼所真岡製造所、大
安製造所、㈱SUBARU宇都宮製作所、
㈱ＵＡＣＪ、神鋼商事㈱、三菱電機㈱

事業内容
アルミ切板販売
アルミ・チタン板材の切断、機械加工

量産ヒートシンク

社長からのメッセージ
当社は、自動車パネル材の切断事業、液晶半導体の製造装置・自動車電
装部品の機械加工事業、航空機用材料の切断・機械加工事業を主体に、船
舶・車両、さらには新規用途の開発及び実用化を進めています。また、未知
の課題に応えられるソリューションを視野に入れた”高品質”なものづくりを
目指す、日々の研鑽も忘れません。
代表取締役社長
それは、人々の夢を実現する社会の発展に貢献すること。私たちは、夢を
神保 宗博
形にできる、”社会品質のものづくり”への可能性に挑戦し続けます。

ウォータージェットによるチタン材の切断も行っています。

その他にもこんなものを造っています！ 造形技術の構築を目指し３Ｄスキャン、プリンターを導入。
当社では、航空機部品に広く用いられているチタン材料を
５軸ウォータージェット装置で定寸切断しています。
特徴として、チタン材のような高硬度の材料切断が可能で
あり、５軸ならではの形状に合わせた切断が出来るので、
余材が削減され効率の良い材料取りが出来るので、アルミ
材料での切断にも活かされています。
今後も、ウォータージェット切断の特徴を活かした切断技術
の向上に取り組んで参ります。

アルミ材の効率切断

チタン材の異形切断

また、当社では航空機部品加工で培った３次元加工を得意
としており、その切削技術だけでなく造形技術への取り組みを
始めました。先ずは、３Ｄプリンターとしては樹脂用ではありま
すが、造形技術への一歩を進めております。また、３Ｄｽｷｬﾅｰ
も合わせて導入しましたので、実物形状の再現が可能です。
今後も、切削技術に限らず世の中のニーズに合わせた技術
開発に取り組んで参ります。
３Ｄプリンター装置

イチゴ造形品
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認証年度：令和２(2020)年度
金属製品

株式会社スズキプレシオン
〒322-0251

お問い合わせ先

鹿沼市野尻113-2

TEL:0289-65-6001

http://www.precion.co.jp

Email: y.morita@s-precion.com

FAX:0289-62-8084

新鹿沼駅よりタクシーで約5分、鹿沼ICより約20分

ここがセールスポイント
チタン切削加工をはじめ、あらゆる金属切削加工に対応。医療機器の製造販売から産業機器の製造販売を行ってい
る。
会社概要
代表者名 代表取締役 鈴木拓也
資本金

3,000万円

年商
従業員数 50名

わが社の《ＣＮＣ自動旋盤用４倍速回転工具 アイビー・スピンドル》にはこんな特徴が
あります！
CNC自動旋盤用4倍速回転工具 アイビー・スピンドルは、社内
での加工効率を上げる為に開発した製品である。自動車部品の
量産加工、医療機器部品での微細加工品を加工する際、有効
的な製品となっている。

設立
取得規格 ISO13485：2016

主な拠点・主要取引先
社長からのメッセージ
モノづくり企業として医療機器産業を通じて社会に貢献し社員の幸福を実現する。
事業内容
金属切削加工受託製造、医療機器
製造・販売、産業機器製造・販売
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認証年度：令和２(2020)年度
た の い

金属製品

株式会社TANOI
〒322-0026

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市茂呂811-5

TEL: 0289-76-1468

http://www.tanoi-inc.com

Email: tanoi@tanoi-inc.com

FAX: 0289-76-1469

JR宇都宮駅から車で25分、鹿沼ICから車で5分

ここがセールスポイント 医療機器にも採用される超精密部品を量産できる珍しい会社
『ものづくり』絶対至上主義！』 ベトナムでも妥協なし世界レベル品質をグローバルにご提供しています。
創業70年、医療機器の精密部品を主として、今ではダウンサイジングターボやFCV向けの量産加工にも力を入れております。我々の技をさらに進化させ世界で
通用する『モノヅクリ』を確立させる事を使命と考え、技術特化の日本のマザー工場と、コスト競争力あるベトナムの製造拠点で事業展開しております。

会社概要
代表者名 田野井 純一
資本金

9,000万円

年商

10億円

わが社の《国内外の生産供給力やその加工技術》にはこんな特徴があります！
１ケ～１００万個/月まで幅広く生産対応できる町工場発グロー
バルカンパニー。医療及び車両ターボ業界で培ったニッチで高
度な加工技術を駆使し、ベトナムでも世界レベルの品質を低価
格でご提供しています。主に医療機器、車両ターボ、半導体製
造装置、ロボット装置、光学機器、食品機械、産業用機器等の基
幹部品で弊社の技術が国内外で多く採用されています。他社で
は対応が難しい案件はぜひご用命ください。

従業員数 30人（国内）
設立

1953年6月

取得規格 ISO9001 IATF16949

主な拠点・主要取引先
本社（鹿沼市）
マザー工場（鹿沼）
メディカル工場（ベトナム）
ターボ工場（ベトナム）
ダナン工場（ベトナム）

精密部品

社長からのメッセージ
（顔写真）

事業内容
・精密部品製造
・グローバルサプライチェーンサポート

代表取締役社長
田野井 純一

私自身、企業の更なる発展のためにグローバル化に向けて日々奮闘中です。変化
しようとする努力に対して社内外の反対勢力は少なからずあります。しかし今グロー
バル化を進めなければ、企業そして社員やその家族に明日は無いという現実に対
して背を向けるつもりはありません。それを断行していくことが株式会社TANOIの3
代目の社長としての責務であり、私個人に課さられた使命であると受け止めており
ます。 株式会社TANOIは世界で通用する「モノヅクリ」を確立し、これからも日本
の基幹産業であり続ける「ものづくり」を強く支えていきます。

・BtoBからBtoCまで1ケからでも製作します。

その他にもこんなものを造っています！ ・社外秘であった実務ノウハウのサービス供給開始。
①弊社で何が得意で何ができないのか？具体的問い合わせの方法は？等のご質問に対して、弊社問い合わせ専用
窓口のWEBサイトを開設しました。 WEBから直接お問合せ出来るようにしております。ぜひご利用ください。
TANOI問い合わせ専用サイト：https://joneholdings.com
・・・・・・・・・・・・・・・加工依頼窓口専用サイト・・・・・・・・・・・・・・・
②弊社の特徴に一つ
はすべて自前で造ること。それは社内で使う機械装置、治工具、副資材、測定機器等はもちろん、機械修繕、海外購
買、国内外物流、社内グループネットワーク構築、社内外ファイル共有システム構築、生産管理システム構築等々多
岐に渡ります。これらを皆様にお役に立てて頂こうと新たなサービス部門を開設しました。現在以下のサービスを開始
を準備中です。
１，海外生産サポートサービス
・委託生産
・現地生産
２，生産現場サポートサービス
・製品検査委託代行
・CNC旋盤回転工具修理
・電解バリ取り
・プルーブ測定
詳しくは以下をご参照下さい。
https://www.jone-hd.com
・・・・・・・・・・・・・・サービス専用サイト・・・・・・・・・・・・・・・
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認証年度：令和２(2020)年度
とうきょう

金属製品

東京フォーミング株式会社
〒326-0327

お問い合わせ先

栃木県足利市羽刈町763-16

TEL:0284-73-3000

http://www.tokyoforming.co.jp/

Email:eigyo-1@tokyoforming.co.jp

FAX:0284-73-3315

東武伊勢崎線 県駅から2km、佐野藤岡ICから13km

ここがセールスポイント ステンレスの加工に自信あり
当社は、１９６３年の創立以来、暖房用給排気筒及び付属管をはじめ様々な分野に部品を供給しており、特にステンレ
スの加工を得意としてます。
会社概要
代表者名 高橋 喜久一
資本金

9,600万円

年商

60億円

わが社の《給排気筒》にはこんな特徴があります！
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
筒製造技術は、厚さ0.3mmのステンレス板材の造管から始まり、
パイプ曲げ加工及びバルジ加工と最終組立加工まで、生産プロ
セスの総てを一貫して担当できる技術力を持っております。

従業員数 200名
設立

昭和38年4月

取得規格 ISO9001/14001

主な拠点・主要取引先

暖房機器用給排気筒

拠点：本社（足利市羽刈町）、久保
田工場（足利市久保田町）
主な取引先：パナソニック㈱、住商メ
タレックス㈱、東京ガスリノベーショ
ン㈱

社長からのメッセージ
私たちは1957年8月創業以来、お客様に喜んでいただけることを原
点に「社会に貢献する存在価値のある会社」を目指して全社をあげ
て努力を重ねてまいりました。当社はこれまでに培った独自の技術を
生かして、魅力ある商品の開発を推進すると共に、安定した品質、ご
代表取締役社長 満足いただける価格、迅速な納期対応をモットーに、お客様各位のご
要望にお応えできるように研鑽努力してまいります。
高橋 喜久一

事業内容
ステンレスをはじめとした金属加工

その他にもこんなものを造っています！ 空調機器・食品機器の部品製造も行っております！
当社では、暖房器及び給湯器に使用される給排気筒や排気管の他に、空調機器の部品（熱交換器、タンク）や食品機
器（熱交換器）等の部品製造も行っております。
さらなる品質向上や価格・納期にご満足いただけるよう製造工程の改善・製造設備の開発等に取り組んでまいりま
す。

空調機器の部品
（熱交換器、タンク）

食品機器の部品
（飲料水の熱交換器）
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認証年度：令和２(2020)年度
にっこう きんぞく

金属製品

日光金属株式会社
〒329-1571

お問い合わせ先

栃木県矢板市片岡2066-2

TEL:0287-47-4581

http://www.nikko-kinzoku.co.jp/

Email:nima@nikko-kinzoku.co.jp

FAX:0287-47-4582

JR片岡駅から徒歩10分、矢板ICから500m

ここがセールスポイント 焼却炉部品の長寿命化技術に強みあり！
当社は、平成元年に創業以来、自動車関連やごみ焼却施設向けに、耐熱鋼・耐摩耗鋼・耐食鋼を強みとし、過酷な環
境で使用される鋳物部品や溶接治具を製造してきました。
会社概要
代表者名 代表取締役 佐藤正太郎
資本金

7,000万円

年商

22億円

従業員数 110名
設立

わが社の《焼却炉部品の長寿命化技術》にはこんな特徴があります！

（製品等写真）

1989年12月

ごみ焼却炉（災害ごみやプラスチックごみの焼却を含む）の火格
子は、炉内の燃焼温度・雰囲気や酸・アルカリ・塩分環境等によ
り腐食進行が異なります。当社は、独自の高温腐食試験装置を
保有し様々な炉に適したNIMA材(当社ブランド)の提供を行いま
す。従来品に対して寿命６倍の火格子製品です。

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社(矢板市)
取引先：ごみ焼却炉施設
自動車関連メーカーなど

製品名：火格子

（顔写真）

事業内容
耐熱鋳造品、耐磨耗鋳造品の製造

代表取締役
佐藤 正太郎

社長からのメッセージ
弊社の研究所は、県内トップクラスの研究設備を有し、長寿命化とい
う継続する課題に積極的に取り組んでいます。特にごみ焼却施設に
ついては、炉内部品の長寿命化により維持費削減にも繋がり、地球
環境にも貢献できるものと考えています。今後とも弊社の製品をご愛
好頂けるよう日々精進して参ります。

その他にもこんなものを造っています！

自動車関連メーカー向け熱処理用治具の製造も
行っています。
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認証年度：令和２(2020)年度
にっぽんたんさんがす

金属製品

日本炭酸瓦斯株式会社
〒328-0111

お問い合わせ：技術部 技術課 橋本暢博

栃木県栃木市都賀町家中4956-2

TEL:0282-27-5205

http://www.ntg.co.jp

Email:hashimoton.qxp@ntg.co.jp

FAX:0282-27-8226

北関東道「都賀IC」から約1.4km 、 東武日光線 家中駅から約2.6km

ここがセールスポイント ミニガスカートリッジ（小型高圧ガス容器）で世界トップクラスのシェアを誇ります。
当社は1917年に創業し、小型のボンベに高圧ガスを充填したミニガスカートリッジとその関連製品の製造販売をしてい
ます。栃木市にある都賀事業所は唯一の生産工場で、ここで製品開発も行っています。
会社概要
代表者名 髙稲 正美
資本金

1億円

年商

19億8千万円

わが社の《小型レギュレーター（減圧弁、圧力調整器）》にはこんな特徴があります！
製品名：小型レギュレーター（減圧弁、圧力調整器）
当社小型ミニガスカートリッジを使用するために、小型ガスカート
リッジのコンセプト（ハンディ、コンパクト）に合わせた小型レギュ
レーターを開発しました。
当社コンセプトが重視される飲料分野などの製品に組み込まれ
て使用されています。

従業員数 106名
設立

1917年6月
ISO9001：2015
取得規格
ISO13485：2016

主な拠点・主要取引先
拠点：都賀事業所（栃木市）
本社（東京都足立区）

小型レギュレーター

社長からのメッセージ
当社では多岐の分野で使われるミニガスカートリッジをここ栃木市で生産し、日本はも
とより世界のユーザーにお届けしています。新たな製品を開発し、快適で便利な生活
に貢献できるよう日々努力しています。

事業内容
ミニガスカートリッジ及び関連製品
の製造・開発

その他にもこんなものを造っています！
小型（100mm前後）のボンベに、炭酸ガス、酸素、窒素、LPG等の高圧ガスを充填したミニガスカートリッジの製造販売
をしています。また、ミニガスカートリッジに充填したガスを、用途に合わせ、使用するためのレギュレーターの製造販
売も行っています。それらの製品は、高圧ガスの特性を利用して、ライフジャケットを膨らましたり、消火器を噴射させ
たり、ビールを注いだりするなど、防災・工業・食品・医療・レジャーなどのさまざまな分野で使用されています。

【ミニガスカートリッジ】

【レギュレーター】
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にっぽん

金属製品

日本プレーテック株式会社
〒329-2756

お問い合わせ先

栃木県那須塩原市西三島7-334

TEL:0287-36-1050

https://www.n-platec.com/

Email:HPよりお問い合わせください。

FAX:0287-36-7167

西那須野塩原ICより車で5分

ここがセールスポイント 表面処理を利用した可能性の開拓
自動車部品などへの安定した技術による量産めっき加工はもとより、試作開発専門部署を創設し、お客様の望む付加
価値を生み出す新しい表面処理技術の開拓を目指しております。
会社概要
代表者名 及川 哲史

わが社の《鉄合金めっき技術》にはこんな特徴があります！

資本金

4,200万円

★ELID研削対応砥粒分散型硬質鉄めっき砥石

年商

10億円

市販の焼結メタルボンド砥石と比較して、切削量、加工後表面粗さはほぼ同等
で、砥石の摩耗量を抑制。
サファイヤなどの高硬度材料の切削に適した砥石。
栃木県産業技術センターとの共同開発で、ELID研削法に加え新たに考案した
補正加工を適用することで、複雑形状に対応した高精度鏡面仕上げ加工を実
現。
光学部品をはじめ、鏡面かつ高精度が要求される機械加工品への応用が可
能。

従業員数 90名
設立

1949年

取得規格 ISO14001 ISO9001 JISQ9001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（那須塩原市）

事業内容

鏡面仕上げ加工外観

社長からのメッセージ
日本の製造業が大きく変わろうとしている今、常にチャレンジするという精神と行動に
より生き残ってきた私たちは、更なる変化を求め、更なる進化をするために、これまで
以上に開発に重きを置き、皆様の欠かせぬパートナーとして、共に成長し、共に発展
し、共に社会に貢献できるような、そのような企業を目指して頑張ってまいります。

電気めっき、化学めっき、アルミニウ
ムなどの化成皮膜処理

その他にもこんなものを造っています！ 顧客のニーズに応え、可能性を広げる表面処理開発
亜鉛めっき・すずめっき等、量産案件はもちろんですが、開発案件に関しましても、2003年に設置した試作専門の開発
部門で数多くの案件に携わりながら、現在まで自社の技術を磨いてまいりました。
表面処理にかかわること、表面改質により実現できそうなこと、とりあえず日本プレーテックにご連絡頂けませんでしょ
うか。求めていることのイメージ程度でも構いません、まずは相談に乗らせてください。あなたの求めていることを引き
出し、理解し、具現化出来るように、全力でお応えいたします。
結果的にお力になれなかったとしても、また相談してみようと思っていただけるような関係性を築けるように、私たち日
本プレーテックは全力を尽くします。
皆様からのご連絡、お待ちしております。
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金属製品

（ロゴ）

株式会社バンテック

〒327-0103

お問い合わせ先

住所 栃木県佐野市石塚町3000-2

TEL: 0283-86-8668

http://www.vth.co.jp/

Email: info@vth.co.jp

FAX: 0283-86-8669

東武佐野線田沼駅から徒歩20分、佐野田沼ICから1.7ｋｍ

ここがセールスポイント お客様のニーズに合わせた高品質な金属フィルターを提案
当社は金属フィルター一筋に60年。その間、幅広い産業分野のさまざまな要望に応えることで、豊富なノウハウと技術
を蓄積してきました。材質の特性を知り尽くした独自技術により、お客様へ最適な製品の提案をしていきます。
会社概要
代表者名 大島 徹
資本金

1,000万円

年商

6.8億円（2019）

わが社の《多目的金属フィルター》にはこんな特徴があります！
バンテックの価値は、用途に合わせた多種多様な金属フィル
ターを試作開発から量産まで一貫対応しているところです。図面
のないアイデアだけの御依頼でも可能な設計体制もあり、1個か
ら量産まで寸法、形状、材質などに柔軟に対応し、お客様のニー
ズにお応えしております。

従業員数 54名(パート・派遣社員含む)
設立

1991年(平成3年)4月17日

取得規格 ISO9001：2015

主な拠点・主要取引先
拠点：
VANTECH M.F CO., LTD. (タイ工
場)、
SHENYANG OSHIMA METAL
FILTER CO., LTD (中国工場）

事業内容
金属フィルターの製造・販売

代表的なプレス加工品

社長からのメッセージ
バンテックの製品は部品の部品として使用され、なかなか皆さんが実
際にご覧頂ける製品ではありません。そのため、様々な展示会への
出展やホームページの整備をしていきながら、国内外からのお問い
合わせを着実に増やしてきました。使用用途などお客様の御要望に
お応えしていくことで、世界一の金属フィルター製造会社を目指して
代表取締役社長
おります。
大島 徹

その他にもこんなものを造っています！ 幅広い業界に向けて金属フィルターを提案
バンテックは、従来のエアコンや冷蔵庫などの冷媒関連のフィルターに加え、近年は自動車エンジンやカーエアコン用
のフィルターも多数製造しております。さらに、新たな分野へも積極的に挑戦し、燃料電池車や電気自動車などの次世
代自動車向けとして、エネルギー効率の一端を担う金属フィルターを供給しています。エネルギー消費を抑える住宅設
備として市場が広がるエコキュートシステムでも、当社の製品が組み込まれております。これまで培ってきた豊富な経
験とノウハウを最大限に活用し、新技術や設備を整え、バンテックの独自の技術を構築し、他の追随を許さない企業を
目指します。
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認証年度：令和２(2020)年度

金属製品

マニー株式会社
〒 321-3231

お問い合わせ先: 開発企画グループ

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
http://www.mani.co.jp/

TEL: 028-667-1811

FAX: 028-667-1957

Email: kaihatsukikakubu@ms.mani.co.jp

JR宇都宮駅東口よりタクシーで30～35分

ここがセールスポイント 微細加工技術・金属材料技術
MANIの歴史は研究と技術開発の歴史です。独創的微細加工技術や独自の管理システムが確実に信頼性の向上に
結びつき、世界の医療現場で広く採用されています。
会社概要
代表者名 齊藤 雅彦
資本金

988百万円

年商

15,200百万円

わが社の《電動式歯科用ファイル： NiTiロータリーファイルJIZAI (じざい)》
にはこんな特徴があります！
従来の歯科治療における根管治療は器具の使用本数が多く、
治療時間も長く掛かり、術者、患者への負担が多くありました。
本製品はそのニーズに応えるべく、従来品にはない設計を有し、
使用本数を減らし治療時間を短縮することにより、
術中の術者、患者双方への負担の軽減に寄与するものです。
また、このNiTiファイルは海外製が多く、(主にドイツ、アメリカ)
国産のNiTiファイルの発売は当社が初となります。

従業員数 320名
設立

1959年12月24日

ISO13485・14001
取得規格 OHSAS18001

主な拠点・主要取引先
本社・清原工場 (宇都宮市)
高根沢工場 (高根沢町)
MANI HANOI CO., LTD.
(ベトナム・ハノイ)

事業内容
・医療機器の製造販売/輸入販売
・その他これに付帯する事業

NiTiロータリーファイルJIZAI

社長からのメッセージ
新しい技術やサービスが日々生まれている激動の現代においては、
我々がこれまで培ってきたコア技術に加え、新たな技術を獲得する
大きな改革は必須です。当社グループは、新たな独創技術により、
新製品の開発を行い、世界の隅々へ届ける事でグローバルニッチ
代表執行役社長 市場No1の存在価値に会社を育てて参ります。
齊藤 雅彦

その他にもこんなものを造っています！ 世界の医療現場で支持を得ている眼科ナイフ！

2020年版「経済産業省認定グローバルニッチトップ(GNT)企業」にご選定いただきました。
経済産業省が世界市場のニッチ分野で勝ち抜いている企業、国際情勢の変化の中で部素材等の
事業を有する優良企業113社を厳選し、その内の1社として当社が選定されました。
栃木県内では初※であり、「折れにくく、錆びにくい」を実現する為に独自開発したステンレス素材
を用いて卓越した微細加工技術で作り上げた当社眼科ナイフが評価されました。
引き続き、ステンレスワイヤーの微細加工技術に磨きを掛けるとともに、新たな素材・技術への展
開を図って参る所存です。
※今回、栃木県内から当社以外に1社選定されております。
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認証年度：令和２(2020)年度
むらた はつじょう

金属製品

村田発條株式会社
〒321-0905

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市平出工業団地 20-4

TEL: 028-662-3812

https://murata-spring.jp/

Email: abe.masami.randd@mscspg.co.jp

FAX: 028-683-1234

JR宇都宮駅から5km（車で約10分）

ここがセールスポイント

設計，製造，解析から評価まで一貫で行います！

ばね製造に当たっては、基礎研究から技術開発、試験調査、設計を通して高度な技術水準とお客様に十分な信頼と
満足頂ける品質をもって、専門メーカとして確固たる地位を築いてまいりました。
会社概要
代表者名 安在 裕志
資本金

80百万円

年商

92億円（令和元年）

わが社の《卵形断面コイルばね》にはこんな特徴があります！
コイルばねの小型・軽量化を目的に、材料断面形状を従来の円
形より卵形（OVAL）とし、エネルギー効率の良い卵形断面コイル
ばねの、開発・実用化を世界で始めて成功させた（1982年）。
更に独自の表面改質技術を組み合わせて高機能・高強度化を
図っている。
エンジン用弁ばね，クラッチ用及びATトランスミッション用ダン
パースプリングに主に使用されている。

従業員数 362名（パート含む）
設立

昭和18年11月

取得規格 IATF16949，ISO14001

主な拠点・主要取引先

卵形断面コイルばね

本社：平出工場，清原工場（清原），
大阪営業所，海外（米，中，墨）
取引先：いすゞ自動車㈱，日野自動
車㈱，㈱SUBARU，㈱エクセディ，
小倉クラッチ㈱

事業内容
金属ばね加工

代表取締役社長
安在裕志

社長からのメッセージ
当社は材料やプロセスの研究開発から、、設計、評価、製造を一貫し
て行うばねメーカーで、あらゆる種類のばねを製造しております。
品質はもとより、研究開発に力を入れて当社の技術の詰まった高強
度ばねで世界中の自動車部品に使っていただいております。
今後も栃木を拠点に海外拠点と連携し世界に向けて展開していきま
す。

その他にもこんなものを造っています！

各種コイルばね，板ばねも製造しております！

弊社は、圧縮コイルばねをはじめ引張コイルばね，ねじりコイルばね，板ばね等の製造も行っています。

圧縮コイルばね

ねじりコイルばね

引張コイルばね

板ばね

Global Networks of MURATA
弊社は、海外へ3拠点（AMSC：USA ミシガン州トロイ，
WMSC：中国 無錫，MMSC：メキシコ アグアスカリ
エンテス州）を有しております。
車のトランスミッションやクラッチ関連に使用される
圧縮コイルばねを製造・販売しグローバル展開を
図っております。

AMSC
1987

本社

WMSC
2011
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2012

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２(2020)年度
きくち

はん用機械器具

はぐるま

菊地歯車株式会社

〒326-0332

お問い合わせ先

栃木県足利市福富新町726-30

TEL:0284-71-4315

http://www.kikuchigear.co.jp

Email:info@kikuchigear.co.jp

FAX:0284-72-6519

東武伊勢崎線足利市駅/JR足利駅から3.5km、足利ＩＣから6.5ｋｍ

ここがセールスポイント 『歯車』の事ならお任せください！
2020年、創業80周年を迎えました。創業以来培った歯車加工のノウハウを活かし、お客様の課題を解決いたします。
試作から量産まで、あらゆる産業分野の歯車を製造できます。
会社概要
代表者名 菊地 義典
資本金

3，000万円

年商

27億円

わが社の《多様な歯車製造技術》にはこんな特徴があります！
機械加工 特級技能士８名、ホブ盤作業１級技能士３５名在籍。
高精度歯車研削盤（REISHAUER、Liebherr、KAPP）も多数を保
有し、自動車・建設機械・産業機械・航空宇宙・事務機器etc、あ
らゆる産業分野の歯車製造に対応可能。

従業員数 150名
設立

昭和44年７月

取得規格 JISQ9100、ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場～第六工場（足利市）
取引先：（株）ジェイテクト、ナブテスコ
（株）、川崎重工業（株）、本田技研工業
（株） ほか

事業内容
各種歯車および歯車装置の製造

ダブルヘリカルギヤ

社長からのメッセージ
2017年、経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されました。
その名に恥じぬよう、志高く企業経営に取り組んでいきます。
2040年に当社は100周年を迎えます。この業界で生き残り「百年企
業」になれるよう最新設備を整え、人材の教育に力を入れながら、社
代表取締役社長 員一丸となって歯車の開発・製造に邁進していきたいと思っておりま
す。
菊地 義典

その他にもこんなものを造っています！ 『足利流５S』実践企業！５Sの力で企業成長を実現。
当社は長年に渡り５S実践に力を入れてきました。
2018年には中部産業連盟より『VM推進賞』も受賞いたしました。
国内外より多くの皆さんに工場見学にご来社いただき、
ご来社いただいた皆さんの気付きを改善に繋げ、現場を磨き続ける努力を続けています。

スケール掛け
部品棚

工具棚
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認証年度：令和２(2020)年度

はん用機械器具

（きんせいこうぎょう）

〒329-2733

お問い合わせ先

栃木県那須塩原市二区町353-6

TEL: 0287-36-1077

https://www.kinsei.jp

Email: info@kinsei.jp

FAX: 0287-36-1079

JR西那須野駅から徒歩30分、東北道西那須野塩原ICから5km 車で5分

ここがセールスポイント
型設計製作～鋳造～機械加工～表面処理、社内一貫生産にて高品質・短納期・低コストを実現します！立ち上げ時の総合
提案力が違います。極小ロット対応に自信があります。納期遅延や品質トラブルなど、面倒な業者間の調整が不要です。

会社概要
代表者名 永森久之
資本金

1,000万円

年商

3億5千万円

わが社の《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》に
はこんな特徴があります！
茄子に含まれるアントシアニン系色素のナスニンは、漬け込み後の時
間経過により、色抜けや分解による退色が起こるなど、非常に不安定
な色素です。当社が開発した長期保存技術では、茄子に色素を保持さ
せ、浅漬と同程度の外観、食感を保持することが可能となっていま
す。

従業員数 33名
設立

1964年（昭和39年）

取得規格

主な拠点・主要取引先
福島精鋼・日精・椿本チエイン
荏原冷熱・コトブキ・三笠産業

社長からのメッセージ

事業内容
動力伝達用Ｖプーリー、産業
機械装置部品、デザイン鋳物
の企画商品化・製造・販売

代表取締役CEO
永森 久之

私達のミッションは、「人」と「ものづくり」の「未来」を創りだしていくことです。
「人」とは、大切な家族や仲間たち、お客様や仕入先様、地域社会の皆様です。
「ものづくり」とは、私達が持つ技術とそこから生み出される製品やサービスです。
「未来」とは、便利で快適で楽しく面白い、笑顔あふれる幸せな毎日です。
つまり、「私達の技術・製品・サービスで、縁ある人々すべてを笑顔にしたい」
ということが私達の想いでもあり、使命だと思っています。

機械装置部品からデザイン鋳物まで、企画商品化～型設

その他にもこんなものを造っています！ 計～製造(鋳造・加工)～販売を一気通貫で行っています！
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認証年度：令和２(2020)年度

はんよう機械器具

じょうほくこうはん せいさくじょ

株式会社城北工範製作所

〒329-1105

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市中岡本町3246

TEL: 028-673-2356

http://www.jyouhoku.co.jp

Email: takehiro@jyouhoku.co.jp

FAX: 028-673-2358

JR岡本駅からタクシー5分、北関東自動車道 上三川ICから17㎞

ここがセールスポイント 高精度部品加工では、１μmの寸法管理を実現！
1953年の創業当時から、ゲージ屋として1㎛（マイクロメートル）にこだわり続け、お客さまの問題解決につながるご提
案をさせていただいております。 「出来ないとは言いません。出来る方法をご提案致します」をスローガンに、常にチャ
レンジしている会社です。
会社概要
わが社の《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》
にはこんな特徴があります！
代表者名 代表取締役 塚原武洋
資本金

2,500万円

年商

3億円

当社が加工している、高精度磁気軸受一体形モーターは、通常
のベアリングとは違い、回転体を磁気浮上により非接触支持を
行うため、摩耗がない。そのため潤滑油が不要であり軸受の寿
命は半永久的です。

従業員数 37名
設立

昭和28年6月

取得規格 ISO9001認証取得

主な拠点・主要取引先

高精度研削加工

客先からの守秘義務契約により
開示不可になります。

（顔写真）
事業内容
精密部品加工

社長からのメッセージ
設計の段階から、製品仕様に合わせた材料の選定、表面処理、製造
工程上作りやすい図面のご提案までを提供致します。
ユニット組立・調整の体制づくりでは、焼き嵌め・冷し嵌め、配線、バ
ランシング調整まで行い、お客様ごとの要求に合わせた対応を致し
ます。

その他にもこんなものを造っています！
空調メーカーの磁気軸受のシャフト製造
回転精度を必要とするオムツ製造ユニット
測定機器のアルミ研削加工
油圧ピストンの量産部品加工
ミクロンオーダーのセラミックスの研削加工
カメラレンズモーターのステーター部品加工
遠心分離機の超高速回転軸製造
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認証年度：令和２(2020)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

https://www.suzutec.co.jp

Email:info@suzutec.co.jp

FAX:028-662-5592

JR宇都宮駅より車で15分

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。
会社概要
代表者名 鈴木 直人
資本金

1億円

年商

15億円

わが社の《枝豆オートセルトレイ播種機･STH5ME》にはこんな特徴があります！
当社が開発した枝豆オートセルトレイ播種機STH5MEは、土を詰
めたトレイをセットするだけで播種穴の形成、播種が行えます。
独自の機構で、枝豆種子の破損を防止し、精度の良い播種が効
率的に行えます。
また、播種ローラーを組み換える事で様々な大きさの枝豆種子
の播種が可能です。

従業員数 100名
設立

昭和32年6月

取得規格

主な拠点・主要取引先

枝豆オートセルトレイ播種機

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

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。

事業内容
農業機械の開発、製造、販売

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。

当社取扱商品

水稲育苗用播種機

ニラ調製機

ポット土入れ機

豆苗
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トラクタ用補助車輪

セルトレイ播種機

認証年度：令和２(2020)年度
あしかがぎけん

生産用機械器具

株式会社足利技研

〒326-0322

お問い合わせ先

栃木県足利市野田町1308

TEL:0284-43-8741

http://www.ashigi.co.jp/

Email:ag@ashigi.co.jp

FAX:0284-71-4711

東武県駅から徒歩20分、佐野ICから12km

ここがセールスポイント ロボットシステムのことならお任せ下さい！！
当社は、30年以上に渡りﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑを手掛けてきた老舗企業です。企画・設計・製作・設置・調整・操作指導までを一
貫して行います。
会社概要
代表者名 大野 和俊
資本金

1,500万円

年商

3億円

わが社の《自動化・ロボット化システム設計・製作》にはこんな特徴があります！
当社は、主にロボットシステム開発一筋に歩んでまいりました。
長年の実績を基に、お客様からの多様なニーズにお応えできます。
最近は、画像処理を応用したロボットシステム開発にも取り組んでいます。

従業員数 17名
設立

1945年4月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（足利市）

社長からのメッセージ
当社は、お客様のニーズにお応えするため日々努力を重ねています。
従業員一同、「お客様の為に考える」を第一に企業活動をしています。

事業内容
ロボットSIer
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認証年度：令和２(2020)年度
うつのみやせいき

生産用機械器具 （ロゴ） 宇都宮精機株式会社
〒329-1102

お問い合わせ先

宇都宮市白沢町2012-4

TEL: 028-673-2377

http://www.utsunomiyaseiki.co.jp/

Email:ishikawa-takashi@utsunomiyaseiki.co.jp

FAX: 028-673-5840

JR岡本駅から約5km

ここがセールスポイント

世界に１台の専用装置を設計製作します

当社は設立以降５０年間にわたり様々な業種の自動機を製作して来ました。レンズの加工機から医療関係、自動車(EV)、農業機
械など経験豊富です。製作は設計から部品加工、組立まで社内で対応しています。こんな物が欲しいと話して貰えれば仕様決め
から装置を製作出来るスタッフが揃っています。

会社概要
代表者名 石川 英明
資本金

75,000千円

年商

11億円

わが社は部品だけの製作依頼から各種自動機製作を機密を守って製造販売する会社
です。
写真の装置は搬送トレイに入っているパーツを異なる間隔のトレ
イに移し替える移載装置です。ロボットの手首には間隔(ピッチ)
変換用把持チャックが付いています。搬送物重量が250Kg程度
の移載装置も製作可能です。

従業員数 40名
設立

1970年1月30日

取得規格

主な拠点・主要取引先
本社 宇都宮市白沢町 花王株式
会社栃木工場内に分室あり

事業内容
各種自動化省力化装置の設計製作

６軸ロボットを使った自動機

社長からのメッセージ
当社は自動化・省力化機械を作り続けて５１年、既成概念に囚われない自
由な発想であらゆる業種のＦＡ化に絶えず挑戦しております。
カタログ商品を持たない当社は１００％オーダーメイド体制による自動化・省
力化機械メーカーであり、高い技術力と豊富な知識でお客様の生産性、安
全性向上に貢献しております。短納期に対応すべく部品加工の内製化を含
代表取締役社長 め、設計から製作、据付工事まで一貫した内製化システムはお客様の多様
石川 英明
なニーズにお応えいたします。

その他にもこんなものを造っています！ 放射能の除染機など特殊機械も作っています
我々は常に新しい技術にチャレンジします。あらゆる業種に対し生産性向上する提案と自動機を作ります。ロボット、
画像処理、各種充填機、研磨機など加工機、加工へ部品供給させる移載機などなどお客様の要望する仕様を盛り込
んだ機械を作ります。今まで特許が取れる機械も多々製作しました。特許権はお客様にお渡しします。但し機械製造
権利のみ弊社担当が条件です。また、社員の募集も随時行っています。興味のある方は仲間になりませんか。
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認証年度：令和２(2020)年度
おおがきかながたせいさく しょ

生産用機械器具

有限会社大垣金型製作所

〒321-3233

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市上籠谷町1402-3

TEL:028-667-1494

http://www.ogaki-mold.com

Email:ogaki@ogaki-mold.com

FAX:028-667-5243

宇都宮上三川ICより車で約15分 JR宇都宮駅（東口）よりタクシーで約20分

ここがセールスポイント 製品デザインから、金型製作、量産化までをプロデュースします
伝統の樹脂射出成形金型設計製作技術、3Dスキャナ、３Dプリンタ、３DCAD、射出成形機を駆使して、お客様のイメー
ジを形にします。オートグラフ、恒温槽による製品物性検証も可能です。
会社概要
代表者名 大垣 豊
資本金

1,400万円

年商

12000万円

わが社の《3次元化技術プラスアルファ》にはこんな特徴があります！
3Dスキャナと３DCADにより、自然なマスク形状の3次元曲面化
を実現しました。３Dプリンタによる製品形状の確認後、プラス
チック射出成型金型を製作し、量産体制を構築しました。

従業員数 8名
設立

昭和51年1月

取得規格

-

主な拠点・主要取引先
拠点：宇都宮市
取引先：日立Astemo株式会社
本田技研工業株式会社

事業内容

マスク型アクセサリー

社長からのメッセージ
創業以来、プラスチック用金型製作、部品加工、試作成形を手掛けてまいりました。私
たちは長年の経験によって蓄積した技術力やノウハウを基に、新たなものづくりに挑戦
し、たゆまぬ努力と向上心を持って成長を続け、お客様に愛される企業を目指してまい
ります。

樹脂金型設計製作・ジグ製作・部品
加工・射出成形他

その他にもこんなものを造っています！ オートグラフによる物性検証データ提供サービス
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認証年度：令和２(2020)年度
おおこ せいき

生産用機械器具

大古精機株式会社

〒329-1311

お問い合わせ先

栃木県さくら市氏家1176

TEL:028-682-3161

http://www.precision-ooko.co.jp/

Email:hideko-o@precision-ooko.co.jp

FAX:028-682-6114

ＪＲ氏家駅から徒歩で30分、宇都宮駅から車で30分

ここがセールスポイント 測定なくして、モノづくり無し！
創業85年の歴史を持つゲージ専門メーカーです。ゲージの加工技術を生かし±1ミクロンの研磨加工や手作業での
ラップ加工、ねじ加工技術を駆使し、社内一貫生産のもと、高精度の製品づくりを得意としております。
会社概要
代表者名 大古 秀子
資本金

１２００万円

年商

8憶円

わが社の《各種ゲージ・治工具・精密治具部品》にはこんな特徴があります！
精度測定に使用する当社の製品は自動車産業や光学機器やあ
らゆる産業において製作される製品の測定具として幅広く使用さ
れております。「ねじ」の寸法や外径の検査には、「ねじゲージ」
が合否の判定をし、内径・外径加工の精度測定には、「栓ゲー
ジ」・「リングゲージ」・「テーパゲージ」を使用します。

従業員数 55名（パート含む）
設立

昭和10年7月

取得規格

主な拠点・主要取引先

各種ゲージ

拠点：本社（さくら市）、東京営業所
（東京都板橋区小豆沢）
取引先：㈱ミスミ・いすゞ自動車㈱・
日野自動車㈱・日産自動車㈱・㈱栃
木ニコン・キヤノン㈱・正保鉄工㈱

社長からのメッセージ
当社は、最高水準の製品づくりのため、万全のトレーサビリティ体制
を採用し、「品質第一」の姿勢を貫きながら、自動化・加工方法のス
ピードアップによる「コスト低減」そして「納期短縮」の三つのテーマに
日夜取り組んでおります。測定のことなら当社にお任せ下さい。

事業内容
精密測定具製作（各種ゲージ・治工
具等）・超精密部品製造

代表取締役社長
大古 秀子

その他にもこんなものを造っています！ 工作機械用ネジ付きシャフト製作も行っております。
この製品は、外形すべて±2μの高精度で加工されております。振れ・円筒度は3μ以内、真円度は2μ以内。ネジ部、
外径ともに芯に対しての振れ・円筒度・真円度です。外形はラップ加工を施してあります。

ネジ付きシャフト
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認証年度：令和２(2020)年度
さんわでんき

生産用機械器具

株式会社三和電機

〒321-3423

お問い合わせ先

栃木県芳賀郡市貝町大字市塙 1382-2

TEL:0285-67-0707

https://sanwadenki.co.jp/

Email:info@sanwadenki.co.jp

FAX:0285-68-5207

真岡鉄道 市塙駅から約1ｋｍ、市貝町役場南

ここがセールスポイント さまざまなモーター製造に関わり続けています！
当社はモーターコイル製造のための省力化機械製造を続けており、近年では、モーター全般のコイル製造およびメン
テナンスでインフラを支えるために尽力しています。
会社概要
代表者名 福田 晴行
資本金

3,000万円

年商

6億円

わが社の《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》にはこんな特徴があります！
モーターコイル製造の従来の方式は、手作業で行う工程が多く、
長い作業時間が必要でした。弊社の省力化機械では工程の見
直しを行い、熟練が必要な製造方法を減らし機械装置が自動で
行えるように工夫された製造システムとなっています。

従業員数 61名
設立

昭和４８年４月

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先

ｺｲﾙ自動成型機

拠点：本社・工場（市貝町）、いわき
工場（福島県いわき市）
取引先：東芝インフラシステムズ
(株)、東洋電製造(株)、JFEプラント
エンジ(株)

事業内容
車両用・産業用電動機及び発電機用コイルの
製造・組立・修理
全自動コイル製造システムの設計・製造・販売

代表取締役
福田 晴行

社長からのメッセージ
当社は、長年携わり続けたモーター製造を通してお客様の要求に応
えられるよう、日々行動しています。安全性の問われる車両向けの
モーターコイル製造のノウハウを省力化機械製造やモーター修理・メ
ンテナンスに活かしております。世界に誇れる技術を維持継続してい
くことが目標です。

その他にもこんなものを造っています！ モーターの修理・メンテナンスもご相談ください。
省力化機械製造は現在はモーターコイルに関わる製品を主に製造していますが、制御技術を活かせるものづくりにも
挑戦します。
モーターの修理・メンテナンスは、現地を訪問し点検整備の実施もしております。モーターが設置されている設備の状
況を把握して、適切なメンテナンス作業も行いながら設備の維持管理の手助けをさせて頂いています。

国立天文台パラボラアンテナメンテナンス

垂直方向駆動用モーター
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水平方向駆動用モーター

認証年度：令和２(2020)年度
たけざわせいき

生産用機械器具

株式会社竹沢精機

〒323-1104

お問い合わせ先

栃木県栃木市藤岡町藤岡2926-1

TEL: 0282-62-4725

http://www.takezawa-seiki.co.jp

Email: h.yamada@takezawa-seiki.co.jp

FAX: 0282-62-4719

東北自動車道佐野藤岡ICから10㎞

ここがセールスポイント ホーニング加工に関して４０年以上の経験を持つ専門集団
ダイヤモンドリーマ、ホルダ、専用加工機とホーニング加工に関わる一連の機器すべての設計、開発を行っており国内
でも数少ない専門メーカーです。
会社概要
代表者名 竹澤 榮治
資本金

４，０００万円

年商

５億４千万円

わが社の《ホーニングリーマとこれを用いた加工装置》にはこんな特徴があります！
当社のホーニングリーマとこれを用いた加工装置は、ユーザー
企業様の工程・立場に合わせた工具設計にて製造、オーダーメ
イドの製品を提供しており、特殊工具にも関わらず短納期対応
が可能です。研削屑による砥粒の研削性能を低下させてしまう
事や、蓄積された研削屑によるシリンダー内面等に傷をつけてし
まう事を抑えられることにより加工精度の向上が図れる製品で
す。特許取得済み（特許第６１９４５２９号）

従業員数 ３３名
設立

昭和４３年５月

取得規格

主な拠点・主要取引先

内径仕上工具（リーマ）

拠点：本社（栃木市）、群馬工場（群
馬県板倉町）
取引先：㈱高木商会、福寿工業㈱、
㈱ツボサカ精工

社長からのメッセージ

事業内容
特殊工具と専用設備の設計・製造・
部品加工

代表取締役
竹澤 榮治

創業以来、常に設計・製造現場のお客様の抱える問題を解決するため、挑
戦を続ける事を誇りとしてまいりました。
ダイヤモンドリーマの開発に始まり、リーマの能力を最大限に引き出すホー
ニングマシンの開発へと続き、お客様の図面をニーズに合った形に変える機
械加工サービスへと展開してまいりました。お客様とともに問題に取り組む
技術集団として企業活動を継続してまいります。

その他にもこんなものを造っています！ フローティングホルダ・ホーニングマシン・機械加工
リーマの能力を100%引き出すホーニングマシンや独自のフローティング機構搭載したフローティングホルダ（マシニン
グセンタでも併用可能）の製品製造も行っております。
さらに、お客様の図面をニーズに合った形に変える機械加工。製缶加工、塗装、大型設備を備えた機械加工部門・設
計部門を備えた組立工場を備え、企画、設計、材料調達から加工・組立、現地立上げまで一貫生産体制で製品化して
おります。
【フローティングホルダ】

【ホーニングマシン】
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【５面加工機】

認証年度：令和２(2020)年度
たさきせつび

生産用機械器具

田崎設備株式会社

〒321-4364

お問い合わせ先

栃木県真岡市長田1丁目2-9

TEL: 0285-80-2040

http://www.tasaki-s.co.jp/

Email: info@tasaki-s.co.jp

FAX: 0285-80-2080

北関東自動車道 真岡インターより３分

ここがセールスポイント 防爆エリアでの空調・局所排気装置の改善ならお任せを！
消防署との協議調整が必要な防爆エリアへの空調導入を積極的に支援いたします。労働基準監督署に申請する局所
排気装置の設計施工も、お客様の使い勝手に合わせたフードの製作により実現可能です。
会社概要
代表者名 田崎 利也
資本金

10,000千円

年商

561,866千円

わが社の《局所排気装置と防爆対応オールフレッシュ空調設備》にはこんな特徴があ
ります！
プッシュプル型換気装置のプッシュフードに空調された外気を供
給することで、オープンな生産エリアでも一定温度の吹き出し空
気を保つことが可能になります。
プルフードにより吹き出された空調空気をすべて吸い込むため、
作業エリア近辺に有毒な有機溶剤の漏れを防ぐことが可能とな
ります。

従業員数 14人
設立

1975年11月

取得規格 ISO14001・ISO9001

主な拠点・主要取引先

プッシュプル型換気装置

仙波糖化工業(株)、仙波包装(株)、
京セラ(株)、コニシ(株)、(株)IEC 、
ADEKA総合設備(株)、東京製鐵
(株)、栃木カネカ(株)、(株)フカサワ、
AGCセイミケミカル(株)

社長からのメッセージ
工場・物流倉庫向けの産業用空調システムや医療施設向けの陽圧
空調、局所排気装置の提案施工・保守管理など、ニッチな技術を得
意としています。経営理念「風を読み、みちをつくる」を社員とともに実
践し、変革と挑戦を続けています。

事業内容
冷凍冷蔵設備、チラー、エアコン、
産業空調システム、局所排気装置
の設計施工、保守点検修理PCR検
査ブースの製造販売

代表取締
田崎 利也

その他にもこんなものを造っています！
使い勝手を考慮した局所排気装置のフードをオーダーメイドで作ります。(写真１）
写真のような外付けフードのほか、囲い式フードやプッシュプル型換気装置も設計製作
いたします。労基署申請書類も作成します。

栃木県立がんセンターの要請により、栃木県ものづくり技術強化補助金の採択を受け

写真1

PCR検査ブースを開発しました。３種類のフィルターを通してクリーンな外気を常に
室内に送り込み、ブース内に入る医療従事者が感染しないよう陽圧を保ちます。
ウィルスを不活性化できるエアコンも取り付け、常に快適な環境を保ちます。(写真２）

写真２

95 ページ

認証年度：令和２(2020)年度

生産用機械器具

PAL

PAL SYSTEM CO.,LTD

パルシステム株式会社

〒321-0167

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市東浦町21-15

TEL:028-645-3666

http://www.palsystem.co.jp

Email:palsys@palsystem.co.jp

FAX:028-645-3399

東武宇都宮線 江曽島駅から徒歩15分

ここがセールスポイント ものづくりの技術者集団です。
私たちは創造力と高度な技術力を大切にし、お客様に喜ばれるものを「考え」「創り」出すエンジニアリング企業です。
ISO9001:2015認証を取得し、15年以上に亘って栃木県フロンティア企業の認証を維持してまいりました。
会社概要
代表者名 鈴木 松雄
資本金

2,000万円

年商

2億5,000万円

わが社の《超音波噴霧器SF-10M》にはこんな特徴があります！
自社製品として開発された次亜塩素酸水の超音波噴霧器「SF10M」は、図らずも新型コロナ対策として注目されております。
ｐHや濃度が適切に調整された次亜塩素酸水は、空間除菌にも
大きな効果が期待されており、コロナ感染者の入院施設などに
も設置されております。

従業員数 14名
設立

昭和63年11月

取得規格 ISO9001:2015

主な拠点・主要取引先

超音波噴霧器「SF-10M」

拠点；宇都宮市
主な取引先：
三共商事(株)、マレリ(株)
(株)リコー、リコージャパン(株)

事業内容
自動制御機器の設計製作
警察資機材の開発、製造

代表取締役
鈴木 松雄

社長からのメッセージ
自動運転支援システムやマルチセンサ対応型作業支援システムな
ど、画像処理や自動計測技術を応用した装置を設計製作して開発現
場や生産現場に供給したり、市場ニーズに合わせた自社製品を開発
するなど、先端技術を多方面に活用することで社会に貢献すべく
日々研鑽しております。

その他にもこんなものを造っています！ 警察資機材など

車間距離測定装置：
警察資機材として全国の高速道路で活躍しています。
車載型のハンディタイプで車間距離を測定し、煽り運
転の防止などに使用されています。

ステレオカメラ：
（写真は車両に搭載されたカメラ）
警察資機材として全国の事故現場で活躍しています。
取得された3次元データを元に図化機と呼ばれる装置
を使って後から事故状況を分析することができます。 キロポスト表示機：
高速道路のキロポストを常時車内に表示できる手の
ひらサイズの装置です。高速道路の安全管理ツール
として全国で活躍しています。
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認証年度：令和２(2020)年度
まるい けいき

生産用機械器具

丸井計器株式会社

〒322-0005

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市御成橋町2-2138

TEL:0289(62)7925

http://www.maruikeiki.com

Email:info2@maruikeiki.com

FAX:0289(64)9106

JR鹿沼駅から車で5分

ここがセールスポイント

角度計を作り続けて６０年。ご要望をカタチに。

角度の測定について気軽にご相談ください。
会社概要
代表者名 髙橋邦彦
資本金

３００万円

年商

１3千万円

わが社の《角度計の開発と解析》にはこんな特徴があります！
弊社の角度検出装置は誤差を自己検出、自己補正をして常に
安定した測定が可能。

従業員数 3人
設立

昭和34年10月10日

主な拠点・主要取引先
拠点 鹿沼市
取引先 (株)ミツトヨ

角度検出装置

社長からのメッセージ
角度測定は意外と難しい。過去の経験を生かしながら新しい測定方
法を提案致します。製造現場、品質管理、研究開発に携わる国内外
のユーザー様をこれからも支え続けます。

(株)アマダ
(株)マルイテクノ
事業内容
精密角度計の研究・開発・試作

代表取締役
髙橋 邦彦

その他にもこんなものを造っています！ 角度測定で迷ったらお声掛けを！！
当社は開発を主な仕事にしています。具体化（製造、販売）は(株)マルイテクノが行っています。色々な面白
い製品も扱っています。(株)マルイテクノのホームページ（http://www.marui-tech.co.jp）へも是非お立寄り下
さい。
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認証年度：令和２(2020)年度
やぎしたぎけん

生産用機械器具

柳下技研株式会社

〒351-0113

お問い合わせ先

埼玉県和光市中央２丁目１番８号

TEL: 048-465-2411

http:∥www.yagishitagiken.jp

Email: info@yagishitagiken.jp

FAX: 048-465-2426

和光市駅から０．９㎞、和光市ICから１．２㎞

ここがセールスポイント 想像し、創造する。最新設備による一貫体制で拒まないものづくり。
「想像し、創造する」=「頭の中で想像したものは作れる」を理念に、４７年間果敢に挑戦して得た、洗練され卓越した技
術で「頼るものは拒まない」を合言葉に、顧客のニーズに応えます。
会社概要

わが社の《ELIDユニットの実用化拡大技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 柳下 勇
資本金

１,５００万円

年商

４０億円

ELID研削システムが今迄余り普及しなかったのは、使用者側が
材料に合った研削条件を研究して探さなければならなかったの
で、弊社は３年を掛けてエキスパートが専従し、材料に合った検
索条件を研究し、顧客のニーズに合った使用条件と結果を保証
できる販売条件を確立したことにあり、導入前に結果を確認出来
て、導入すればすぐに目標が達成できる販売システムを確立し
ました。

従業員数 １６２名
設立

１９７３年

取得規格 ISO9001, ISO14001

主な拠点・主要取引先

（ELID研削システム機構）

◆拠点本社・和光工場(和光市),栃木工場,(芳
賀町)川島工場(川島町),長岡工場(長岡市)
◆取引先本田技研工業株式会社東京精密株
式会社,㈱KOKUSAI ELECTRIC,凸版印刷㈱,
大日本印刷㈱,NOK㈱,㈱ミスミ

社長からのメッセージ

事業内容
金属製品・生産用機械器具

代表取締役
柳下 勇

会社設立以来、自動車産業を中心とした各産業界への試作品、冶工具、精密部品、省力設
備及び装置の構想・設計・製作を社業として精進してまいりました。この卓越した技術と豊かな
経験を活かし、あらゆる製品に反映させ、お客様のニーズに合った体制作りを基本としていま
す。 ものづくりは一貫体制からの意で、構想、設計、部品製作、組立、制御ソフト、 電装、調
整迄全て自社工場内で製造し、オリジナル製品を提供できるのも大き な強みかと思います。
豊かな社会と環境を創造する為、パイオニア企業として更に飛躍すべく技術革新を計り、多く
の皆様に愛される会社をめざして取り組んで参ります。

当社は加工部門とメカトロ部門がありますので、

その他にもこんなものを造っています！ 詳しくはホームページをご覧下さい。
◆事業内容
１．自動車部品試作加工 （和光・栃木・川島・新倉・FA工場 ）
２．半導体部品加工 （和光・栃木・川島・新倉・FA工場 ）
３．株式会社ミスミ様のカタログ販売部品加工 （TA工場）
４．精密部品加工 （和光・栃木・川島・新倉・FA工場 ）
５．メカトロニクス等各種自動化システムの開発・設計・製作（本社和光・川島）
６．顕微鏡・光学画像の分析・処理 解析・計測等の各種機器の開発・設計・製作（長岡工場）
７．3D プリンター造形サービス （和光工場）
８．金型磨き加工の自動化ツール「機上ポリッシングツール」の製造・販売 （和光工場）
９．４軸スカラーと６軸ロボット（８台制御ソフト付き）の設計・製作 （本社・和光工場）

川島工場

栃木工場
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認証年度：令和２(2020)年度
じどうき

生産用機械器具

レオン自動機株式会社

〒320-0071

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市野沢町２番地３

TEL 028-665-1111

https://www.rheon.com

Email: sohmu@rheon.com

FAX: 028-665-5523

JR宇都宮駅から車で30分、宇都宮ICから10分

ここがセールスポイント 食品全般にわたり各種成形機(システム)を開発、製造し、世界中に販売！
当社は、食品の安全・安心を提供できる技術開発をレオロジー(流動学)の応用工学に基づき行い、高品質・簡便性・低
価格の食品加工機械を全世界に提供しています。
会社概要
代表者名 田代 康憲
資本金

73億5,175万円

年商

１８３億円

わが社の《フレックスインクラスター》にはこんな特徴があります！
従来の包あん製品は、包あん機と呼ばれる装置で製造されてい
ましたが、よりパン生地を傷めることなく、手作りに近い包あん成
形が可能な装置が求められていました。
当社のフレックスインクラスタは、そのようなニーズに応えるべく
開発したものであり、複数の特許技術を取得しています。

従業員数 ７０４名（パート含む）
設立

昭和38年3月

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先

製品名： コンパクトFN

拠点：本社、上河内工場（宇都宮）、
営業所等（札幌、仙台、東京、名古
屋、大阪、岡山、福岡）
取引先：山崎製パン㈱、㈱ロッテ

社長からのメッセージ
食品業界は、消費の不振による商品の低価格化や差別化などの課
題をかかえております。また、食の安全性、健康志向の増大、環境問
題など市場ニーズが多様化しております。このような状況のもとで、
今後も当社独自の開発技術の商品化およびソフトの技術により、開
代表取締役社長 発提案型企業として食文化発展のため社会貢献を続けて参ります。

事業内容
食品加工機械製造販売

田代 康憲

その他にもこんなものを造っています！ 小型機から大型自動化ラインまでお応えします！
当社では、和菓子、洋菓子、パン、調理食品（ハンバーグ等）などあらゆる食品を生産する機械を製造販売していま
す。機種も包あん機（火星人）のような小型機から、大型自動化ラインまで、お客様のニーズに合った機械を提案して
おります。

アルチザンブレットライン

火星人
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認証年度：令和２(2020)年度

業務用機械器具

株式会社ナカニシ

〒322-8666

お問い合わせ先 管理部門総務部 中島 且行

栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-64-3380

https://www.nakanishi-inc.jp

Email: general@nsk-nakanishi.co.jp

FAX: 0289-62-5636

最寄り駅やインターチェンジ等からの距離 新鹿沼駅から4.5km

ここがセールスポイント 自社開発・自社生産による高品質・低価格な製品の実現
当社は開発・製造・販売を全て自社で行うことにより、高品質で低価格な製品の開発をスピーディに実現しています。
会社概要
代表者名 中西 英一
資本金

867百万円

年商

26,384百万円

わが社の《歯科治療用ハンドピース》にはこんな特徴があります！
当社の超高速回転技術は最高40万回転/分となり、歯科医療用
から一般産業用や外科医療用にまで活かされています。
また、クリーンヘッドシステムと呼ばれるサックバック防止機構を
有し、口腔内の血液、ウイルス、異物等が侵入するのを防止して
います。

従業員数 1,274人
設立

1951年1月

取得規格 ISO13485,9001,14001

主な拠点・主要取引先

超高速回転技術を用いた製品です。

本社・工場
A1工場
東京事務所
大阪事務所
中部営業所

社長からのメッセージ
私たちナカニシは、ものづくりを通じてお客様の期待を超える価値を
創造し、これからもお客様にとってかけがえのない存在であり続けま
す。

事業内容
歯科医療用機器、外科医療用機器
および一般産業用切削・研削機器
の製造・販売

代表取締役社長
中西 英一

その他にもこんなものを造っています！ 産業用電動モータースピンドルや外科医療用ドリル
当社では歯科用だけでなく一般産業用、外科医療用製品も開発・製造しています。
産業用電動モータースピンドル（E3000）

外科医療用ドリル（Primado2）
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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

３１

輸送用機械器具

認証年度：令和２(2020)年度
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

http://www.rtc-corp.co.jp

Email: info@rtc-corp.co.jp

FAX : 0285-56-0197

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

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を活用した機器のIoT化。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・産業機械ロボット・輸送機器他各種機器を確かなモノづくりで
提供します。
会社概要
わが社の”何かと何かが接する部分のデータ化・可視化・共有化技術と応用製品”
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
資本金

3,000万円

年商

4億

従業員数

40名

設立

2002年

取得規格

ISO9001 / ISO13485(医療)

主な拠点・主要取引先

（製品等写真）

圧力センサ応用荷重計測

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
（顔写真）

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”何かと何かが接する部分のデータ化・可
視化・共有化技術と応用製品”は従来暗黙の領域であった接地面の数
値と可視化を当社オリジナルの超小型薄型圧力センサと計測技術を応
用したプラットフォームです。またそのデータのIoT化クラウド化までを
パッケージで対応可能な便利な技術です。ヒトが寝る・座る・立つ・触る
など接している状態をグラフィカルに表現し状態や変化をわかりやすく
表現する技術ツールです。医療教育やリハビリ・介護等多くの医療・介
護関連機関でお使いいただいております。(関連特許：第6194550)

代表取締役
櫻井 仙長

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。

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

【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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認証年度：令和２(2020)年度
さんぎょう

電子部品・デバイス・電子回路

（社屋や工場の写真）

オーエム産業株式会社 栃木工場

〒322-0606

お問い合わせ先

栃木県栃木市西方町本城1062-10

TEL:0282-91-1320

https://www.oms.co.jp

Email:tnaka@oms.co.jp (担当者：仲 俊秀)

FAX:0282-91-1321

宇都宮西中核工業団地内、東武金崎駅から4km、北関東自動車道都賀ICから7km

ここがセールスポイント めっきのことならお任せ！
当社は、コネクタ部品を中心に、自動車部品、電子部品へのめっき加工を行っており、電気接点部品へのめっき加工
を得意としています。
会社概要
代表者名 難波 圭太郎
資本金

2,000万円

年商

20億円

従業員数 110名
設立

わが社の《バンブーシルバー》にはこんな特徴があります！

（製品等写真）

1970年1月

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点 ： 本社・本社工場（岡山市）、
栃木工場（栃木市）、
株式会社シンセー（石川県）、
サイアムオカメ（タイ国）

事業内容
電子部品、自動車部品へのめっき
加工

竹銀めっき(バンブーシルバー)

当社で開発した竹銀めっき（バンブーシルバー）は、青竹のよう
な"硬さ"と"しなやかさ"を備えたオリジナル銀めっきです。
硬質銀めっきであるにもかかわらず、柔軟性を備えており、
高い折り曲げ密着性と高硬度の両立を実現しています。
バッチ式とフープ式で生産可能です。

社長からのメッセージ
すべてのお客さまに最高の『めっきサービス』を提供しよう！―私たちの合
言葉です。めっき業とは、お客さまの大切な商品（製品）をお預かりし、"めっ
き"をして、そのお客さまにお返しする仕事。当社でお預かりしている間にで
きることを『めっきサービス』とし、技術力を中心に、品質力、品質保証力、納
期対応力、環境対応力、原価低減力など、お客さまが求めるめっきサービス
代表取締役社長 を日々向上させ、最高のめっきサービスをお客さまにお届けすることが私た
難波 圭太郎
ちの仕事です。

（顔写真）

その他にもこんなものを造っています！ 次世代へ向けた、新技術開発も行っています！
技術提案型企業であり続けるために、最先端のめっき技術の研究と開発を
可能にする「表面処理研究所」を整備しています。
新しい表面処理研究所の土台となるビーカーワークでの実験を行うための
研究室をはじめとして、研究から得た可能性を安定生産へと導く試作室も備え
ています。
新しい皮膜や新しい工法など、次世代の表面処理を模索する表面改質室や、
環境性能評価をおこなう環境試験室など、総面積580㎥の表面処理研究所に
各種研究設備を備え、日々新技術の開発に努めています。

栃木工場は、排水処理設備をはじめ、薬品室、スクラップ置場、さらにはトラック
ヤードなど、全ての必要機能を工場の中に集約するというコンセプトで作られて
います。
これにより漏洩対策がしづらい工場外の配管が不要になり、薬品運搬時の転
倒などによる万一の液漏れ事故による工場外への流出を防止することができ
ます。
生産の一等地である１階フロアを排水処理設備が占拠するため、生産性を犠
牲にすることになりますが、これから先も地球といっしょに生きていく私たちに
とって、最優先すべきは環境安全対策であると考えた結果が、この環境オール
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研究室

栃木工場 排水処理設備

認証年度：令和２(2020)年度
だいにっこう

株式会社大日光・エンジニアリング

電子部品・デバイス･電子回路

〒321-2342

お問い合わせ先

栃木県日光市根室697-1

TEL:0288-26-3930㈹ FAX:0288-26-3938

http://www.dne.co.jp/

Email:(HPの問合せフォームをご利用下さい)

最寄り駅やインターチェンジ等からの距離

JR下野大沢駅から6㎞

ここがセールスポイント

匠の心で「ものづくり」。

日光から世界中に製品をお届けします。

日本国内だけではなくワールドワイドに展開する「EMS」メーカーである当社では、お客様に信頼される「ものづくり」
企業を目指しています。極小ロットから大ロットまであらゆるお客様のニーズに対応します。

会社概要
代表者名 山口

琢也

わが社の《マルチカウンタ》にはこんな特徴があります！

資本金

85,630万円

当社は電子部品の実装だけではなく、長年培ってきた技術を生かして、

年商

2,772,400万円

電子部品画像計数器「マルチカウンタ」を開発しました。
独自の光学・画像処理技術にて正確に電子部品の計測が可能となり、面

従業員数 229名(単体)
設立

1979年9月

取得規格

ISO9001 (国内、海外全工場)

倒な部品ごとの登録は必要なく、誰でもすぐに、簡単に部品のカウント
を行うことができます。
製造現場の省力化を図る機器として、様々な現場で導入されています。

ISO14001(国内、海外全工場)

主な拠点・主要取引先

「マルチカウンタ」

本社：栃木県日光市根室工場

社長からのメッセージ

主要取引先：キヤノン㈱、キヤノ

チャレンジ精神を忘れず、エレクトロニクスを通して社会がよ

ン電子㈱

り便利になり、地域社会の発展に貢献していきたいと思いま

事業内容

す。

・回路設計から電子部品実装、完成品組立までの
受託設計生産事業
・光学機器ならびに関連製品の受託生産事業
・カスタム電源ユニットの開発から実装基板製造

代表取締役
山口

琢也

までを行う電源開発事業

その他にもこんなものを造っています！

当社の"電源システム"は宇宙分野にも採用されています！

一言で”電源システム”といっても様々な用途と仕様があります。
一般家庭用の100V交流の電源から直流5Vや12Vに変換する一般電源もあれば、バッテリの直流電源を昇圧、高圧する電
源、太陽のソーラーからのエネルギーを電池へ変換する電源などなど、、、全ての電子機器には必ず電源が必要です。用
途によって仕様も、要求度も様々です。サイズ、性能、安全性、耐久性、信頼性、法規制、環境、コスト、と私達はその
要求仕様に準じ、常に最適化した設計、製造、生産を行ってきました。
当社の電源開発チームでは、更なる技術向上と新たな市場開拓、宇宙分野への進出の第一歩として、超小型衛星用の電源
システムの開発、設計、製造をおこなっております、衛星に組み込まれた各電子機器、通信、カメラ、記録デバイスに安
全、確実に電源が供給できることは勿論のこと、衛星軌道に合わせ限られた日照時間内で高効率かつバッテリに負荷をか
けずに最適な充電を行うシステムです。更には衛星のミッション（軌道期間、観察、記録の目的）に合わせ、基板材、部
品選定からコストを抑え最適化したカスタム電源を供給しております。
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認証年度：令和２(2020)年度
まつい でんき さんぎょう

電子部品・デバイス･電子回路

松井電器産業株式会社

〒322-0011

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市白桑田520番地

TEL:0289-62-8131

http://www.matsuidenki.co.jp/

Email: sadao.gohma@matsuidenki.co.jp

FAX:0289-62-8134

鹿沼インターチェンジから４㎞ ８分

ここがセールスポイント 高密度表面実装から、フローまで幅広い基板実装に対応！
お客様の仕様に合わせ必要となる治具の調達、部品実装、組立、完成品検査まで一貫生産体制を構築し、多様化す
るニーズに24時間稼働で迅速にお応えしております。
会社概要
代表者名 山野井 隆太
資本金

3,000万円

年商

25億円

わが社の《ロボット導入取組み》にはこんな特徴があります！
人の作業をロボットで忠実に再現させ、人とロボットを柔軟に入
れ替えることができる様に工程設計することで、検査装置には何
ら改造を必要としないシステムを作り上げました。
また、製品（プリント基板）のハンドリングツールはユーザー自身
で準備する必要があり、多種多様なプリント基板に対応できる
様、コスト面でも簡単に対応できるものを選定、形状によっては
自社で内製可能なものとしました。

従業員数 287名（パート含む）
設立

昭和42年

ISO9001：2015
取得規格 ISO14001:2015

主な拠点・主要取引先

ロボット導入事例

本社 鹿沼事業部（鹿沼市）、烏山
事業部（那須烏山市）、東北事業所
（福島市）
グループ会社 松山音響工芸株式
会社（鹿沼市）

社長からのメッセージ
自動挿入、自動装着、手作業、完成検査といった一貫した生産体制
が取れる特徴を活かし、品質・納期・コストの対応は元より時代の
ニーズに即応できる会社で有り続けます。皆様のお役に立てる日を
お待ちしております。

事業内容
プリント配線基板の部品実装・組立
事業

代表取締役社長
山野井 隆太

その他にもこんなものを造っています！ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ・車載・産業機器・家電・etc…ﾌﾟﾘﾝﾄ基板

当社では、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ基板、車載各種制御基板、及びｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ基板、ﾛﾎﾞｯﾄの制御基板、家電製品の
基板など、多種多様な製品の基板実装を行っています。表面実装（SMT）によるリジッド基板・フレキシブル
基板への高密度実装をはじめ、DIP-ICやアキシャル／ラジアルリード部品など、ディスクリート部品の自動
挿入および手挿入からフロー実装・ポイントはんだ付けまで幅広い仕様の基板実装に対応しております。
また、表面実装工程における、部品の受払、作業指示、製造および検査実績など独自システムによるトレー
サビリティやグループ会社「松山音響工芸株式会社」と共に、生産に必要な治工具類の調達から実装基板
までトータルでサポートする一貫生産で、迅速な対応が可能となっております。
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認証年度：令和２(2020)年度
やまと でんき

電気機械器具

大和電器株式会社

〒321-0115

お問い合わせ先

宇都宮市上御田町459

TEL : 028-653-0310

https://www.yamatodenki.com/

Email : s-tamura@yamatodenki.com

FAX : 028-655-2527

JR雀宮駅から徒歩10分、上三川ICから5km

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。
会社概要
代表者名 齋藤 俊彦
資本金

2,000万円

年商

70億

わが社の《感震ブレーカー「震太郎」》にはこんな特徴があります！
感震ブレーカー「震太郎」は、アース付きのコンセントに差し込む
だけで震度5強以上の地震発生時に主幹ブレーカーを遮断し家
中の電気を止めることで、地震による電気火災(二次災害)を防
止することができる製品です。また、アースピンは脱着可能であ
るため、接地極付き(3Pタイプ)コンセントや接地用端子付き(2Pタ
イプ)コンセントなど様々なコンセントに取り付けが可能です。

従業員数 142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

感震ブレーカー「震太郎」

拠点：本社(東京都)、宇都宮工場
(栃木県)、秩父工場(埼玉県)、海外
工場(中国、タイ)
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

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。

サーバーラック用コンセントバー

OAタップ

マイクロタップ

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
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認証年度：令和２(2020)年度
とちぎ

輸送用機械器具

エーシーエム栃木株式会社

〒329-1334

お問い合わせ先

栃木県さくら市押上353-1

TEL:028-682-1558

http://acm-tochigi.co.jp/

Email:kabeyam@acm-tochigi.co.jp

FAX:028-682-1634

JR東北本線(宇都宮線) 氏家駅よりタクシーで20分

ここがセールスポイント 航空機・宇宙機器用途等複合材部品の一貫成形加工技術
当社は、ボーイング社、国内各航空機メーカー、エアバス社の複合材部品製造工程認証及びNADCAPの複合材と超
音波探傷検査の認証を取得し、国際的な認証の元で航空機向けの複合材部品の生産を行っております。
会社概要
代表者名 村田 雄郎
資本金

3,000万円

年商

10億3,073万円

わが社の《複合材部品の一貫成形》にはこんな特徴があります！
茄子に含まれるアントシアニン系色素のナスニンは、漬け込み後
の時間経過により、色抜けや分解による退色が起こるなど、非
常に不安定な色素です。当社が開発した長期保存技術では、茄
子に色素を保持させ、浅漬と同程度の外観、食感を保持するこ
とが可能となっています。

従業員数 106名（ﾊﾟｰﾄ含む）
設立

平成4年6月1日

JIS Q 9100, NADCAP,
取得規格 ISO14001他

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（さくら市）、塩谷工
場（塩谷町）
主要取引先：㈱ＳＵＢＡＲＵ、三菱重
工業㈱他

事業内容
航空機・宇宙機器用途等複合材部
品

ボ－イング737昇降舵外板

社長からのメッセージ
私たちエーシーエム栃木株式会社では、㈱SUBARU航空宇宙カンパニーの
全面的なバックアップのもと、複合材による航空機部品製造を行い、その技
術力と品質に高い評価を頂いており、「栃木県航空宇宙懇話会(TASC)」の
理事会社や、地域未来牽引企業などにも選任されております。先端複合材
は航空宇宙分野にとどまらず、自動車、電子医療機器などにも広がりをみ
代表取締役社長
せ、その将来性に大きな注目が集められております。これまでに培われた技
村田 雄郎
術を基に、いっそうの飛躍を目指してまいります。

その他にもこんなものを造っています！ 医療機器向け等の複合材部品製造も行っております。
25年以上に及ぶ航空機向け複合材部品製造で培ってきた経験を基に、医療機器向け複合材部品の製造も行っており
ます。その他、複合材部品の特徴である軽量高剛性を活かした製品の軽量化に関するお問い合わせにも対応してお
ります。
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認証年度：令和２(2020)年度
きんぞく

輸送用機械器具

オグラ金属株式会社

〒326-0013

お問い合わせ先

栃木県足利市川崎町1310

TEL:0284-91-4111(代表) FAX:0284-91-4127

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

Email:info@ogura-gr.co.jp

https://www.nc-net.or.jp/company/89388/
あしかがフラワーパーク駅から徒歩20分、佐野藤岡ICから11.5km

金属加工でできないものはない！を合言葉に「金属加工のショッピングモール」

ここがセールスポイント をめざす会社です。

短納期・多品種少量生産・季節偏重生産を得意とする一方、お客様の構想を設計から試作・検査・量産・組立まで一貫
した生産体制を完備しております。
会社概要
代表者名 小倉 勝興
資本金

9,900万円

年商

60億

わが社の《らくらく操作・遠隔探査ロボ（災害救助支援）》にはこんな特徴があります！
当社が開発した「らくらく操作・遠隔探査ロボ（災害救助支援）」
は、災害現場等で半壊・全壊した家屋の中に人の代わりに先行
で進入し、要救助者の発見や内部の被害状況の確認を行う遠隔
操作型の探査ロボットです。これにより二次災害防止や迅速な要
救助者の発見に寄与します。
※特許出願中

従業員数 330名
創業

1922年(大正11年)

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先

らくらく操作・遠隔探査ロボ

拠点：本社・工場（足利市）
取引先：自動車部品メーカー、弱電
メーカー、環境商品メーカー、鉄道車
両メーカー他

社長からのメッセージ
当社では金属加工においてお客様の構想段階から、開発・試作支援や技術提案を
積極的に行っており、量産メーカーならではの徹底した品質管理と安定した供給を
保つ生産管理をベースに信頼性の高い製品をお客様にお届けしております。又、創
立100周年を迎えるにあたり30年先の時代を見据え「未来創造」のスローガンのもと
最新鋭の設備を導入しました。今後も新分野への技術開発にチャレンジを続け、未
来に繋がる企業活動を継続的に行い更なる「高い信頼」を築き上げます。

事業内容
自動車、アミューズ部品、環境商品
部品、鉄道車両部品の金属加工

代表取締役社長
小倉勝興

その他にもこんなものを造っています！ 大物筐体やファイバーレーザー溶接も得意です。
当社では、配電ボックス筐体、スチール筐体、
ステンレス筐体なども得意としております。
また溶接工法での提案はもちろんですが、
設計段階から安価にできるリベット工法の筐体も
提案可能です。

新設備につきましては、ファイバーレーザー
溶接機と2軸ポジショナテーブルを
2シャトル導入し、高精度の加工、期待を超
える生産能力で多くのお客様を満足させる
ために活動継続中です。
２２年度には、８００ﾄﾝトランスファーと
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認証年度：令和２(2020)年度

輸送用機械器具

株式会社オノプラント

〒329-0524

お問い合わせ先

栃木県河内郡上三川町多功2570-2

TEL:0285-51-0787

http://www.onoplant.co.jp/

Email:onoplant-toiawase@onoplant.co.jp

FAX:0285-52-0400

JR石橋駅から車で5分

ここがセールスポイント アルミ切削加工に自信あり！
航空機品質と高効率切削加工を武器に、トータルコスト低減をご提案します。
会社概要
代表者名 相澤 昌宏
資本金

1,400万円

年商

12億（2019年度実績）

わが社の《航空機部品製造》にはこんな特徴があります！
当社はアルミ航空機部品の切削加工を中心としてものづくりを
行っております。特徴は、振動解析を利用した高効率切削など
の高い生産技術力、同機種5軸マシニングセンタ18台を中心とし
た設備による多品種少量生産のフレキシブルな対応、自社開発
の航空機部品加工に特化させた生産管理システムの活用です。
高効率な生産性を実現し、価格競争力は業界でも高水準と自負
しております。

従業員数 59名
設立

1946年

JISQ9100/ISO9001
取得規格 ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（上三川町）、宇都宮工
場、名古屋営業所
取引先：㈱SUBARU、三菱重工業
㈱、新明和工業㈱、㈱栃木ニコンプ
レシジョン

事業内容
1.航空機部品・治工具の製造、半導
体・液晶製造装置用架台の製造

切削加工品

社長からのメッセージ
「DREAM TECHNOLOGY」を掲げ、削り出し加工品を低コストで提供
する取組に常にチャレンジしており、近年では、鋳造材、鍛造材の加
工品を板材からの削り出し加工品に置き換え、トータルコストの低減
とリードタイム短縮実現を可能にした実績が増えております。
今後も航空機関連の製造技術と品質管理能力を生かし、新しい業界
にも取引先拡大を目指し、営業活動を展開していく予定です。

その他にもこんなものを造っています！ 50年以上造り続けている溶接組立品
当社事業はアルミの切削加工がメインですが、もう一つの柱として、半導体・液晶製造装置用架台や、航空機整備用
足場、試験装置など大きな構造物の製作も行っております。長年の経験を活かし、材料調達から加工、溶接、組立、
塗装までの一貫生産が可能です。

足場や装置

109 ページ

認証年度：令和２(2020)年度
かわきたせいさくしょ

輸送用機械器具

有限会社川喜田製作所

〒329-4402

お問い合わせ先

栃木県栃木市大平町土与12番地

TEL:0282-22-2393

http://www.kawakita-ss.com/

Email:kawakita@cc9.ne.jp

FAX:0282-23-4385

栃木駅より徒歩27分、2.2㎞

ここがセールスポイント 高精度部品や特殊な治具の設計・開発技術のスキルがあります。
航空機部品での高精度小数多品種の部品加工技術と特殊治具の設計・製作技術によって多様な形状加工・治具に
対応可能です
会社概要
代表者名 川喜田正男
資本金

300万円

年商

1億円

わが社の《高精度5軸機を最大限に活用する治具加工技術》にはこんな特徴がありま
す！
市販する汎用治具をできる限り活用し、当社仕様に合わせて識
別等の追加工し、さらに多種の機能を持たせた組み合わせ用治
具を6種類開発・製作した。それらを製品の特長に合わせ、都度
組み合わせることで自在性の高い加工治具を完成させ多品種
の加工を可能にしました。

従業員数 15名（パート含む)
設立

平成2年10月

取得規格

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（栃木市）
取引先：日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株
式会社、日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調株式
会社、GKNﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社､
株式会社ｵﾉﾌﾟﾗﾝﾄ､株式会社ﾌﾙﾔ金属､
小山鋼材式会社

社長からのメッセージ
基本的には不可能はないと考え、全てに挑戦することをモット-として
おります。
64チタン部品の量産化など難削材加工技術、長物・大物加工の為の
特殊な治具を独自に設計・製作する技術を保有しています。

事業内容
輸送用機械器具製造業

代表取締役社長
川喜田 正男

その他にもこんなものを造っています！
・強固な主軸のﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰを使用し、高速回転での加工、複数の段取り換えを経て複雑な形状を削り出すような加
工を得意としています。基準面をしっかりと押えながら加工することにより、精度が保証されます。
《加工製品事例一覧》
名称：フランジ
材質：ｲﾝｺﾈﾙ600
（難削材加工例）

名称：ｱﾝｷﾞｭﾗﾍｯﾄﾞ
材質：A2017
(高精度品加工例)

名称：DISCHARGE CHUTE PLATE
材質：S50C
こちらは、製品
(3Ｄ形状加工例)
を作成する為
の治具です。
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認証年度：令和２(2020)年度
じーけーえぬ

輸送用機械器具

GKNドライブラインジャパン株式会社

〒328-8502

お問い合わせ先

人事管理部

栃木県栃木市大宮町2388番地

TEL: 0282-27-1111（代表） FAX:0282-29-7600(代表)

www.gknautomotive.com

Email:

東武宇都宮線「野州平川駅」徒歩5分、都賀ICより5km

ここがセールスポイント 国内だけでなく海外の車にも当社開発の駆動系部品が採用されています！
自社保有のプルービンググラウンドを含むテクノロジーセンターにて最新鋭の技術を駆使した新製品の開発、実験を
行い高品質で多様な製品をお客様に提供しています。
会社概要
代表者名 アンソニー ベル
資本金

わが社の《噛み合いクラッチ（デファレンシャル用ロック機構）》にはこんな特徴がありま
す！
当社で開発・製造する電子制御式デフロック (デファレンシャル
用ロック機構搭載）は、車両が走行中でも噛み合い可能なクラッ
チ機構を実現したため、アメリカ等での市場ニーズを満足したデ
フロックとして複数の自動車メーカーに採用いただいています。

76億6351万円

年商
従業員数 1170人
設立

1949年9月15日

取得規格

IATF16949 / ISO14001 / ISO45001

主な拠点・主要取引先
本社・栃木工場(栃木市）、大光寺事
業所（栃木市）、常滑工場（愛知県
常滑市）、豊田オフィス（愛知県豊田
市）、東京オフィス（東京都中央区）
取引先：日本の主要自動車メーカー

電子制御式デフロック

社長からのメッセージ
自動車産業を取り巻く環境の変化に対応し最新技術でお客様のあらゆるニーズに適
切、かつ迅速に応えていきます。

事業内容
自動車駆動系部品の開発・製造・販
売

その他にもこんなものを造っています！ ドライブシャフトやギヤボックスを作っています！
当社は、自動車の駆動系部品の専門メーカーとして、トランスミッションから車輪までの駆動力伝達部品の開発、製造
を行っています。
主な製品としては、世界各国の主要な自動車メーカーの高級車から軽自動車まで様々な車種に採用いただいている
ドライブシャフトや、PHEVなどの電動車両に用いられているギヤボックス等があります。

ドライブシャフト

ギヤボックス
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認証年度：令和２(2020)年度

輸送用機械器具

ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社

〒329-1412

お問い合わせ先

栃木県さくら市喜連川5123-3

TEL:028-686-5781

http://www.jmj.co.jp

Email: takashi.yamada@mattheyasia.com

FAX:028-686-5714

JR宇都宮線 片岡駅よりタクシーで約15分 JR宇都宮線 氏家駅よりタクシーで約20分
東北自動車道 矢板ICより約15分

ここがセールスポイント 地球環境の改善に貢献する製品を提供しています
当社は創業200年を迎えた英国ジョンソン・マッセイグループの一員として、自動車排ガス浄化触媒（ガソリンエンジン、
ディーゼルエンジン用）、化学プロセス触媒、燃料電池用MEAを主要製品とした事業を展開しています。
会社概要
代表者名 職務執行者 小森 充
資本金

3億百万円

年商

非公開

世界中で環境規制が強化されつつある中、各国の自動車排ガス規制の要求を満たす高機能の排ガス浄
化用触媒を提供しています。
より少ない貴金属の使用で厳しい触媒の環境基準を達成し、希少資源の有効利用に取り組んでいます。

自動車排ガス浄化用触媒：
ガソリンエンジン用三元触媒、ディーゼルエンジン用酸化触媒、
微粒子フィルター、選択還元触媒など

従業員数 280名
設立

2012年3月

取得規格 IATF16949、ISO14001、45001

主な拠点・主要取引先

排ガス浄化触媒

拠点：本社（さくら市）、東京事務所
（東京都千代田区）
取引先：国内自動車製造会社各社

社長からのメッセージ
事業を通し地球環境と社会への貢献を目指して活動します。

事業内容
自動車排気ガス浄化触媒の開発・
製造と販売

職務執行者
小森 充

その他にもこんなものを造っています！ ディーゼル乗用車用微粒子フィルター
当社では、自動車排ガス浄化用触媒を、主に日本の自動車メーカー様向けに開発・製造してい
ます。
自動車の電動化が進みつつありますが、エンジンはハイブリッド車のみならず、トラックや建機、
農機でも重要な動力源です。
未来の空気を、今以上に低コストでよりクリーンにするべく、研究開発に取組んでおります。

ディーゼル乗用車用微粒子フィルターの製造工程

黒煙の排出を抑え、同時に有害な炭化水素、
一酸化炭素を浄化します。
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認証年度：令和２(2020)年度
すずめのみやさんぎょう

輸送用機械器具

株式会社雀宮産業

〒３２１－０１３５

お問い合わせ先

住所栃木県宇都宮市五代１－２－４

TEL:028-654-0843

URL:http://suzumenomiya.jp

Email:suzume.1@cronos.ocn.ne.jp

FAX:028-655-6826

JR雀宮駅から車で５分
第3工場

ここがセールスポイント

チタン材の凸凹形状のある大物、長尺、重量品のウォータージェット
加工を得意としています。

航空機部品加工の長年の実績と経験により、お客様のメリットを最大限発揮できるようなご提案をさせて頂き、自動車・半導体・産
業用設備部品等いろいろと生産対応をしています。チタン材を含む難削材の経験も長く実績があります。ウォータージェット加工に
ついては、国内最大ストローク機,５軸機、新技術により東日本最大規模で実施しています。

会社概要
代表者名 鈴木英行
資本金

当社が開発した加工技術は、ウォータージェットによる切断技術とマシニングセンターに
よる切削技術を融合させてQCDメリットを発揮します。（特許取得済）
ウォータージェットでは寸法精度の難しい凸凹形状材に対して、
治具の研究開発により、お客様のご要望に対して様々な加工対
応をすることができます。

２，０００万円

従業員数 ４９名
設立

昭和３９年１０月

取得規格 JISQ9100.ISO9001.EA21

主な拠点・主要取引先

第2工場 大型ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ

拠点：本社（宇都宮市）、第２工場（壬生
町）、第３工場（宇都宮市）
主要取引先：航空機部品メーカー、自動
車部品メーカー、半導体部品メーカー、そ
の他

社長からのメッセージ

事業内容
①航空機部品、半導体部品、一般産業用部品
の機械加工
②自動車部品の精密ろう付け加工、組立加工
③医療用部品の試作加工、自社製品の開発製
造販売

代表取締役
鈴木英行

情熱、誠実をモットーに従業員一丸となり生産活動を実施しています。
お仕事について弊社からお客様へご提案をさせて頂くようにしています。こ
れにより一層のソリューションが導かれお客様の満足度向上につながりま
す。
今後も技術開発を継続して進め、難題に対しても諦めずにやり遂げることで
企業成長を目指します。

その他にもこんなものを造っています！ 医療機器関連製品 フロントガード®（フェイスシールド）
１．当社では長年培った航空機部品の加工技術を基に、医科・歯科向けの医療機器関連の製品を医療従事
者とともに開発しており、ﾃﾞｨﾊﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ、ｸﾘｱｱﾅﾗｲｻﾞｰ、ﾌﾛﾝﾄｶﾞｰﾄﾞを設計し製造販売をしています。何かござい
ましたら是非ご相談ください。
２．ウォータージェット加工部門についてはラボラトリーを設立し、お客様のご要望に応えるべく様々な材料や
形状に対して対応をしています。
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認証年度：令和２(2020)年度
輸送用機械器具 （ロゴ） 株式会社タツミ
〒326-0836

お問い合わせ先

栃木県足利市南大町443

TEL:0284-71-3131

https://www.tatsumi-ta.co.jp/

Email:sales@tat.mitsuba-gr.com

FAX:0284-71-3417

北関東自動車道太田桐生ICから2.7km

ここがセールスポイント 高効率の一貫生産体制！
圧造、転造、切削、研削、熱処理、表面処理の加工技術と、最適工程レイアウトでの生産を通じて、高付加価値製品を
提供します。
会社概要
代表者名 岡嶋 茂
資本金

7億1,500万円

年商

63億47百万円(2020年3月期)

わが社の《冷間鍛造によるギヤ成形技術・自動車用モータ出力ギヤ》にはこんな特徴
があります！
ギヤ成形を冷間鍛造で行うことにより、高精度化に
よる騒音低減、塑性加工での歩留まり改善による
屑削減・低コスト化が図れる。

従業員数 339名（12月1日現在)
設立

1951年5月

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先
日本、メキシコ、インドネシア
・（株）ミツバ、曙ブレーキ工業（株）、
日信工業（株）、日本精工（株）、日
立オートモティブシステムズ（株）

圧造でのギヤ成形技術を用いた製品
（パワーウィンドウ・サンルーフ部品）

（顔写真）

社長からのメッセージ
常にチャレンジ精神をもって積極的に技術開発を進め、品質保証体
制の確立によって高いレベルのＱＣＤを実現、これをベースに今後も
新しいエンジニアリングを提案してまいります。

事業内容
自動車部品の製造販売

代表取締役社長
岡嶋 茂

その他にもこんなものを造っています！ ブレーキ、トランスミッション部品等
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認証年度：令和２(2020)年度

輸送用機械器具

株式会社ツルオカ

〒323-0804

お問い合わせ先

栃木県小山市萱橋1085

TEL:0285-49-3330

http://tsuruoka.co.jp

FAX:0285-49-3404

Email:ytutumi@tsuruoka.co.jp

JR小山駅より車で20分

ここがセールスポイント サーキュラーエコノミーに対応した「鉄資源の地産地消」
国内循環が困難な鋳鉄スクラップから、再生材１００％のカウンターウェイトを製造
会社概要
代表者名 鶴岡 正顯
資本金

9,980万円

年商

98.1億円（直近10年平均）

わが社の《ＲＥＣＹＩＮＴビジネスモデル》にはこんな特徴があります！
当社の強みは、「RECYINT®」と称する非常に重層化された事業
形態であり、工場発生スクラップや使用済みとなった自動車を含
む工業製品等の老廃スクラップを調達して製鋼・鋳造原料に加
工を施し、自らの鋳物製品製造に使用できるところであり、この
一貫したリサイクルシステムは、少なくとも国内では他に類を見
ません。

従業員数 140名
設立

1931（昭和6）年4月

取得規格 ISO9001,ISO14001

主な拠点・主要取引先

Ｆリフト用バランスウェイト

拠点：小山事業所（小山市）
取引先（五十音順）：アイチコーポ
レーション、伊藤忠メタルズ（東京鐵
鋼など）、エムエム建材（東京鋼鐵
など）、小松製作所、日立建機

事業内容
建設機械用・工作機械用鋳造部品の製
造及びその他部品の仕入・塗装・組立

代表取締役
鶴岡 正顯

社長からのメッセージ
「RECYINT®」は当社のビジネスのコンセプトで、重層化するという意
味のIntegrateとRecycleを合成した造語です。
昭和6年の創業以来、一貫して資源の回収・再生事業に携わってき
た当社は、事業を「重層化・Integrate」することでより有効な資源回
収、リサイクル率の向上、環境負荷の低減、そして社会における経済
合理性を追及して参ります。

製鋼・鋳造原料、非鉄金属原料等の加工・販売。

その他にもこんなものを造っています！ 使用済み自動車の引取・フロン類回収・解体・破砕。
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認証年度：令和２(2020)年度
とうとこうぎょう

輸送用機械器具

東都工業株式会社

〒321-0139

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市若松原3-3-6

TEL:028-653-5321

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

Email:k-sahata@touto-kogyo.co.jp

FAX:028-654-1559

JR雀宮駅から車で10分、鹿沼ICから10km

ここがセールスポイント オーダーメード省力化自動機の開発・設計、製作
当社は、昭和51年の設立以来、航空機関係の精密部品製造技術を活かしたオーダーメード省力化自動機の開発・設
計、製作を得意としております。
会社概要
代表者名 佐畑 浩司
資本金

9,500万円

年商

15億円

わが社の《オーダーメード省力化自動機》にはこんな特徴があります！
当社が開発・設計、製作したオーダーメード省力化自動機は、航
空機関係のお客様のみならず、自動車、家電、医療関連メー
カー等のお客様にも幅広い納入実績があります。お客様の省力
化や無人化等のご要望等を３D図面化し、製品化する事が可能
です。

従業員数 77名（パート含む）
設立

昭和51年3月

取得規格 JIS Q 9100 , ISO14001

主な拠点・主要取引先

オーダーメード省力化自動機

拠点：本社（宇都宮市）、鹿沼工場
（鹿沼市）
主要取引先：㈱SUBARU

社長からのメッセージ
当社は、航空機部品の製造技術を活かし、様々なお客様に満足頂け
るオーダーメード省力化自動機づくりを行っております。省力化や無
人化など、お客様の多様なニーズにお応えして、高い信頼を得る事
が出来る会社を目指して参ります。

事業内容
航空機部品製造，オーダーメード省
力化自動機の開発・設計、製作，他

代表取締役社長
佐畑 浩司

その他にもこんなものを造っています！ 全長８．０ｍまでの大型部品製造も行っております。
当社では、航空機部品の中でも全長６ｍを超える大型部品の製造を行っております。
航空機部品製造では非常に厳しい品質管理を求められますが、弊社はその経験を活かし、航空以外のお客様からの
ご要望にも柔軟に対応可能です。

大型部品のNC加工を得意としております。
（大型５軸マシニングセンター：２台）
最大サイズ：８．０ｍまでの加工が可能です。

大型部品の旋盤加工も対応可能です。
（立旋盤：１台）
最大サイズ：φ２．８ｍまでの加工が可能です。
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認証年度：令和２(2020)年度
とちざわかながたせいさくしょ

輸送用機械器具

株式会社栃澤金型製作所

〒329-0412

お問い合わせ先

栃木県下野市柴268-1

TEL:0285-40-5565

http://www.tochizawa.co.jp

Email:info@tochizawa.co.jp

FAX:0285-40-7704

JR小金井駅から車で6分、上三川ICから14km

ここがセールスポイント 難削材加工ならお任せください
金型向け各種工具鋼への加工技術をベースにした1973年に開始したチタン合金加工を皮切りに、各種難削材加工の
ノウハウを50年以上にわたり積み上げ続けております。既に弊社にとって、64Tiは難削材ではございません。
会社概要
代表者名 栃澤 哲
資本金

25,000,000-

年商

800,000,000-

わが社の《難削材に対する高効率・高精度切削加工技術》にはこんな特徴がありま
す！
各種難削材（インコネル、ハステロイ、ワスパロイ、インバー合金
等）の精密加工の実績は多数ございます。
新素材に対しても既存技術をベースに創意工夫を行いチャレン
ジしてまいります。
非鉄金属から難削材まで、大物から小物まで、加工が困難な形
状であっても従業員が一丸となってお客様の『困った』を『良かっ
た』に変えるべく、努力し続けてまいります。

従業員数 38名
設立

1967年

取得規格 JIS Q 9100・エコアクション21

主な拠点・主要取引先
御取引先
株式会社SUBARU航空宇宙カンパ
ニー

UACJ鋳鍛株式会社
日立金属株式会社

事業内容
精密機械金属加工

航空機向けTi部品

社長からのメッセージ
当社は『一人一人が創るNo1の技術』をモットーに、日々加工技術向
上に邁進し続けております。
日本の物づくりの土台を支える金型の加工技術をベースにした製品
実現能力には自信があります。
近年は治工具の設計・製作・据付までを一貫して対応することが可
能になりました。

その他にもこんなものを造っています！

温度変化に敏感な素材の大物加工が可能です

2019年に準恒温工場を竣工し、4000×2500のテーブルを有する高精度大型マシニングセンターを導入致しま
した。テーブル面上で一日当たりの温度変化1℃以内を実現しております。このことにより温度変化に敏感な
大物製品に対する精密加工が可能になっております。
導入した高精度大型マシニングセンター
メーカー：三菱重工工作機械(株)
能力
主軸：15000rpm（HSK-A63)
テーブルサイズ：4,000×2,500
門幅：3,000
5軸加工用アタッチメント増設予定
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認証年度：令和２(2020)年度
にほん

輸送用機械器具

こうぎょう

日本リークレス工業株式会社

〒321-0532

お問い合わせ先

とちぎ県那須烏山市藤田1181-138

TEL: 0287-88-9611

http://www.nlk.co.jp

Email:info@nlk.co.jp

FAX:0287-88-9615

ＪＲ大金駅からタクシーで約10分、矢板ICより約50分

ここがセールスポイント 自社開発シール材料を用い、お客様要望に沿う最適仕様ガスケットを製造！
当社は１９５５年に創業し、自動車・工業製品等を製造しているお客様に向けガスケット・パッキン製品を製造しており、
エンジンのシリンダーヘッドガスケットにステンレスを使用した世界初のメーカーです。
会社概要

わが社の《メタル タイプ ガスケット》にはこんな特徴があります！

代表者名 宮本一朗
資本金

2億1千万円

年商

64億円

従業員数 156名（パート含む）
設立

昭和30年11月

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（埼玉県さいたま市）,栃
木工場（那須烏山市）,九州工場（福
岡県）、海外拠点：9か国に10拠点
取引先：本田技研工業㈱,ヤマハ発
動機㈱,ニチアス㈱

事業内容
自動車用ガスケット及び一般工業
用パッキンの製造･販売

製品名：
Cylinder Head Gasket

当社開発のメタルガスケットにおけるシール性能向上技術は、
コストUPに繋がる積層枚数を増やす等の対応が必要となる、
エンジンの挙動量が大きく厳しいシール条件化においても､積層
枚数を増やさずにシール性向上を可能とする、プレス加工による
ビード(凹凸)形状を開発した。
（特許番号 6453369）

社長からのメッセージ
材料から完成品までの一貫生産が生み出す高品質な製品を、
（顔写真）
世界１０カ国の拠点を活用しお客様にとって最適なスタイルで
お届けします。
リークレス（Leakless）は「漏れない、漏らさない」という想いを込めた
代表取締役社長 辞書にない言葉です。『今まで世の中に存在しない技術や製品を創
造していく』を私たちの使命と捉えお客様と共に歩んでまいります。
宮本一郎

その他にもこんなものを造っています！

一般工業用製品として小さな配管向けから、船舶や火力発電所などで
使用される、大型のダクト用まで多種多様な部位に様々な材質や構造
のシール機能製品の製造も行っています

・当社では、メタルタイプのガスケット以外にも、軟質TＹPEのパッキン素材等も自社開発・製造を行っています。

軟質パッキン 素材

軟質パッキン 製品

・船舶・化学プラント・焼却場・火力発電所などの現場施工が必要とされる大型ダクト用伸縮継手も製造しています。
伸縮継手本体に金属を使用せず、フレキシブルな素材(耐熱織布等)を使用し、お客様の多種多様な要求に応じて
カスタマイズされたダクト用継ぎ手を設計から製造・据付まで行います。

118 ページ

７

ソフトウェア

日本標準産業分類
３９１

ソフトウェア

認証年度：令和２(2020)年度

ソフトウェア業

アクリーグ株式会社

〒323-0042

お問い合わせ先

栃木県小山市大字外城８１番地９

TEL:０２８５－２４－３９３３ FAX:０２８５－２２－８２２４

http://www.acreeg.co.jp/

Email: info@acreeg.co.jp

JR小山駅から自動車で約１１分；佐野藤岡I.C.から約23.8km。

ここがセールスポイント

行政事務支援に特化しています！

お陰様で創業以来40年、一貫して地方自治体の行政事務支援サービスを提供してきました。これからも数々の経験と
知見をベースに、きめ細かなサポートと経済性を、同時に提供させていただきます。
会社概要
代表者名 磯山 左門
資本金

3,000万円

年商

５．７億円

わが社の《基準尺を用いたデジタルカメラ版単画像計測技術「ピクセルハンター」》には
こんな特徴があります！

従業員数 40人（パート含む）
設立

昭和５５年１１月

取得規格 ISO9001,14001,27001;PMS

主な拠点・主要取引先

基準尺を用いたデジタルカメラ版単画
像計測技術「ピクセルハンター」

拠点：本社（小山市）、空間情報技
術センター（那須塩原市）、支店：東
京・千葉、営業所：群馬、埼玉、茨
城、東北、福島
取引先：各省庁、都県、自治体

基準尺を用いたデジタルカメラ版単画像計測技術「ピクセルハン
ター」を利用することで、マウスクリックにより、単画像にある地物
の寸法を簡単に計測します。
(1)、デジタルカメラにより撮影した画像から、被写体となった建造
物や道路等の幅・奥行・高さを高精度に計測する技術でありま
す。
(2)、特許技術“画像上地物計測方法及び表示法並びに計測装
置”(特許第5256464)の実践技術であります。

社長からのメッセージ
「手軽な」「気軽な」「ローコスト」ハイテクツールで行政事務支援。

事業内容
固定資産、財政・管財、防犯・防災、画
像、雇用創出、在宅就業支援、都市計
画、物流・観光関連、農政、土木、環境・
景観関連等のサービス提供

代表取締役
磯山 左門

その他にこんな提案・サービスも行っています！ 成功報酬型 償却資産課税コンサル業務委託提案中！
自治体の税収増と公平適正課税の実現を支援するため、弊社は成功報酬型 償却資産課税コンサル提案も行ってい
ます。
償却資産税収の増加額を予測し、償却資産の実地調査・机上調査を実施することで、未申告業者や過少申告業者の
推定リストを作成します。未申告・過少申告資産を発見し、正しい申告を促します。
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認証年度：令和２(2020)年度

ソフトウェア業

HCCソフト株式会社

〒329-1321

お問い合わせ先

栃木県さくら市馬場410-78

TEL:028-680-4328

https://www.hcc-soft.com

Email:sales-group@hcc-soft.com

FAX:028-680-4328

JR氏家駅徒歩25分、上河内スマートICから15分

ここがセールスポイント ありがとうを言ってもらえるシステムづくり
「ありがとうを言ってもらえるシステムづくり」のことばの元、創業以来培った技術力を活かし、お客様の立場にたった使
いやすいシステムの提供を心がけています。
会社概要
代表者名 大川 裕章
資本金

1,000万円

年商

1億1千万円

従業員数 12名
設立

わが社の《MapFrame・LedgerFrame》にはこんな特徴があります！

（製品等写真）

2004年7月

取得規格 プライバシーマーク

主な拠点・主要取引先

地図・台帳システム

本社（栃木県さくら市）

（顔写真）
事業内容
システム受託開発、WEBサイト制
作、ドローン空撮

GISフレームワーク「MapFrame」、台帳管理システムフレーム
ワーク「LedgerFrame」を使って、地図と台帳を組み合わせたシス
テムの開発を簡単に行うことができます。
LedgerFrameは地図以外のWEBシステムにも応用可能で、製造
業向け業務システムから、自治体向けWEBシステムなど、多種
多様なシステムの開発実績があります。

社長からのメッセージ
創業して16年、「人にやさしい情報社会を創造する」をテーマにして、
着実に成長している会社です。ますますITが重要になる社会におい
て、責任をもって信頼を積み上げて行くように、日々精進して参りま
す。

代表取締役
大川 裕章

その他にもこんなものを造っています！ ドローン空撮・WEBスコアブック・AIロボットなど
システム受託開発、WEBサイト制作のほか、ドローンによる空撮、野球・ソフトボール向けWEBスコアブックシステム
「Ballers!」、人工知能ロボット「AiSTR」の研究開発、子ども向けプログラミングクラブ「CoderDojoさくら」の運営も行って
います。
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認証年度：令和２(2020)年度
けいそく ぎけん

ソフトウェア

株式会社計測技研
〒329-1233

お問い合わせ先：環境計測エンジニアリング部

栃木県塩谷郡高根沢町2021-5 (情報の森とちぎ)

TEL: 028-680-1611

FAX: 028-680-1610

Email: yoshida-sh@kgc.co.jp

https://www.kgc.co.jp

JR東北本線 宝積寺駅 タクシー7分

ここがセールスポイント

データ送信機能によりネットワーク経由でクラウドへデータを蓄積

当社は、地震計測のノウハウを生かし、小型・軽量・低価格で、振動データを管理サーバーへ送出可能な、
IoT振動センサーを開発。 3軸のMEMSセンサー内蔵で、構造物のヘルスモニタリングを可能としました。
会社概要
代表者名

久木 英次

資本金

1億円

年商

6億円

従業員数

36名

設立

わが社の《IoT振動センサ・データロガーLB2010》にはこんな特徴があります！
◎特長:
・MEMSセンサ、A/D変換器、データ送出機能、データ記録をパッケージ
・複数台構成の多チャネル構築が可能
・クラウドを基盤にしたソリューション展開
◎応用例
・ネットワーク接続型3軸振動センサ
・ビルや社会インフラなど構造物ヘルスモニタリング
・計測震度計
・学生向け地震関連教材 etc.

1980年11月

取得規格

主な拠点・主要取引先

本体

主な拠点 : 本社、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福
岡
主要取引先 : 防災科学技術研究所 気象庁 産業技
術総合研究所 栃木県庁 宇都宮市 高根沢町 宇都
宮大学 応用地質株式会社 本田技研工業株式会社
マツダ株式会社

社長からのメッセージ

事業内容
コンピュータ・周辺装置ならびに応用ソフトの研究開発
計測制御機器の研究開発ならびにソフトの研究開発
オートモーティブ計測制御システムの研究開発

代表取締役社長
久木 英次

株式会社計測技研は1980年設立以来、高い技術と信頼されるサービスをご提供し、 数
多くのお客様から信頼され40年目を迎えることが出来ました。
わたしたちは大企業のように豊富な資金力や組織力があるわけではなく、社員一人一
人が精一杯努力し蓄積してまいりましたなけなしの技術とサービス精神を盾に、全社員
一丸となって更なる技術革新に向かって独創的な新製品開発にベストを尽くしてまいりま
す。
株式会社計測技研の原点でもあります人と人との心のつながり『Mind Networks』を更に
強固なものに発展してまいりますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

その他にもこんなものを造っています！

オートモーティブ事業と環境計測事業がメインです。!

自動車向けの計測・制御アプリケーション開発も行っています !
◎オートモーティブ事業 商 品 紹 介
* DCM = Direct Injector Control and Measurement Device
「直噴インジェクタ制御／計測デバイス」の略であるDCMは、
これまでテストに使っていた複数の機材を置き換え、
かつより高度なインジェクタ制御を効率良く行なえるデバイスです。
お客様の開発したインジェクタを、様々なエンジンとの
組み合わせで試験したいというニーズに最適。
制御をDCMに置き換えることでエンジン周りの
アクチュエータ制御も同時に行えるため、汎用ECUでは対応
できない高圧燃料ポンプの異常系動作などの試験も行えます。

リモートモニタリング地震観測システムも行っています !!
◎環 境 計 測 事 業 商 品 紹 介
* 4Gリモートモニタリング地震観測システム
・4GLTE回線で、オンライン運用可能なリモートモニタリング
地震観測システム
・地震計、ロガー、運用に必要な機材をひとつのパッケージに
・太陽光パネルやバッテリによる給電で、AC電源の
取れない場所でも長期間無人運用が可能
・GPSアンテナにより、正確な時刻情報を取得します。
・クラウドサーバインスタンスをお客様毎にご用意
・基本パッケージをベースにカスタマイズ可能
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型式 : DCM2316

認証年度：令和２(2020)年度
こう よう せっけいそくりょう

ソフトウェア

晃洋設計測量株式会社
〒326-0021

お問い合わせ先

栃木県足利市山川町656－1

TEL:0284-41-0281

http://home.koyosvpl.co.jp

Email:gis@koyosvpl.co.jp

FAX:0284-44-1684

北関東自動車道足利ICから5分 JR足利駅から徒歩20分

ここがセールスポイント 山を守る達人必携。昔からお爺さんは山で「しば刈り」をしていました。
山林管理、林業に特化したシステムで山林経営に携わている方からの意見を取り入れながら自社で開発を進めてい
る製品です。自社開発なのでカスタマイズも可能です。
会社概要
代表者名 蓼沼 恒男
資本金

1,000万円

年商

3.5億円

わが社の《山守コンパス》にはこんな特徴があります！
測量・建設コンサルティングを主業とする当社は、林業を営むグ
ループ会社が管理する山林をデータ化して効率的に業務ができ
るよう独自でソフトウェア開発を続けてきました。本当に山を守る
人が必要な「あったら良いな」を詰め込んだ機能的な商品は、最
初の商品の発売開始から10年を経た今、その利便性の高さが
口コミで広がり、今や日本中にユーザーを抱える人気製品となっ
ています。

従業員数 35名
設立

1966年2月

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（足利市）支店／営業所：
（鹿沼市 栃木市 下野市 壬生町
みどり市 佐野市 群馬県館林市）
取引先：国 県 市町村 組合等

事業内容
測量・設計 建設コンサルタント
補償コンサルタント

山守コンパス

社長からのメッセージ
当社は、社会インフラ整備を中心に、二次元・三次元の測量、土木設計・コ
ンサルティングを提供しています。これらの技術を活用して、社会インフラの
維持、保全、地域の防災、減災に対しても貢献したいと考えています。さらに
Ｉｏｔ技術を活かした製品の開発、サービスの拡充にも努めて地域の人々や
産業にも貢献したいと考えていました。今回の認証技術は、主に県内の森
代表取締役社長 林、林業の発展を願い開発を進めてきた製品です。
蓼沼 恒男

その他にもこんなものを造っています！ 林業従事者や山林の管理者のIoT神器!
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ソフトウェア業

株式会社ジード

〒320-0843

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市花園町17-12 ヒロビル 3F TEL: 028－610-7555
https://www.zead.co.jp

FAX: 028-610-7556

Email: info@zead.co.jp

東武宇都宮線 南宇都宮駅から徒歩8分

ここがセールスポイント クラウドの運用代行・導入サポートはお任せください。
創業から20年、オリジナルクラウドサービスの企画・開発・運用を行っています。
これまでの運用実績からお客様のクラウドの運用代行・導入サポートを得意としています。
会社概要
代表者名 武田文夫
資本金

1500万円

年商

1億

わが社の《Pococa! スマホアプリ》にはこんな特徴があります！
当社で開発したソーシャル会員カードサービスのPococa!/ポコカは、無
料でデジタル会員カードを発行できるプラットフォームです。お店や会社
など組織であれば会員カードを無料で発行できます。

従業員数 15名（パート含む）

現在、登録店舗数700、約10万会員が利用しています。集客する必要
がある店舗の場合、成功報酬型のクーポン広告を利用することが可能
です。これは集客に成功した場合のみ広告費が発生するサービスで、
特許を取得しています。

設立

2004/4/5
プライバシーマーク
取得規格
JISQ15001:2006準拠 第

主な拠点・主要取引先

（Pococa! スマホアプリ）

本社（宇都宮市）

事業内容
クラウド運用サービス

代表取締役
武田 文夫

「特許第4742698号」
社長からのメッセージ
これから企業が成長するためには、デジタルトランスフォーメーション
（DX)が必須と言われています。ありとあらゆるビジネスがインター
ネットを活用したモデルにとって代わられる可能性があります。当社
では、クライアントのデジタルトランスフォーメーションを成功させるた
めに、今まで蓄積してきたノウハウでご支援いたします。

その他にもこんなものを造っています！ 営業支援クラウド Beerfroth/ビアフロス
デジタルマーケティングを実現するための営業支援クラウド Beerfroth/ビアフロス の企画・開発・運用を行っていま
す。
本クラウドサービスは、コロナ禍においてリモート営業が必要とされる現在、ネットからの受注とリアルの営業活動を支
援するものです。
以下の機能が特徴になっています。詳しく、WEBサイトをご確認ください。
１．AIによる営業ターゲット抽出
２．ABM（アカウントベースドマーケティング）
３．MA（マーケティングオートメーション）
４．CRM（カスタマーリレーションシップマネージメント）
５．SFA（セールスフォースオートメーション）
https://www.beerfroth.com/
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ソフトウェア開発

株式会社ジェネックス

〒320-0807

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市松が峰一丁目３番１５号

TEL:028-616-8616

https://genexh.co.jp/

Email:info@genexh.co.jp

FAX:028-616-8611

東武宇都宮駅から徒歩約5分

ここがセールスポイント アプリ不要、会員登録不要のスマホで簡単オーダーシステム
ホテルや飲食店でお客様のスマートフォンから注文できる仕組みを開発しました。従来のように専用のタブレット端末
が不要なので、初期導入コストを削減できます。
会社概要
代表者名 松丸昂平
資本金

6,000千円

年商

20,000千円

わが社の《セルフオーダーシステム轟（とどろく）》にはこんな特徴があります！
弊社のセルフオーダーシステムの特徴は、ユーザーが所有して
いる個人のスマートフォンでも注文が可能な点です。これにより
従来必要であった専用端末が不要になる為、初期の導入コスト
を抑える事ができる点においても、他社にはない強みがあると考
えています。

従業員数 3名
設立

2016年4月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先

セルフオーダーシステム

宇都宮本社

社長からのメッセージ

事業内容
システム開発

代表取締役
松丸 昂平

私たちは創業以来、「デジタルサイネージ」「WEBサイト制作」とITとコンテン
ツを中心に取り組んで参りました。常にお客様の困り事に耳を傾け、「何が
できるか」「どんなサービスを提供できるか」を考え続けてきました。その結
果、セルフオーダーシステム轟（とどろく）といった新たなサービスを生み出
すことが出来ました。新しいチャレンジ通じてお客様に信頼される企業であり
続けることが、私たちの経営目標です。

その他にもこんなものを造っています！ ホテル以外にも飲食店向けシステムを開発しました！

125 ページ

認証年度：令和２(2020)年度

ソフトウェア業

株式会社スカイフィッシュ

〒321-0982

お問い合わせ先

宇都宮市御幸ヶ原町185-7

TEL:050-3535-0940

https://www.skyfish.co.jp/

Email:https://www.skyfish.co.jp/contact/index.html

FAX:028-664-0681

関東バス、御幸ヶ原南より徒歩1分、地蔵前より徒歩10分

ここがセールスポイント

リアルナレーターズ3は、オンライン教育・情報共有に活用できま
す。

リアルナレーターズ3は、大手企業への導入実績が多数あります。 人財教育、作業マニュアル、（総務・人事部門の）
社内サービスのオンライン配信などにご活用いただいています。
会社概要
代表者名 大塚雅永
資本金

わが社の《Windows向け合成音声ソフトウェア「リアルナレーターズ３」》には
こんな特徴があります！
「簡単」、「低コスト」、「短時間」で、日本語、外国語の成音声のパワーポイント・スライド
ショー動画が作成できます。

1,000万円

年商
従業員数 4名
設立

2005年9月

取得規格

主な拠点・主要取引先
トヨタ、豊田自動織機、住友電装、矢﨑
総業、花王、パナソニック、日本航空、オ
リンパス、鹿島建設、大成建設、西松建
設、東急建設、あずさ監査法人、東大、
京大、大阪大、九大、理研、他

リアルナレーターズ3 パッケージ

リアルナレーターズはパワーポイントのスライドノートを合成音声で読み上げるソフトで
す。 日本語から外国語に翻訳をして読み上げることもできます。
スライドショーの内容を動画形式ファイルとして保存をすることができるため、タブレットや
スマートフォン向けへの配信や、YouTube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。
土木建築業、自動車産業、金融保険業、家電・情報サービス業、学校などにおける、オ
ンライン教育、デジタルサイネージ、説明・展示などの分野で多数ご利用いただいており
ます。

社長からのメッセージ
日米マイクロソフト社、東京大学（伊福部研究室）との協業実績が示す、ソフトウェア開
発技術力が当社の強みです。

事業内容
ソフトウェア開発、販売

その他にもこんなものを造っています！

Windows画面読み上げソフト「FocusTalk」
ナレーターソフト「JukeDoX」

１ページに収まる範囲であれば写真、文章等を自由に記載いただけます。
※ ホームページ上の動作イメージ図（または、カタログ画像の一部）を挿入
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ソフトウェア

株式会社ソフトエイジェンシー
〒323-0820

お問い合わせ先

栃木県小山市西城南5-16-9

TEL: 050-5505-5509

http://www.softagency.co.jp/

Email: support@suguiot.jp

FAX: 0285-31-5845

最寄り駅やインターチェンジ等からの距離

ここがセールスポイント 電池不要のビーコンで工場内の今どこ？を解決
(セールスポイントの説明）工場内では多くの人と物が移動します。その現在位置を把握することで、人や物の混雑状
況を可視化し、適切な人材配置や、移動機材の利用効率の向上、人数チェックや個数チェックの効率化を図ります。
会社概要
代表者名 立岡佐到士
資本金

２０００万円

年商

１億７千万円

わが社の《ビーコン検出IoTデバイス SuguIoTビーコン》にはこんな特徴があります！
本製品（SuguIoT ビーコン）は人や物に取り付けられたBLEビー
コンをリアルタイムで検知して、その結果を弊社のクラウドサービ
スへ転送して可視化します。それにより、この機材の半径１０ｍ
以内にあるすべてのビーコンを把握することがきます。検知結果
はクラウドでスマートフォンなどから簡単に閲覧できるので、どこ
にいても現場の状況を把握できるようになります。

従業員数 ６名
設立

1997年

取得規格 ISO27001

主な拠点・主要取引先
小山本社

事業内容
法人向けソフトウエア開発、法人向
けソフトウエアサービスの提供

SuguIoTビーコン

社長からのメッセージ
この商品は国内で多く使われているiBeaconとUcodeに対応していま
すので、多くの種類の省電力ビーコンの検知が可能です。特に
Ucodeを利用したビーコンでは厚さ３mmの太陽光発電のビーコンが
利用可能で場所を選ばず利用ができます。また振動ビーコンも対応
しておりますので、暗い作業場でも人の動きを正確に検知して検出
することができます。

その他にもこんなものを造っています！

あらゆる計測器をスグに見える化

『SuguIoT 4-20タイプ』は電流値(4-20mA)の外部出力をもつ様々な計測器の即時データを、スマートフォンで遠隔モニタリングできるIoTデバ
イスです。(1年間の無料モニターを募集中です！在庫がなくなり次第終了。詳しくは製品HPをご覧ください☞ https://suguiot.jp/
≪概要と特徴≫
01. アラートメールで予知保全
お客様が設定した数値が計測器で検出された際に、アラームメールを送信する機能があります。
常に観測していなくても、メールでお知らせが来るので、
異常値を見逃す心配がありません。
お知らせして欲しい数値は、自由に何個でも設定出来ます。
02. 通信費込みのサポートサービス
標準でモバイル通信機能を備えていますので、携帯電話の
電波（DoCoMo）が届くところであればご利用いただけます。
ネットワークの設定も一切必要なく、利用料金に通信費も
含まれておりますので、
別途料金をいただくようなこともございません。
03. 初期設定不要
「SuguＩoＴ4-20タイプ」に接続するお客様の計測器の情報を、あらかじめ弊社で詳細設定してから出荷しております。「SuguＩoＴ4-20タイプ」本体
上部のQRコードにアクセスすれば、単位や最大最小値などの面倒な設定をすることなく、スグに結果を閲覧できます。
04. インターフェースを4チャネル装備
1台で最大4チャネルの入力に対応しています。4-20mA出力に対応しているあらゆる計測器が接続可能です。
計測器をお探しでお困りの場合は、弊社でご案内させていただいております。
05. 今と過去が直感的にわかる
計測された値は、範囲ごとに色分けされるので、ひと目で現在の状況(正常値・異常値など)が分かります。色や範囲などは簡単に設定できま
す。データは約15秒間隔で送信され、過去の推移はグラフ化されるので、数値の動きも分かります。
06. 管理ツールは専用クラウドで提供
弊社ＩoＴクラウド「SuguＩoＴクラウド」を使用。安全な通信経路の確保、蓄積されたデータのCSVダウンロード機能によるデータの2次利用。デバイ
スのグループ化や、公開・非公開の設定などのカスタマイズ性などを提供します。
07. オブション機能
コントローラ機能を追加することで、ある設定値を検知した際に現場で稼働中の機械の電源を切ったり、ファンを作動させる、施設の窓を自動開
閉するなどの、二次装置のスイッチ操作が可能です。ご要望に合わせて機能拡張やカスタマイズ可能ですので、ご相談下さい。
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だいいちそっこう

ソフトウエア業

第一測工株式会社

〒320-0831

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市新町2-6-10

TEL:028-633-0468

https://www.d-sokko.co.jp/

Email: info@d-sokko.co.jp

FAX:028-637-3097

東武鉄道 南宇都宮駅から徒歩8分

ここがセールスポイント 空間情報コンサルティング
①最先端ドローン、3次元レーザスキャナなどを使って、目に見える空間全体を計測し、図面作成や動画編集などを行
います。 ②GISシステム開発（デジタル地図を加工して様々な情報システムを構築）します。
会社概要
代表者名 小堀 俊明
資本金

1,000万円

年商

3億5000万円（2019年度）

わが社の《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》にはこんな特
徴があります！
当社が開発した技術は、ドローンや3次元レーザスキャナなどで3
次元計測を行い、視界に広がる空間全体をデジタル化して、そ
の空間情報に用途に応じた情報を紐づけて表現するシステムで
す。建設関連分野だけでなく、例えば、自動車の自動運転の世
界もこの技術の応用で、Society5.0社会の実現に貢献する技術
です。

従業員数 35名（正社員）
設立

昭和27年5月

取得規格 ISO9001、Pマークほか

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（宇都宮市）、支店（日光
市、栃木市）
取引先：栃木県、宇都宮市など自治
体関連

事業内容
建設コンサルタント

システム画面

社長からのメッセージ
当社は、測量・設計・地質調査など公共事業を担う建設コンサルタン
ト企業として、2022年には創業70周年を迎えます。専門技術を未来
に伝承するだけでなく、デジタル社会のニーズに対応するべく新技術
も積極的に取り入れ、安全で快適な国土づくりに貢献するべく、社員
代表取締役社長 一丸となって邁進しています。
小堀 俊明

その他にもこんな事業をやっています！

詳しくは、当社ホームページをご覧下さい！
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まつやまおんきょう こうげい

ソフトウェア業

松山音響工芸株式会社

322-0048

お問い合わせ先

栃木県鹿沼市村井町226

TEL:0289-60-7833

https://www.matsuyamaonkyo.co.jp/

Email:matsuoneg@matsuyamaonkyo.co.jp

FAX:0289-60-7838

東武新鹿沼駅から徒歩５分

ここがセールスポイント 異業種やニッチなニーズにも柔軟に対応するシステム開発力
当社は、一般的な在庫管理や設計支援CAD等以外に生産性の向上・見える化を推進しており、
簡単に導入できるIoTシステムの開発をおこなっております。
会社概要
代表者名 山野井 隆太
資本金

3,200万円

年商

1億8000万円

わが社の《業務システムPCS（ピクス）》にはこんな特徴があります！
当社で開発した「PCS（ピクス）」は、カスタマイズ性に優れ、従業
員・業務に対する適切な機能・操作性・視覚性を実現しながら社
内情報の一元管理を実現できる統合基幹業務システムです。
①売上・仕入・勤怠・生産状況などダッシュボードで見える化
②DBサーバーを利用しないで市販のNASで運用可能
③各PCにソフトのインストールは不要
④記録データは、独自のセキュアな暗号化を実現

従業員数 １８名
設立

1957年6月

取得規格 ISO9001 ・ ISO14001

主な拠点・主要取引先
株式会社 大日光エンジニアリング
東芝ライテック 株式会社
日本シイエムケイ 株式会社
ファナック 株式会社

事業内容
治工具・機構装置等の設計・製造・販売
ソフトウェア開発
EV/PHV多機能充電器EEL

業務システムPCS（ピクス）

社長からのメッセージ
５０年以上続くプリント基板実装事業は、 高密度表面実装をはじめ、
ディスクリート部品の挿入からフロー実装、 ポイントはんだ付けまで、
幅広い生産に対応しています。 この製造現場で鍛え上げられた高品
質・高効率の生産を支える 治工具の設計・製造やソフトウェア・シス
テム開発のノウハウを活用し、 異業種においても広く生産性向上を
ご支援いたします。

その他にもこんなものを造っています！ 温度管理モニタリングシステムの開発もしています
ある酒蔵様からのご要望にお応えしました。
美味しいお酒を造るためには、醸造中の適切な温度管理が欠かせません。
蔵にある多数の「もろみタンク」の温度状況を離れた場所でも様々な端末からリアルタイムで把握することができます。
設定した温度条件を超えるとメール通知ができ異常時の迅速な対応が可能となりました。
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８

その他

日本標準産業分類
３２

その他

認証年度：令和２(2020)年度
かとう

その他

こうぎょう

加藤ブラシ工業株式会社
〒321-0921

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市瑞穂3-5-18

TEL:028-656-8411

https://katobrush.co.jp/

Email:info@katobrush.co.jp

FAX:028-656-9411

JR宇都宮駅から車で約30分 北関東道宇都宮上三川ICから車で約10分

ここがセールスポイント すべてオーダーメイドで、御希望に沿ったブラシを製作します！
チャンネルブラシ、植込みブラシ、ねじりブラシを自社で製造可能な日本でも数少ないブラシメーカーです。
会社概要
代表者名 加藤 進
資本金

1,000万円

年商

1億7,000万円

わが社の《チャンネルブラシの植毛技術》にはこんな特徴があります！
チャンネルブラシは、各製造現場において対象物の清掃やバリ
取り、研磨等の用途で使用されています。様々な製造の現場に
おいて、より繊細で高精度なブラシのニーズが高まっています。
当社所有の自動植毛機は、従来の手植え型植毛機とは異なり、
供給する毛量や植毛の速度を機械制御することができ、繊細で
高精度なブラシを大量生産することができます。

従業員数 16人（パート含む）
設立

昭和22年5月

取得規格

主な拠点・主要取引先

チャンネルロールブラシ

拠点：宇都宮市
取引先：株式会社スズテック他

事業内容
工業用ブラシの製造販売

代表取締役
加藤 進

社長からのメッセージ
当社は昭和22年の創業以来、工業用・産業用のブラシ製品の総合
メーカーとして、「ブラシ一筋」に歩んで参りました。ブラシ製品を使う
ことで、製造現場の難問を解決できたり、製造工程を大幅に短縮でき
たりすることで、お客様が目指しているゴールに一歩でも近づけるこ
とこそを当社の目標としております。
ブラシのことならお任せください。

その他にもこんなものを造っています！ 植込みブラシ・ねじりブラシ
工業用ブラシ製品から家庭用雑貨に至るまで、一般的にブラシ製品として認知度が高
いのがこの植込みブラシです。広く知られているのは、デッキブラシです。木や樹脂の
台座を加工することで、多種多様な形状に対応可能です。特に洗浄用に用いられるこ
とが多いブラシです。

植込みブラシ
ブラシ素材を芯線でねじり固定したブラシ製品です。基本的には針金で製作しているた
め、複雑な形状に曲げることができ、様々な使用用途に対応しています。代表的なも
のでは、亀の子たわしがよく知られています。特に筒やパイプ内部、ねじ穴等の掃除
用に最適です。

ねじりブラシ
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認証年度：令和２(2020)年度

その他

有限会社スペクトルデザイン
〒324-0403

お問い合わせ先

栃木県大田原市湯津上285番地1

TEL:0287-98-3066

http://www.spectradsn.com/

Email:ask@spectra-dsn.co.jp

FAX:0287-98-3067

JR那須塩原駅から車で30分

わが社は、《最先端光技術（テラヘルツ波技術）による非破壊検査技術》を開発

ここがセールスポイント しています

当社は平成16年創業以来、最先端光技術である「テラヘルツ波技術」を駆使して、様々な研究や顧客のニーズに合わ
せたシステムの開発を行ってきた少数精鋭のベンチャー企業です。
会社概要
代表者名 深澤 亮一
資本金

300万円

年商

1億円

（認証技術：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）

従業員数 6名
設立

平成16年10月1日

取得規格

主な拠点・主要取引先

偏光テラヘルツ
イメージングシステム

拠点：栃木県大田原市湯津上
取引先：公的研究機関（大学を含む）、工
業材料メーカー・自動車・航空機・船舶・
鉄道等関連メーカー・インフラ設備製造
メーカー・医薬品メーカー等。

社長からのメッセージ

事業内容
光を用いた検査技術の開発・システ
ム製造

樹脂形成品において劣化の原因となる残留応力の測定は難し
く、樹脂残留応力の非破壊測定としてはX線回折法などの破壊的
検査しかありませんでした。一方我々の扱うテラヘルツ波は、樹
脂材料に対して高い透過性をもち、非侵襲な性質をもっていま
す。この技術は樹脂配向に応じて最適な偏光状態のテラヘルツ
波を選択することで感度の高い測定手法が実現でき、樹脂の品
質保証に大きく貢献する従来にはない技術です。

代表取締役
深澤 亮一

当社が扱う「テラヘルツ波技術」はX線や赤外線に比べ新しい技術ですが、
当社の技術者は20年以上前から国内の最前線で当技術の研究開発に携
わっています。当技術に特化した企業は珍しく、業界では老舗のベンチャー
企業ともいわれています。小規模企業ならではのフットワークの良さを生か
し、創業以来テラヘルツ波技術の研究開発や測定業務、検査装置の特注開
発などを手掛けています。最先端光技術である「テラヘルツ波技術」を熟知
した技術者たちが常に新しい技術課題に挑み、成長し続ける企業です。

その他にもこんなものを造っています！

テラヘルツ波はすでに文化財の修復保存にも貢献しています。当社は
国内外の世界遺産になっている絵画（壁画）などの『修復のための現地
調査測定』にも携わっています
（詳細はHP http://www.spectradsn.com/information.htmlをご覧くださ
い）。

【私たちの扱う光】
光とは、電磁波の一種です。その中で私たちが得意としているのは、テラヘルツ波と呼ばれる目に見えない光で、光と
電波の中間に存在しています。このテラヘルツ波は、金属以外のさまざまな物質を比較的透過しやすいことが分かって
います。透過性をうまく利用して目に見えない情報を可視化し、従来の光では分からなかった物質の新たな性質や品質
を詳しく調べることができます。
【テラヘルツ波で見えるもの】
テラヘルツ波は半導体、プラスチック、粉、ゴム、セラミックなどを透過します。その特長から、異物検査、品質評価、医
薬品の分析、生体組織の観察、構造物・危険物の検査などへの応用が見込まれています。
【私たちができること】
私たちは光物理計測に関する経験を活かして研究開発を受託します。お客様の研究開発の効率化、リスク回避、コスト
削減などを測ることができます。
光物理計測を熟知した専門家が研究用の実験装置や計測装置、産業用装置などのシステム設計・製作・評価を行いま
す。アルゴリズムの開発や、スペクトル解析、画像処理パターン認識などのデータ解析、検査の自動化などもお手伝い
します。
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認証年度：令和２(2020)年度
とうきょう

その他

東京オイルアナリスト株式会社
〒329-4423

お問い合わせ先

栃木市大平町西水代2531-1

TEL:0282-43-0101

https://www.tokyo-oilana.com

Email:info@tokyo-oilana.com

FAX:0282-43-3019

佐野藤岡ＩＣから車で１５分

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。
会社概要
代表者名 森永 正明
資本金

１０００万

年商

３０００万

わが社の《回転電極発光分光分析装置》にはこんな特徴があります！
油中の金属摩耗粉や添加剤を定量分析します。
サンプルを前処理なしで直接分析なので短時間で結果がでま
す。
分析値から潤滑油の健康診断をする技術が認証されました。

従業員数 ３名
設立

1983年6月1日

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

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

代表取締役
森永 正明

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。

その他にもこんなものを造っています！ 出張オイル管理セミナーや展示会で相談会実施中
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認証年度：令和２(2020)年度
にほん じどう

その他
（社屋や工場の写真）

きこう

日本自動機工株式会社
〒330-0064

お問い合わせ先

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-7

TEL: 048-835-6361

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

Email: info@jido-kiko.co.jp

FAX: 048-835-6370

ＪＲ浦和駅 徒歩5分
真岡工場の写真

ここがセールスポイント ラバーダム（ゴム製の堰）に自信あり！
当社は、昭和25年設立以来、水門の設計・施工・維持管理まで社内一貫体制で行う水門設備の専門メーカーです。特
に、ラバーダム（ゴム製の堰）は昭和39年に日本で最初に開発し、現在、全国トップクラスの約700ヵ所の実績を誇って
います。
会社概要
わが社の《ラバーダム》にはこんな特徴があります！

代表者名 古屋 久昭
資本金

8000万円

年商

23億円

「水門・堰」は通常、鉄製ですが、「ラバーダム」はゴム製で、コス
トパフォーマンスに優れ、耐久性・安全性を兼ね備えた当社の主
力製品です。土木構造が、他の鉄製ゲートに比べ簡単な上、維
持管理が容易でメンテナンスフリーです。
また、ゴムを圧縮空気で膨張させるため、油圧シリンダーなどの
設備が不要であり、河川への油漏れの心配がありません。

従業員数 75名
設立

1950年

取得規格 ISO9001,140001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社（さいたま市）、真岡工場
（真岡市）、関東支店（真岡市）、東
北支店（仙台市）
取引先：国交省、農水省、各地方
公共団体

事業内容
水門設備の設計・施工・維持管理

ラバーダム

社長からのメッセージ
当社は、「水門を通じて人々の安心と暮らしを守り持続的社会を実現す
る」をモットーに、「地域未来牽引企業選定」といった地域の企業を後押
しする事業を積極的に進めているところです。
本社以外に、関東支店、東北支店があり、これら支店を軸に、各地域の
協力会社と連携し、全国の自治体に様々な治水・利水の提案活動を行
代表取締役社長 い、持続可能な強靭なインフラ設備の実現に向け貢献していきます。
古屋 久昭

その他にもこんなものを造っています！ 管路逆流防止用ゲート「エキスパンゲート」
「エキスパンゲート」
一般的に大規模河川に使用されている鉄鋼製ゲートは、駆動系の設備や本体の塗装が必要でありコストが高い。中
小規模の河川においては、コスト的にも耐久性にもメリットのある設備が必要とされ、1964年に当社がラバーダムを開
発しました。
その後、ラバーダムの応用品として「エキスパンゲート」を開発しました。「エキスパンゲート」は河川増水時の逆流防
止用にラバーダムの技術を応用して開発され、治水から利水に活用されています。
現在、欧米から下水道止水ゲートの問合せが多くあります。特にアメリカからの問い合わせにおける課題は、日本国
内の約1.0～2.5ｍ程度の堰高に対し３ｍを超えるサイズの問題や、樋管が国内の角形ではなく丸型という形状の課題
があります。
既に当該製品はアメリカの代理店より１０台を超える内示もありますので、今後、サイズや形状に関する課題をクリア
することで海外市場も開拓していく予定です。
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平成30(2018)年度～令和２(2022)年度認証企業
企業一覧[50音順]

栃木県フロンティア企業一覧（209社）

[50音順]
令和２(2020)年6月1日現在

№

企業名

所在地

認証技術・製品名

業種

認証年度

1 アークテック（株）

壬生町

精密洗浄カゴ・整列パレット

金属製品

R2

2 （株）アール・ティー・シー

上三川町

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

3 （株）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 (株)青木製作所

真岡市

食品工場における小規模バイオガスプラント技術

生産用機械器具

5 （株）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

6 アクリーグ（株）

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（株）

足利市

超多色捺染技術

繊維工業

R2

8 （株）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(株)

宇都宮市

黒千石小粒なっとうカップ２Ｐ

食料品

10 (株)アトムエンジニアリング

宇都宮市

クラウド型在庫管理システム「@wms」

ソフトウェア業

11 （株）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

12 (株)イーアンドエム

下野市

鋼製小物管理システム

情報通信機械器具

R1

13 (株)イーストンテック

塩谷町

大型ガラス装飾品及びガラス建材

窯業・土石製品

R1

14 （株）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

15 (株)伊澤技術研究所

宇都宮市

精密形状研磨技術

生産用機械器具

16 (株)井上製作所

佐野市

装着型関節拘縮体験シミュレーター

その他

17 岩崎編織（株）

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（株）

栃木市

機能性表示食品「岩下の新生姜」

食料品

R2

19 (株)宇井精密製作所

足利市

無理抜き方式による軸受け用保持器の開発及びその成形技術の確立 はん用機械器具

20 （株）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

21 宇都宮精機（株）

宇都宮市

自動移載装置

生産用機械器具

R2

22 HCCソフト（株）

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

23 エーシーエム栃木（株）

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

24 (株)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

25 (株)ＦＴＭテクニカルサービス

宇都宮市

プリント基板用反り修正装置

生産用機械器具

26 遠藤食品（株）

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

27 オーエム産業（株）

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

28 （有）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

29 大古精機（株）

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

30 (株)オートテクニックジャパン

芳賀町

４輪独立式低慣性ダイナモによる完成車性能評価技術

業務用機械器具

30

31 (株)オオハシ

鹿沼市

樹脂製敷板「リピーボード」

プラスチック製品

30

32 （株）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

33 オグラ金属（株）

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

34 （株）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

35 (株)小沼製作所

大田原市

熱硬化性樹脂丸棒・パイプ・板の積層成形技術

プラスチック製品

36 （株）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

37 (株)オフィスエフエイ・コム

小山市

移動型協調ロボットを用いたIoTシステム

電気機械器具

38 (株)オンワード技研

真岡市

OS-R膜

金属製品

39 笠原産業（株）

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

40 （株）カザミフーズ

足利市

煮込み商品の製造技術

食料品

R2

41 ガチャマンラボ(株)

足利市

解し織りジャカード製織

繊維工業

30

42 カテル(有)

宇都宮市

ホームページサイネージ＆サイネージネットワーク

ソフトウェア業

30

43 加藤ブラシ工業（株）

宇都宮市

チャンネルブラシの植毛技術

その他

R2

44 金井染工（株）

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

45 （株）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

46 （株）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

47 金子メディックス（株）

那須塩原市

ELID研削加工技術

金属製品

R2

48 （株）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

49 （有）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 （株）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

51 関東エクストロン(株)

足利市

PEEK＋カーボンナノチューブ樹脂を用いた丸棒素材成形技術

プラスチック製品

136 ページ

30

R1
30
R2

R2

30
R1

R1

R1
30

30
R2

30
R1

30

№

企業名

所在地

認証技術・製品名

業種

認証年度

52 菊地歯車（株）

足利市

多様な歯車製造技術

はん用機械器具

R2

53 （有）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

54 協栄産業（株）

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

55 協立機興（株）

佐野市

航空機部品等の高精度加工技術

金属製品

R2

56 共立精機(株)

宇都宮市

砥石形状測定機「エッジスキャナ」

業務用機械器具

57 （株）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

58 清原住電（株）

宇都宮市

光ファイバ製造技術

非鉄金属

R2

59 錦正工業（株）

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

60 栗田煙草苗育布製造(株)

佐野市

薄葉寒冷紗（うすようかんれいしゃ）

繊維工業

30

61 (有)グリムファクトリー

壬生町

次世代の管理プレート～密着性・耐候性に優れた金属板へのUVインクジェット印刷～

印刷・同関連業

30

62 (株)ケイエムシー

宇都宮市

公楽Cloud（こうらくクラウド）

ソフトウェア業

30

63 （株）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

64 京浜精密工業(株)

鹿沼市

アルミダイカスト品の高強度・高精度な塑性流動結合の開発技術 輸送用機械器具

65 （有）小池経編染工所

足利市

和座布団

繊維工業

R2

66 こいしや食品（株）

宇都宮市

充填豆腐「ちょいとうふ」

食料品

R2

67 晃南印刷（株）

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

68 晃洋設計測量（株）

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

69 （株）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

70 小林酒造(株)

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

71 （株）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

72 (株)榮建設

栃木市

73 （株）サカエ工業

R1

R2

30

万能断熱蓄熱ガラスコート

化学工業

万能断熱蓄熱ガラスシート

化学工業

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

74 （有）さかえや

日光市

揚げゆばまんじゅう

食料品

R2

75 (株)ササキ

鹿沼市

ゴルフクラブ（アイアン）のヘッド部製造の加工技術

その他

76 （有）佐藤化成工業所

日光市

綿棒体

プラスチック製品

R2

77 （株）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

78 (有)佐野機工

宇都宮市

スリム型銅バスケット

金属製品

79 (株)サンテクノロジー

鹿沼市

低騒音風洞

業務用機械器具

80 サンプラスチック（株）

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

81 サンポープラス（株）

足利市

熱中症対策商品「そ～かいくんＷ（ワイド）」

繊維工業

R2

82 (株)三本松茶屋

日光市

MADE in NIKKOの地ビール「THE NIKKO MONKEYS」

飲料・たばこ・飼料

83 （株）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

84 GKNドライブラインジャパン（株）

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

85 （株）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

86 (株)ジェネックス

宇都宮市

多言語タッチパネル観光案内

ソフトウェア業

セルフオーダーシステム轟（とどろく）

ソフトウェア業

87 (株)システムデザインワークス

那須塩原市

ケア記録ソフトウェア「ケアレル」

ソフトウェア業

クラウド型勤怠管理システム「レコレル」

ソフトウェア業

88 （株）篠原製作所

鹿沼市

電動CBR試験機

金属製品

89 (有)島田製作所

足利市

NC複合旋盤を用いた高精度量産加工技術

輸送用機械器具

90 (有)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

91 （株）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

92 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

93 （株）シンシ

佐野市

プラスチック板加工

プラスチック製品

R2

94 シンテックス（株）

さくら市

段差解消機

金属製品

R2

95 神和アルミ工業（株）

真岡市

水冷型ヒートシンク量産技術

金属製品

R2

96 (株)シンワモールド

足利市

高品位へール加工技術

金属製品

97 （株）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

98 (株)すが野

壬生町

国産ワインらっきょう

食料品

99 杉田酒造（株）

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

100 鈴木電機(株)

那須塩原市

自家消費太陽光RPR自動復帰システム

電気機械器具

101 （株）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

102 (株)スズテック

宇都宮市

手動掃除機「ふらっと」FRT403D/FRT503D/FRT703D

はん用機械器具

枝豆オートセルトレイ播種機 STH5ME

はん用機械器具

R2

103 （株）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

104 (株)鈴矢電機サービス

宇都宮市

作業用足場

金属製品
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105 スターヒューズ(株)

那珂川町

防火ダンパー用温度ヒューズ

106 （有）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

107 (株)セイホウ

足利市

CHEEKY socks

繊維工業

108 ゼビオプラスト（株）

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

109 （株）壮関

矢板市

栃木県産紅はるか干し芋

食料品

R2

110 (株)ソフトエイジェンシー

小山市

4-20mA用IoTデバイス「SuguIoT 4-20」

ソフトウェア業

ビーコン検出IoTデバイス SuguIoTビーコン

ソフトウェア業

111 (株)ソフトシーデーシー

宇都宮市

手指の高次協調運動からの脳活性度計測技術「きらきら星脳活計®」

ソフトウェア業

112 ソルテック工業(株)

那須塩原市

デジタル印刷機用の小型後加工機群

生産用機械器具

113 第一印刷(株)

栃木市

LED-UV印刷機による3D印刷技術

印刷・同関連業

114 第一酒造（株）

佐野市

高級日本酒（特定名称酒）の製造

飲料・たばこ・飼料

R2

115 第一測工（株）

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

116 （株）大定

足利市

レイヤーチューブ

繊維工業

R2

117 (株)ダイサン

足利市

単軸形運搬具及び運搬具「らくらく車」

プラスチック製品

らくらくプルシート

プラスチック製品

118 (株)大正光学

鹿沼市

高品質薄膜加工技術

化学工業

119 （株）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

120 （株）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

121 田崎設備（株）

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

122 （株）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

123 (株)田中電気研究所

那須烏山市

SPM及びPM2.5が測定可能な連続粉塵モニターPHENIX（フェニックス） 電気機械器具

124 （株）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

125 (株)タメガイ

足利市

バスキュート

プラスチック製品

126 （株）チュウリツ

矢板市

生産設備、省力化機器

生産用機械器具

127 (株)ツール工房

下野市

超硬面取りカッター

生産用機械器具

高硬度用ボールエンドミル

生産用機械器具

128 (株)ツカサ精密

宇都宮市

ハニハニクリップ

金属製品

129 （株）つかもと

益子町

Kamacco

窯業・土石製品

R2

130 （株）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

131 鶴貝捺染工業（有）

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

132 ＴＯＡ(株)

佐野市

極小金属フィルターの製造技術

金属製品

30

133 (株)ディード

矢板市

MRI診断装置の吸着事故を低減する装置

電気機械器具

30

134 (株)テクノスタット工業

那須塩原市

ゼラストESDハイパワーシールドST121

化学工業

135 東京オイルアナリスト（株）

栃木市

発光分光分析装置RDE（回転電極）

その他

R2

136 東京フォーミング（株）

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

137 東都工業（株）

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

138 (株)トーカイ・エム

宇都宮市

高精度樹脂金型加工技術及び、特殊構造の加工・成形技術

プラスチック製品

139 トーメイダイヤ（株）

小山市

ダイヤモンド焼結体（耐摩耗材料）

窯業・土石製品

R2

140 （株）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

141 栃木カネカ(株)

真岡市

断熱性能が極めて優れる新規スーパーインシュレーションフィルム 化学工業

142 栃木精工(株)

栃木市

Connector Keep

業務用機械器具

143 栃木乳業(株)

栃木市

乳飲料「関東・栃木レモン」

食料品

144 （株）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

145 （株）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

146 (株)トライターム

宇都宮市

超精密測定検査装置

業務用機械器具

R1

147 (有)中川電気

真岡市

非常用照明「LOCOMY」

電気機械器具

R1

148 中里建設(株)

佐野市

特殊洗浄具アクアピグ・アクアピグクロス、洗浄装置アクアピグ連続発射機、これらを用いた管内洗浄技術

はん用機械器具

149 （株）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

150 (株)中村製作所

那須烏山市

アルミ合金製フローティングメタルベアリング＆ナット

輸送用機械器具

151 中山金属化工（株）

さくら市

スタッドボルト締付け機

非鉄金属

R2

152 （株）波里

佐野市

ミクロペースト（胡麻・きな粉等）

食料品

R2

153 ならでわ(株)

宇都宮市

ビフォーアフター®

ソフトウェア業

154 日冷工業（株）

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

155 日光金属（株）

矢板市

焼却炉部品の長寿命化技術

金属製品

R2

156 （株）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
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№

企業名

所在地

認証技術・製品名

業種

認証年度

157 (株)ニッコークリエート

栃木市

CAD/CAE活用による小ロット多品種製品の生産L/T短縮と品質向上技術 非鉄金属

R1

158 (株)日省エンジニアリング

矢板市

有機物磁気熱分解エネルギー変換装置

生産用機械器具

R1

159 日東産業（株）

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

160 日本自動機工（株）

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

161 日本遮熱(株)

足利市

頭寒足熱システム

家具・装備品

162 日本炭酸瓦斯（株）

栃木市

小型レギュレーター（減圧弁、圧力調整器）

金属製品

163 日本電子工学(株)

宇都宮市

制御装置内蔵LEDバーゲートシステム

電気機械器具

164 日本プラスター（株）

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

165 日本プレーテック（株）

那須塩原市

鉄合金めっき技術

金属製品

R2

166 日本リークレス工業（株）

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

167 (株)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

168 パスキン工業（株）

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

169 （有）初山染工

足利市

天然素材の機能染色

繊維工業

R2

170 早川食品（株）

佐野市

県農産物を使用したソース製造技術

食料品

R2

171 パルシステム（株）

宇都宮市

超音波噴霧器

生産用機械器具

R2

172 （株）バンテック

佐野市

多目的金属フィルター

金属製品

R2

173 日の本穀粉（株）

小山市

栃木県のお米でつくったカレールゥ

食料品

R2

174 ファンテック(株)

佐野市

キュートファン

プラスチック製品

175 フォースエンジニアリング(株)

宇都宮市

コロナフリー高電位治療器

電気機械器具

30

176 (有)深澤製餡所

栃木市

チラー冷却システムを通した生餡

食料品

30

177 福地金型

小山市

ワイヤーカットによる微細加工技術

金属製品

30

178 二渡レース（株）

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

179 古河キャステック（株）

日光市

超耐熱耐摩耗・耐浸食合金 トケナイト

鉄鋼業

R2

180 平和テクニカ（株）

那須町

精密切断砥石、高速精密切断機

窯業・土石製品

R2

181 （株）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

182 星野工業(株)

鹿沼市

MIK酒器シリーズ（テーブルウェア）

木材・木製品

183 （株）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

184 松井電器産業（株）

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

185 松山音響工芸（株）

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

186 マニー（株）

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

187 丸井計器（株）

鹿沼市

角度計の開発と解析

生産用機械器具

R2

188 丸彦製菓（株）

日光市

米菓（おかき・煎餅）の製造技術

食料品

R2

189 （株）万蔵

足利市

小径軸物の転写印刷技術

印刷・同関連業

R2

190 ミコトマシナリー（株）

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

191 三福工業（株）

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

192 宮本工業（株）

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

193 村樫石灰工業（株）

佐野市

石灰、ドロマイトの利用技術

窯業・土石製品

R2

194 村田発條（株）

宇都宮市

卵形断面コイルスプリング

金属製品

R2

195 ムロオカ産業(株)

足利市

IT-PIPET G-TYPE（マイクロピペット）及びガラスチップ

プラスチック製品

196 明治鋼業（株）

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

197 柳下技研（株）

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

198 （株）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

199 やまこ産業（株）

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

200 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

201 (有)ヤマダ

足利市

円錐形曲げ加工技術

金属製品

202 大和電器（株）

宇都宮市

感震ブレーカー 震太郎

情報通信機械器具

203 山本建設(株)

宇都宮市

環境配慮型ブロック舗装用流失防止砂「B-サンド」

窯業・土石製品

30

204 (株)湯原製作所

さくら市

医療用フレキシブル（多関節）アームの国産化技術

業務用機械器具

30

205 吉岡食品工業（株）

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

206 吉澤石灰工業（株）

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

207 米山そば工業(株)

鹿沼市

石臼弐層挽き製法

食料品

208 レオン自動機（株）

宇都宮市

フレックスインクラスタ

生産用機械器具

R2

209 （有）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。
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