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Ⅰ 背景 

 

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

ゆまぬ努力により全国有数の内陸工業県として発展してきました。 

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

境は厳しさを増しています。 

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

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

す。 

 

  

Ⅱ 栃木県フロンティア企業認証制度 

 

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

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

ることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 栃木県フロンティア企業に対する支援内容 

 

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

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

 （３）新技術・新製品の研究開発に対する助成 

 （４）県制度融資（新事業開拓支援資金）による融資 

 （５）ホームページや冊子による情報発信 等 

 

Ⅳ 認証期間 

 

   ・令和元(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） 

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

 

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 
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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



JR宇都宮駅から約6.5km、宇都宮上三川ICから約10km

当社は、国内各地の産地から毎日仕入れる新鮮な野菜で、『ゆずだいこん』や『ハルピンきゃべつ』、『7種の野菜』、
『浅漬プチカップシリーズ』、『白菜漬』、『かぶ漬』など常時40種類以上の浅漬け製品を製造しています。
国際標準の食品安全規格である一般財団法人食品マネジメント協会（ＪＦＳＭ）が定める 「ＪＦＳ－Ｂ規格」の認証を取
得し、安心安全な製品をお届けするために、常に厳格な品質管理を実施しています。
研究分野では、「MALDI-TOF MSによる浅漬け低温保存下での菌叢変化解析研究」を進め、当社の浅漬けが昔なが
らの漬物と同じ発酵過程を経る安全安心な発酵食品であるということを明らかにしました。
また、ものづくりの現場と製造方法を地域の皆様に広く知っていただく機会を提供したいという考えから、工場見学や
手作りキムチ教室を実施し、工場敷地内に植えられた約400株のあじさいが開花する毎年6月には「あじさい祭り」を開
催しています。

取得規格 ＪＦＳ－Ｂ規格

主な拠点・主要取引先 乳酸発酵野菜ピューレ

拠点：本社(宇都宮市) 社長からのメッセージ　

アキモは、「自然でしょ。」というコンセプトのもと、地域から地球へ、
宇宙へ、そして環境にやさしく、全ての生き物が平和で健康的に生きていけ
ることを目指しています。
経営理念は「野菜をおいしく楽しくたくさん食べて、すべての人に健康になっ
ていただきたい」を掲げ、SDGsを取り入れた経営方針のもと、野菜加工食品
を開発・製造・販売しています。今後もお客様に愛される製品を作り続け、未
来に向けて進化してまいります。

事業内容
野菜を中心とした加工食品の製造・販売、浅漬
けをはじめとする各種漬物の製造・販売、惣菜
の販売

会社概要 わが社の《植物性乳酸菌を用いた国産発酵野菜ピューレ》にはこんな特徴がありま
す！代表者名

代表取締役社長
秋本　薫

その他にもこんなものを造っています！ 全国から仕入れる新鮮野菜でつくる浅漬け製品

資本金 5,000万円 ペースト状(ピューレ状)にした野菜（人参、かぼちゃ、ほうれん
草、トマト）をロアレ乳酸菌®(植物性乳酸菌)で発酵させた「乳酸
発酵野菜ピューレ」を製造しています。自然な酸味と発酵の風味
が特長で、様々な食品にご利用いただけます。小麦加工食品
（パン、麺、餃子の皮等）の生地に混合し製造すると、野菜臭が
少なく、かつ膨張性や弾力性または保水性が改善された野菜入
り小麦加工食品となります(特許 第6334599号  2018.5.11登録)。

年商 約26億円

従業員数 146名(2021年8月現在)

設立 1960年6月10日

秋本 薫

認証年度：令和３(2021)年度

 食料品 株式会社アキモ
〒321-0912 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市石井町2341番地 TEL:　028-667-0545 FAX:　028-667-5749

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

ここがセールスポイント 発酵を強みに様々な野菜加工食品を展開

アキモは「野菜をおいしく楽しくたくさん食べて、すべての人に健康になっていただきたい。」を経営理念に掲げ、様々な
野菜加工食品を展開しています。
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わが社の《発芽の旨味　 日光芽吹きそば》にはこんな特徴があります！
代表者名 米山　慎太郎

認証年度：令和３(2021)年度

食料品

独自のラセン目立て石臼

〒322-0007 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市武子1900-5 TEL:0289-65-3531 FAX:0289-62-4716

取得規格 農商工等連携認定事業者

主な拠点・主要取引先 百貨店産直ギフト

都内百貨店、県内百貨店、スーパー
マーケット、そば店、飲食店

社長からのメッセージ　

創業明治三年、玄そば自家製粉を五代に亘り継承。日光山麓産そば
のブランディングを至上命題に地元優良そば生産者と有機的連携の
なか取り組んでおります。独自の石臼弐層挽き製法®と大型ロール挽
き製粉を併用し、ものづくりに励んでおります。「そばに一意専心」と志
し、精進してまいりますので今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

事業内容
玄そば製粉・麺類製造業

商品：そばの発芽を制御し、そば種子内の機能成分を最大限引
き出すことで、「香味・外観」や「栄養価・機能性」を向上させたそ
ばです。
アミノ酸・・・香味品質の向上と栄養価・健康機能の付与
GABA・・・・アミノ酸の一種（抗ストレス作用）
製法：紋様の異なる目立てを施した石臼製粉によるそば粉の粒
度分布の違いを併せることにより微粒粉から粗めの粒度が芽吹
きそばの食感の良さ、香りを引き出します。

年商 12000万円

従業員数

代表取締役
米山　慎太郎

その他にもこんなものを造っています！ 神楽坂名店「芳とも庵」監修・石臼弐層挽き蕎麦（なまそば）

米山そば工業株式会社
よねやま　　　　こうぎょう

JR鹿沼駅から10分、鹿沼I.Cから20分

資本金 1000万円

8名

設立 昭和39年

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

ここがセールスポイント 発芽を制御し、香味・食感・栄養価・機能性を向上させたそばです。

国の農商工等連携事業をそば生産者（全国そば優良生産表彰受賞者）と認定をいただき（関東経済産業局）、その良質
な玄そばを、発芽技術によって「旨味、香味」を向上させ、独自の石臼弐層挽き製法®を用い仕上げた細切そばです。

会社概要
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認証年度：令和３(2021)年度

飲料・たばこ・飼料 株式会社三本松
さんぼんまつ

茶屋
ちゃや

〒321-2345 お問い合わせ先

栃木県日光市木和田島1564-4 TEL：0288-25-3631 FAX：0288-25-3632

http://www.sanbonmatsu.com/ Email：nikkobrewing@gmail.com

ここがセールスポイント 栃木と海外を繋ぐ老舗企業。チャレンジ精神 旺盛に勇猛果敢に挑みます！

日光国立公園で創業150年つづく老舗企業。地域商社として、地域資源を活かしたエコツーリズムやクラフトビールの
製造など地元地域に根ざした事業活動を行いながら地元地域の観光開発に取り組んでいます。

1,000万円  JAPAN GREAT BEER AWARDS 2020
  「金賞・銀賞 W受賞（初出品）」
 International Beer Cup 2021
  「銀賞受賞」
 令和2年度JAPANブランド育成支援事業
  「海外輸出向けの樽熟成ビール開発」

年商 1億円

従業員数 14名（パート含む）

設立 1871年4月

会社概要
わが社の《奥日光天然水仕込みのクラフトビール》にはこんな特徴があります！

代表者名 鶴巻 正男

専務取締役
鶴巻 　康文

その他にもこんなものを造っています！
規格外の栃木県産苺を使用した苺ビール
栃木県産有機麦芽を100%使用した有機ビール

JR下野大沢駅より徒歩20分、大沢ICより2km

取得規格

主な拠点・主要取引先 海外輸出向けの樽熟成ビールを開発

三本松茶屋（日光市）、
NikkoBrewing（日光市）、東京営業
所（新宿区）、台湾営業所（台中
市）、日光営業所（日光市／2022年
3月完成予定）

社長からのメッセージ　

弊社は今年、創業１５０周年を迎えました。老舗企業として地域の文化や歴
史を繋いでいくと同時に、フロンティア企業として未来を見据えながら新たな
商品開発や市場開拓に取り組んでいます。日本人だけでなく若い高度外国
人財も迎えて、チャレンジ精神を旺盛に楽しみながら勇猛果敢に挑みます。事業内容

地域商社（観光物産、飲食、エコツーリ
ズム 、クラフトビールの製造）

資本金

経済産業省から地域未来牽引企業に認定されま

した。

（図左）

２０１８年に経済産業省から地域未来牽引企業に

認定されました。２０２０年からは廃棄ロスになる

栃木県産苺を原料に活用したりして地元企業と

協力しながらSDGsの推進にも取り組んでいます。

現在は高度外国人財の雇用も積極的に行いなが

ら海外で活躍できる人財の育成も努めてます。こ

れからも地元企業の責務として事業活動を通して

地元地域に貢献していきます。

【経営理念】人と自然の調和 文化と歴史の継承
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代表取締役社長
松倉　敬士

その他にもこんなものを造っています！
味と品質にこだわり製造した「蔵の街ヨーグルト」
シリーズ。

JR栃木駅・東武鉄道栃木駅から徒歩15分、栃木ICから10㎞

（ヨーグルト：蔵の街シリーズ）
　独自の発酵技術で、長年培われてきた味と品質へのこだわりにより製造した「蔵の街ヨーグルト」シリーズは、お客様
から大変ご好評を頂いております。
　特に、令和3年9月発売の「蔵の街こだわりプレーンヨーグルト」は、「ザ・リッツ・カールトン日光」監修のもと、ラグジュ
アリーなホテルの朝食をイメージしています。栃木県産生乳に栃木県産生クリームを合わせ、乳脂肪分5%の濃厚なプ
レーンヨーグルトで、こだわりの逸品です。

取得規格
厚生労働大臣承認
HACCP

主な拠点・主要取引先 製品名：関東・栃木レモン

拠点：本社工場（栃木市）
主要取引先：スーパーマーケット（(株)ヨークベ
ニマル、イオン(株)、(株)イトーヨーカ堂、オー
ケー(株)、県内各スーパー）、栃木県学校給食
会、コンビニ、高速道路SA、道の駅、洋菓子店
他

社長からのメッセージ　

　これからのライフスタイルに合った食品は、製品の安全と品質保証
を全てに優先させながら、”おいしさと健康”を兼ね備えた商品であ
り、原料や製法におけるブランドを追求し、創・食文化を通じて、小粒
ながらも社会に貢献します。事業内容

乳製品の製造販売

資本金

ここがセールスポイント 新鮮な栃木県産生乳100％を使用した乳製品に自信あり。
　当社は、昭和22年の創業以来、地元の栃木県産生乳を100％使用した乳製品製造を行っており、牛乳をはじめ蔵の街シリーズのヨーグルトが自慢です。新鮮な
生乳の風味を酪農家から食卓までお届けられるようHACCPシステムによる衛生管理を導入しました。
　また、乳飲料では「関東・栃木レモン」（通称：レモン牛乳）が栃木のソウルフードとして全国に認知度も広まりお問合せも多く、各種コラボ商品も増加しています。

3,200万円 「関東・栃木レモン」は長い歴史で培われた根強いファンが存在する特別な商
品であり、関東牛乳より原料から製法までのノウハウの全てを受け継いだ貴

重な乳飲料です。

　栃木県産生乳100%を原料に、レモン風味の香料と厳選されたマダガスカル
産高級バニラビーンズ等を加えることにより、長年飽きのこない、また、なつか

しい味としてお年寄りからお子様まで幅広く親しまれています。

　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　商標登録　　5213915号（第32類）他.

年商 149,448万円

従業員数 65名（パート含む）

設立 昭和38年4月

会社概要 わが社の《乳飲料「関東・栃木レモン」（通称：レモン牛乳）の製造》にはこんな特徴があ
ります！代表者名 松倉　敬志

認証年度：令和３(2021)年度

飲料・たばこ・飼料 栃木
とちぎ

乳業
にゅうぎょう

株式会社
〒329－4407 お問い合わせ先

栃木県栃木市大平町川連432 TEL:　0282－24－8831 FAX:　0828－24－3630

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

蔵の街のむヨーグルト720ml

蔵の街のむ苺ヨーグルト

720ml

蔵の街プレミアムヨーグルト500g

蔵の街こだわりプレーンヨーグルト400g

「ザ・リッツ・カールトン日光」監修

蔵の街おいしいヨーグルト180g

令和3年9月発売予定
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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



代表取締役
高橋 仁里

その他にもこんなものを造っています！ 高級素材の服を手頃な価格で！

当地の５０以上のファッション関連工場と連携、産直アパレルとして高級生地で割安な洋服を製造直販しています。

ガチャマンラボ株式会社

足利市駅より5km  足利 ICより5km

取得規格

主な拠点・主要取引先 香港での発表

拠点：足利市及び隣接各市
取引先：百貨店・アパレルブランド

社長からのメッセージ　

国内では全く見向きもされず古着屋で数百円で売られている足利銘
仙。しかし、パリコレでは同じ技術で製造されたものが数百万円の服
として発表されています。
既成概念にとらわれず、広い視野と新たな視点をもつことを常に意識
しグローバル市場にチャレンジしております。

事業内容
ファッション生地及び製品の製造

国内着物市場の縮小とともに製造が絶えていた足利銘仙。しかし、生地ではなく、糸に直接プリントするというその技術は表裏同
一で多様な絣柄を可能にし、ファッションの表現を大きく拡げることができます。弊社はその技術に着目し、パリコレに代表される高
級ファッションの世界で足利銘仙の再興を目指しています。

資本金 1,000万円 従来の着物の生地巾36cmから112cmまで拡げるとともに、染
色、対光、摩擦堅牢度や引裂強度など多くの品質基準をクリア
することで世界の高級ファッション市場での流通を実現していま
す。

また、自社オリジナル製品は政府機関の海外要人向け贈呈品に
選定され、ミャンマーのアウンサンスー・チー氏、英国のトラス国
際貿易相など、世界各国の要人に贈呈されています。

年商

従業員数

設立 2013年

会社概要
わが社の《ほぐし織り（足利銘仙）技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 高橋 仁里

ここがセールスポイント ほぐし織り（足利銘仙）の技術革新で世界のファッションシーンへ

認証年度：令和３(2021)年度

繊維工業

〒326-0021 お問い合わせ先

栃木県足利市山川町30-2 TEL: 0284-64-7676 FAX: 0284-42-4130

http://gachamanlab.com Email: kimisato@gachamanlab.com
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資本金 7,028万円

http://www.kuritatabaco.jp/　　 Email:　Kurita-t@kuritatabaco.jp

ここがセールスポイント
新商品の起案から試作品の製造までの開発期間が短く、スピード感のある商
品開発を進める企業体質です。

KT吸音材はこれまでに類を見ない表面が凹凸の三次元形状にしており、審美性に優れた外観を特徴としている。

会社概要 騒音発生周波数帯に応じた2種類の製品で、それぞれ吸音メカニズムの違った方式で
吸音効果が得られる製品である。代表者名

紗靭紙（紗織物＋和紙複合品破れ難い障子紙）

栗田煙草苗育布製造株式会社
くりたたばこびょういくふせいぞう

ＪＲ両毛線、東武佐野線「佐野駅」から徒歩20分、佐野藤岡ＩＣから6.8ｋｍ

社長からのメッセージ　

お客様に満足していただくために、常に創意工夫し、ずっと必要とされる会社でありた
い。

お問い合わせ先

栃木県佐野市堀米町1636 TEL:　0283-22-3101 FAX:　0283-22-6186

代表取締役社長　栗田昌幸

従業員数 70

設立 昭和23年12月16日

その他にもこんなものを造っています！

認証年度：令和３(2021)年度

繊維工業

〒327-0843

取得規格 ＩＳＯ9001：2015　認証取得

主な拠点・主要取引先 KT吸音材

拠点：本社（佐野市堀米町）朝日町
工場（佐野市朝日町）大橋町工場
（佐野市大橋町）
取引先：クラレトレーディング㈱、東
洋紡ＳＴＣ㈱

事業内容
建築・農業用織物（寒冷紗・かんれ
いしゃ）製造業

従来の吸音材は一般的に表面が平坦なものが多いが、高収縮
基布（基材織物）を使用することにより、３層に積層した部材をキ
ルト縫製加工後、熱処理加工で立体的な構造を発現させる独自
の技術を用いている。
騒音発生周波数帯に応じた2種類の製品で、それぞれ吸音メカ
ニズムの違った方式で吸音効果が得られる製品である。

年商 13.6億円

デスクパーテーション画像

紗靭紙画像

◆デスクパーテーションに吸音材を取り付けることで、

外部への音漏れを低減することが可能。

◆寒冷紗と紙を特殊技術で複合し、紙の機能（通気性、透

光性、断熱性）を活かしたまま、高い破裂強さを発現させた

新規な複合障子紙。画像のようにプリントすることも可能。
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代表取締役
小池　隆

その他にもこんなものを造っています！ 首枕は背骨をデザインします

JR足利駅、東武足利市駅より共に徒歩15分、北関東自動車道路・足利インターより10分

取得規格

主な拠点・主要取引先 睡眠を誘う部屋着

栃木県 社長からのメッセージ　

「水を制する人は眠りを制す。」　しかし、睡眠中は半分意識が無い
世界。寝ている間にパジャマと肌の間の水分をコントロールできる生
地を目指して今回はニット生地にしました。
快適な朝のために良く眠る。快適な夜のためのリラックスウエアが出
来ました。

事業内容
染色整理、アパレル、ヘルスケア商
品

資本金

ここがセールスポイント 加工場だからできるSDGｓー持続可能な繊維製品

繊維製品はSDGｓ的にみてＣＯ2排出業種ですが、人の営みに欠かせない「衣食住」に係るもの。生地の主原料を竹由
来のバンブーレ―ヨンにしました。現代に不可欠なポリエステル糸は機能的繊維を用い廃棄時期を延長させます。

600万円 竹由来のバンブーレ―ヨンも綿と同じ原料のセルロースです。最
大の違いは熱伝導率が良い事です。夏に涼しく、冬は暖かい。
そんな繊維を肌にあたるよう裏側にしてニット生地を作りました。
水分を吸収して乾かす能力のある生地は寝具に最適です。
肌に一番近いところで睡眠環境を整えます。
ピンタックネグリジェを作りました。おうち時間が長くなっていま
す。部屋着からパジャマへとリラックスできる一着です。睡眠時
にはパンツをお勧めします。

年商

従業員数 2

設立 1961年

会社概要
わが社の《竹繊維の生地》にはこんな特徴があります！

代表者名 小池　隆

認証年度：令和３(2021)年度

繊維工業 有限会社小池経編染工所
                        こいけけいへんせんこうしょ

〒326-0817 お問い合わせ先

栃木県足利市西宮町2833 TEL:0284-21-7341 FAX:0284-21-7342

www.thekoike3.com Email:koikezome@ceres.ocn.ne.jp

当社の首枕Ｗモデルは令和2年に改良しました。この原型の首枕Ｌモデルは平成21年度の栃木県サポートユア

ビジネス事業で製作したものです。12年前の枕が現役で頑張っています。

特徴は

①後頭部の支えが無い形状で、頭を冷やす効果。

②支える部分が頸部中心となり、首・肩に保温効果。

③襟首の汗をまくらが吸収して、不快感減少効果。

④寝返りが楽にできるために、爽快感アップ効果。

この首枕は、ご自分の寝具で、ご自分の頸部に合わせて高さを決める枕です。
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代表取締役
小久保　和浩

その他にもこんなものを造っています！ 多くの環境、省エネ商品の自社開発製造も行う。

東武田島駅から徒歩5分、佐野藤岡ICから車10分

〇セルフェイスコート：複合無機材料技術により超親水性を発現させる事が可能なコーティング剤で、塗布した表面を
水に濡れやすくする（水滴にならない状態）事で、油汚れなどを水で洗い流すことが可能となる他、水滴にならないた
め、曇り止め効果（防曇効果）などや、空気中の水分がなじみやすくなるため、静電気対策（帯電防止効果）などの特
性を付帯する事が出来るようになります。特に、プラスチックの親水化を実現できる新しい材料として注目されており、
今までの無機材料では不可能であった耐摩耗性を向上させて、拭き取りによる親水性効果の低下や皮膜の脱落など
がおこらないようになっておりますので、プラスチックの親水性の使用用途が拡大します。
〇エコサーモコート：窓ガラスに加工することで、透明性を維持しながら、太陽光に含まれている熱（赤外線）と紫外線
を吸収するため室内の温度上昇を防ぎ、エアコンの効率を上げる事が可能となります。そのため、エアコンの電気代を
低減させて省エネ効果を発揮させることが出来る環境改善対策用コーティング剤です。
〇M-クリーン：光の力によって菌や汚れなどを分解することが出来且つ親水性・分解性によるセルフクリーニング効果
（自己清掃効果）や抗菌効果、空気浄化効果など室内・室外は問わず使用することが出来るこれからの環境改善商品
となっております。
〇MDコート：抗菌スペクトルが広いカビ・細菌の抑制コーティング剤で、防かび、抗菌、防藻（計2000種類以上）に対し
て有効的な抑制効果を発揮します。住空間には、80属60菌、建築物には、120属120種のかびが存在すると言われて
いますが、これら全てに効果が認められています。防カビ剤は毒性が高いように思われますが、これまでにない抑制
効果と低毒性で非流出系のコーティング皮膜を形成するため、さまざまな場所で利用することが出来、且つ長期的に
防カビ・抗菌効果が持続します。当抗菌試験は、JIS規格より厳しいアメリカ軍規格のミルスペックに準拠した試験規格
にて実施しておりますので、使用環境を問わずに幅広い抗菌スペクトルでカビ発生及び繁殖の抑制が行えます。
〇においトリマー：脱臭・消臭効果のあるパウダー状（粉末）の消臭剤です。靴の中のにおいやごみ箱、おむつのにお
いなど、さまざまな場所で手軽に使用する事が出来る脱臭・消臭パウダーです。今までにはなかった「脱臭機能」を持
たせることで、通常のパウダー（粉末）消臭剤と比べて、素早い消臭効果が表れます。
〇ピーピークリーナー：介護やペットのおしっこ消臭に効果絶大なおしっこ・アンモニア臭除去クリーナーで、浸み込ん
だ臭いや残った尿の臭いも徹底除去します。安全性としては、食品添加物として使用される材料を主原料とし、厳選し
た使用実績のある毒性の低い原料を使用して開発製造、急性毒性試験では陰性、国連GHSは区分4の飲み込むと有
害な物質に分類されないに属しています。

取得規格

主な拠点・主要取引先 施工セット

拠点：本社（佐野市）、工場（群馬県
館林市）
取引先：大手商社、官公庁、国際連
合工業開発機関（UNIDO)等

社長からのメッセージ　

環境改善及び顧客満足度の向上を目指して、繊維及び化学の基本
的な技術力を中心に機械・建築等の物理科学的要素を含んださまざ
まな技術開発を積極的に行っていきます。また、全ての自社開発取
扱商品を温室効果ガスの削減カーボンオフセット付きにし、CO2の削
減、インドの風力発電建設に利用されています。

事業内容
特殊繊維製品製開発造業/光触媒
液、環境商品、省エネ商品開発製
造

資本金

ここがセールスポイント 創業98年、靴下からロケットまで世界の色々な製品に採用！

当社は、1923年(大正12年)に繊維加工業として創業し、「地球環境と人類の幸福に役立つ製品を開発・製造・販売する」を企業理
念とし、切れない、燃えないなどの特殊糸や特殊衣料、省エネ商品など人と環境に配慮した安心で安全な高機能性・高付加価値
性高い商品開発に積極的に取り組んでいます。

1，000万円 「Inviroshield M5」は感染症対策を目的に開発された可視光線応
答型光触媒コーティング剤です。室内の蛍光灯の光で光触媒効
果を発揮できる可視光線応答型のコート剤として開発され、現在
は、日本、中国、香港、インド、シンガポール、マレーシアなどア
ジアを中心に「インバイロシールドM5」を供給しております。国際
連合工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転 促進事務所
（東京事務所）のサステナブル技術普及プラットフォーム
（STePP） に 登録されています。

年商 7億円

従業員数 17

設立 昭和58年

会社概要
わが社の「Inviroshield M5」にはこんな特徴があります！

代表者名 小久保　和浩

認証年度：令和３(2021)年度

　繊維工業 丸昌産業株式会社
まるしょうさんぎょう

〒327-0031 お問い合わせ先

栃木県佐野市田島町171 TEL:0283-22-1901 FAX:0283-22-7520

http://marusyosangyo.jp/ Email:honsya@marusyosangyo.jp
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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



わが社の《新材料》にはこんな特徴があります！
代表者名 近藤洋文

認証年度：令和３(2021)年度

化学工業

〒320-0807 お問い合わせ先

宇都宮市松が峰2-3-2-1301 TEL:080-4064-3678

(1) 高温・真空下でも高い潤滑性能を持つ材料。(写真左)　300℃以上の高温でもPAOよりも優れた潤滑性能を持ちま
す。
 ( 論文：Bulletin of the Chemical Society of Japan, https://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/bcsj.20210138 , Tribology
Online vol.15, No. 5 (2020) 356-364 DOI 10.2474/trol.15.356)
(2) 水ばかりでなく油もはじく撥水撥油材料等。(写真右)　ナノメートルレベルの膜厚で優れた撥水・撥油特性を持ち、
その特性は摩擦により劣化しません。
(論文：Tribology Transactions, vol. 52: pp. 29-35, 2009, https://doi.org/10.1080/10402000802044357)
(3) それ以外にも高温でも安定でかつ低温でも固まらない液体を開発。具体的には400℃でも安定、-60℃でも流動性
があります。

取得規格

主な拠点・主要取引先 新規潜熱材料の分子構造モデル。

本社：宇都宮市
ラボ：宇都宮大学内
取引先：株式会社MORESCO、デク
セリアルズ株式会社

社長からのメッセージ　

これまでに新規有機材料を設計・合成開発し、記録メディアやディス
プレイ事業に貢献して参りました。これからもカスタマーからの御依
頼に対応した新規材料の開発を行います。こんな材料があったら？
是非ご相談ください。事業内容

材料のコンサルタント及び新規材料
開発

開発した相変化材料は80℃以下で固相間の相変化を行いかつ
200J/cc以上の高い潜熱量を持つ、比類ない材料です（特許出
願済）。相変化時の体積変化が少ないために、電子デバイスや
二次電池等の冷却システムへの応用が容易になります。

年商 1200万円

従業員数

代表取締役社長
近藤　洋文

その他にもこんなものを造っています！ 世の中にない特性の材料です。

株式会社K
けい

-マテリアルズラボ

東武宇都宮駅徒歩7分

資本金 100万円

2名

設立 2018年10月26日

https://www.k-materialslab.com/ Email: hirofumi.kondo1@outlook.jp

ここがセールスポイント 令和の錬金術師、世の中にない高付加価値材料を設計・創造します。

40年以上電機会社で有機電子材料のR&Dを通して300件以上の特許出願、50件以上の査読付き論文の発表を行い、
数々の新規事業を立ち上げてきました。そこで培った技術をベースに新規材料を開発します。

会社概要
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認証年度：令和３(2021)年度

化学工業 株式会社榮建設
さかえけんせつ

〒328-0006 お問い合わせ先

栃木県栃木市国府町304－7 TEL:0282-25-7495 FAX:0282-27-4691

office@sakaekensetu.com

平成元年2月

http://sakaekensetu.com 

東北道栃木インター・北関東道都賀インター

資本金 1000万円

ここがセールスポイント コロナ渦で役立つ製品の開発・販売

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

会社概要
特殊素材の開発、製造、販売。

代表者名 菊元栄治

社長からのメッセージ　

新しい技術を創造し、共に成長し続ける。技術で社会貢献する企業です。

取得規格

主な拠点・主要取引先 商品写真

東和特殊産業株式会社
株式会社全榮

事業内容
特殊素材の開発・製造・販売。

木材に使用できるカビ取り剤。素材を痛め難く、カビを簡単に取
ることができます。一般のお風呂やキッチンのカビ、そして外壁
の苔も取ることが出来ます。作業性も簡単で、液剤をスプレーし
て待つだけです。最後にお水で流して終了。カビ取りで一般的な
擦り作業が省ける為、カビ取り時間も短く効果も高い商品です。

年商

従業員数 3名

設立
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認証年度：令和３(2021)年度

化学工業 S・G 品川
しながわ

ゼネラル株式会社
〒321-4346 お問い合わせ先

栃木県真岡市松山町８‐３ TEL: 0285-82-1752 FAX:0285-84-6064

https://shinagawa-general.co.jp Email:hajime-suzuki@shinagawa-ref.com

ここがセールスポイント 天然の粘土鉱物であるアロフェンを用いた製品に特化

当社の製品は、原料製造段階から特殊な工法を用いることで自然や人体に有害な化学物質を一切使用しない、自然
環境並びに作業環境にやさしい製品です。

3,600万円 アロフェンのような非晶質の粘土鉱物をバインダー無しで膜化に
成功した世界初の製品及び技術です。不織布上にアロフェンを
膜化させたことで自由度が高くなり自在に変形させることやカッ
ティング加工も手軽にできる製品で、専門業者以外の一般家庭
でも使いこなせる利点があります。想定している使用環境は、介
護・福祉・医療分野における特異的な臭いの吸着や室内の吸
湿、調湿が目的です。生活環境の改善に役立ち社会的貢献度
が大きい製品と考えています。

年商 30億

従業員数 170名(正社員数）

設立 1938年8月

会社概要
わが社の《フレキシブルアロフェン膜》にはこんな特徴があります！

代表者名 内田哲郎

代表取締役社長
内田　哲郎

その他にもこんなものを造っています！ タブレット型、顆粒型、パウダー状の乾燥剤・吸着剤を製造

JR石橋駅から車で20分、北関東自動車道真岡ICから2㎞、真岡第一工業団地内。

弊社で用いているアロフェンは火山噴出物由来の栃木県で採掘した天然の非晶質（低結晶性）アルミニウム
ケイ酸塩です。アロフェンの単粒子は外径3～5nmで、約0.5nmの構造欠陥（貫通孔）が多く存在した中空球
状の特徴的な構造をしています。また、外壁と内壁には水酸基が存在しておりこれらの相乗効果で、①吸湿
性、②調湿性、③吸着特性を有する物質です。このユニークな特徴を生かし、弊社独自の加工法で錠剤や
顆粒品など形態を変えてニーズに合わせた商品を送り出しております。

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先 アロフェン膜

拠点・本社（岡山県備前市）、ケミカ
ル事業部工場（栃木県真岡市）
取引先：デンカ（株）、東亞合成
（株）、日産化学（株）等

社長からのメッセージ　

当社は耐火物の加工とケミカル事業を2本柱とした企業です。このケ
ミカル事業は、多分野に適応できる吸湿・調湿・吸着機能を有する製
品の製造販売を行っており、各分野のお客様からご好評を頂いてお
ります。当社はこの現状に甘んずることなく、常に新製品開発を進
め、お客様の更なるニーズにお答えしていきたいと思っております。

事業内容
化学工業

資本金

図1．各種タブレット品 図３．顆粒品 図４．パウダー品

表2．悪臭物質の吸着

図２．活性炭配合タブレット品

表１．代表的な乾燥剤の比較例
当社品
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認証年度：令和３(2021)年度

化学工業 栃木
とちぎ

カネカ株式会社
〒321-4367 お問い合わせ先

栃木県真岡市鬼怒ケ丘14 TEL:0285-82-1231 FAX:0285-83-0487

https://www.tochigi-kaneka.co.jp/ Email:Tkc.Soumu@kaneka.co.jp

ここがセールスポイント 人々の生活とくらしを豊かにする

私たちの暮らしに身近な製品から、環境・エネルギー、宇宙開発に至るまで、さまざまなシーンで人々の生活や社会の
発展に貢献しています。

４億円 当社が開発しましたボンド磁石は、左図のように可撓性があり、
かつ高磁束密度が可能となりますので、モーター用途、センサー
用途、健康器具用途、等に幅広く適用できるものです。

年商 ２３億円

従業員数 ２２１人

設立 1974年10月

会社概要
わが社の《ボンド磁石（プラスチック磁石）》にはこんな特徴があります！

代表者名 野澤秀至

代表取締役社長
野澤　秀至

その他にもこんなものを造っています！ 熱伝導材と積層断熱材

北関東自動車道　真岡ICから車で５分

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左図のGraphinity®は、金属の中でも熱伝導率が高いといわれる銅の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3倍以上の熱伝導率を持つ、高耐熱高結晶性グラファイトシートです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薄くて軽量、高い柔軟性と耐屈曲性を持ち、打ち抜きや折り曲げなど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加工を容易にします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平面方向にすばやく熱を拡散するので、スマートフォンやタブレット、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PCなどのモバイル電子機器をはじめ、さまざまな用途の熱拡散・放熱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に効果を発揮します。

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「積層断熱材」とは、ポリイミドフィルムを宇宙空間で使用できるように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加工したもの。超電導機器・超電導送電ケーブル・極低温容器など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶対零度付近で用いられる機器の極低温用ＭＬＩや、人工衛星・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇宙船を輻射熱から保護するサーマルシールドとして、優れた断熱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性能を示します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇宙ステーションの補給機「こうのとり」や国際宇宙ステーション「きぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う」日本実験棟にも採用され、宇宙開発において重要な役割を担って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。

取得規格 ISO9001　ISO14001

主な拠点・主要取引先 可撓性のよい磁石

拠点：本社工場（真岡市）
取引先：株式会社カネカ

社長からのメッセージ

当社の最大の使命は、顧客のニーズに基づき、ものづくりの５原則である
【Product（量）、Quality(品質）、Cost(価格）、Delivery(納期）、Safety(安全）】
の向上を追及することです。全社一丸となって安全意識を向上を図るととも
に、人材育成に注力し社員の成長を支援していき価値ある製品の創造を通
じて人々の豊かな暮らしに貢献してまいります。

事業内容
エレクトロニクス製品の製造

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

プラスチック製品 株式会社オオハシ
〒322-0344 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市西沢２０３１ TEL：0289-77-3261 FAX:0289-77-3309

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

ここがセールスポイント （再生樹脂製敷板「リピーボード」他）

　当社は、昭和45年の設立以来、電線解体で生じる非鉄金属や被覆材(樹脂)のリサイクル業を行っており、ここ10年
は被覆材を用いた樹脂製敷板「リピーボード」の製造販売も事業に加わりました。

2500万円 　樹脂製敷板「リピーボード」は国土交通省新技術情報データベース
「NETIS」に登録済です；KTK-140006-VE。更に防炎登録製品です：消
防庁登録番号;AE-⑭ｰ1284。再生樹脂100%使用のエコマーク商品；14
118 013、UL-94HB難燃試験もクリアしています。更に昨年より産業廃
棄物扱いの架橋ポリエイチレンの架橋を崩し技術開発を行いマテリア
ルリサイクルの事業化に成功(XPRシステム)。この原料も「リピーボー
ド」に利用。このシステムはSDGsに適合し資源循環･脱炭素社会構築
に貢献しています。

年商 4億円

従業員数 33名(パート含む)

設立 昭和45年2月

会社概要 わが社の《XPR(Cross(X)-linked Polyethylene Recycled System)クロスプロシステム》
にはこんな特徴があります！代表者名 塩野　武男

代表取締役
塩野　武男

その他にもこんなものを造っています！ 再生樹脂製製品の製造販売

東武日光線新鹿沼駅からタクシー10分､栃木ICから20km

　当社は電線解体で生じるナゲット銅の販売や被覆材リサイクル事業の一環として耐荷重80トンの樹脂製敷板「リピー
ボード」の製造販売を行っています。今年から新製品である耐荷重120トンの「リピーボードハード」の製造販売も予定
しています。更に軽トラック荷台用として「つるピタマット」(片面は滑りやすく、反対面は滑りにくい構造のマット)の製造
販売も開始しました。これら以外にも再生樹脂製U字溝「U字路」や「畔カバー」「角材」も販売しています。
　5年の歳月をかけ従来産業廃棄物であった架橋ポリエチレンの資源循環システム(XPRシステム(Cross(X)-linked
Polyethylene Recycled System)) を構築し、その樹脂を用いた製品やシステム一式の販売を事業化しています。「産廃
や燃料として扱われていた架橋ポリエチレンのマテリアルリサイクル」で資源循環･脱炭素社会構築に向けたSDGsの
取組を推進します。
　今後も再生樹脂を中心とした製品を製造販売する為に先端技術の向上に拍車をかけ更なる拡販に取り組んで参り
ます。

取得規格 産業廃棄物中間処分業

主な拠点・主要取引先 製品名；リピーボード

拠点;本社(横浜市)、鹿沼工場(鹿沼
市)、西沢工場(鹿沼市)
取引先：富士資材加工株式会社、
株式会社ロジス・ワークス、株式会
社ホーシン

社長からのメッセージ　

　当社は非鉄金属・樹脂リサイクルで50年以上の実績がある会社で
す。品質第一主義はもちろん産業廃棄物を減少させる取組みを常に
行ってきました。近年開発しましたXPRシステム(架橋ポリエチレンの
資源化)を用いて更なる資源循環･脱炭素社会構築を目指していま
す。今後も従業員の力を活かしお客様の提案を製品改良、新製品開
発に活かし高い信頼を得て企業活動を継続して参ります。

事業内容
非鉄金属、樹脂のリサイクル業、樹脂製
敷板「リピーボード」の製造販売

資本金
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わが社の《紙ベークライトの積層成形技術》にはこんな特徴があります！
代表者名 小沼　忠雄

認証年度：令和３(2021)年度

プラスチック製品

〒324-0012 お問い合わせ先

栃木県大田原市南金丸1849 TEL:0287-22-2787 FAX:0287-22-6198

当社は、熱硬化性樹脂（ベークライト、エポキシガラス、断熱材）の素材成形をはじめ、プラスチック部品加工を得意と
しております。プラスチック部品加工では、鉄道信号機器部品や重電機器部品などの絶縁部品加工から、光学機器部
品や半導体装置部品などの精密機器部品加工を得意としております。

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先 ベークライト丸棒

拠点：本社・工場（大田原市）
取引先：大同信号㈱、㈱栃木ニコ
ン、㈱栃木ニコンプレシジョン

社長からのメッセージ　

当社は電気絶縁材料メーカーとして創業して50年、伝統を受け継ぎ
ながらも新しい技術を開発して参りました。また、お客様のニーズの
多様化により切削部品加工にも力を入れ、様々な材質のプラスチッ
クにも対応して参りました。
今後もオンリーワンを目指すべく、社員一丸となって技術の研鑽に臨
んで参ります。

事業内容
熱硬化性樹脂（ベーク、エポキシガラス）
素材成形、プラスチック部品切削加工

当技術により製造された製品（丸棒・パイプ・板）は、絶縁部品と
して用いられることが多く、発電分野等で多く活躍しております。
特に、極厚板は既存のメーカーでも製作できないもので、当社の
みの特有の技術です。
今後も発電分野だけでなく、電車車両や電気自動車、航空宇宙
産業などへの展開も期待されています。

年商 3.5億円

従業員数

代表取締役
小沼　忠雄

その他にもこんなものを造っています！ プラスチック切削加工品

株式会社小沼
おぬま

製作所
せいさくしょ

JR那須塩原駅から車で15分、東北自動車道矢板I.C.から30分

資本金 1,000万円

32名(パート含む)

設立 昭和61年5月

http://www.onuma-factory.com Email:onumafac@poppy.ocn.ne.jp

ここがセールスポイント プラスチックの素材の素材成形と切削加工を行っております

　お客様の立場でものを考え、ものを造り、プラスチック一筋50年。豊富な在庫と数々の需要にスピーディーに対応し
ます。お客様の満足を満たすため、社員教育・新たな技術の開発を進めております。

会社概要

切削加工部品 切削加工設備 切削加工設備

熱硬化性樹脂成
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認証年度：令和３(2021)年度

プラスチック製品 関東
かんとう

エクストロン株式会社
〒329-4213 お問い合わせ先

栃木県足利市寺岡町117-3 TEL: 0284-91-2222 FAX: 0284-91-2882

http://www.kanto-extron.co.jp/home Email: kan-ex@jasmine.ocn.ne.jp

ここがセールスポイント プラスチック製品の開発をお手伝いいたします。

小ロット製品の生産に不可欠なエンジニアリング、スーパーエンジニアリングプラスチック丸棒素材製造メーカです。丸
棒製造50年の経験・実績をもとに、射出成形板材の生産を開始いたしました。部品加工用素材としてご利用ください。

1,000万円 プラスチック部品の少量生産では、素材からの切削加工で対応
できれば金型にかかるコスト・納期を抑えられます。射出成形に
よる切削加工用素材プレートは少量生産が可能であると同時
に、各種プラスチック材料、特にPEEK、PPSなどのスーパーエン
プラ、ガラス繊維やカーボンそのほかの特殊フィラー添加の材
料、透明材料、新規開発材料にも対応いたします。
※　ＭＡＸ　厚20㎜×幅150㎜×長さ150㎜。

年商 5.5億円

従業員数 25人

設立 昭和44年4月

会社概要 わが社の《射出成形によるプラスチックプレート素材の製造》にはこんな特徴がありま
す！代表者名 赤坂圭一

代表取締役
赤坂　圭一

その他にもこんなものを造っています！ プラスチック素材から部品切削加工まで一貫生産

東北自動車道　佐野藤岡インターより10分

取得規格 なし

主な拠点・主要取引先 射出成形プレート

拠点　本社（足利市）
福島営業所・白河工場（西郷村）

社長からのメッセージ　

当社は創業以来50年以上にわたり、プラスチック押出成形丸棒素材
を製造してまいりました。その間、経験と技術、ノウハウを蓄積し、技
術革新、材料革新の要求に応じ、新開発の素材を市場に供給してま
いりました。これからも、社員一同、プラスチック業界発展の一翼を担
うという自負を持って、さらに精進を重ねて参ります。

事業内容
合成j樹脂押出成形加工
切削部品加工

資本金

押出成形は、当社が創業と同時にはじめた最も得意な分野であり、エンプラ・

スーパーエンプラ素材製品、特にPEEK、PPSなどは高い評価を得ております。

自社および関連会社（関東エクストロン商事）内にマシニングセンター、NC旋

盤等の切削加工機械を有し、素材の製造から部品加工まで一貫した生産管

理のもと、お客様にご満足いただけるよう努めております。
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認証年度：令和３(2021)年度

プラスチック製品 ムロオカ産業
さんぎょう

株式会社
 

〒326-0013 お問い合わせ先

栃木県足利市川崎町1315 TEL：0284-91-0211 FAX：0284-91-1610

https://it-pipet.jp/ Email: info2@it-pipet.jp

弊社では、80%以上が自動車産業向けのブロー製品を生産しており、内装品から外装部品
まで、幅広く対応させていただいております。
（例）エアコン向けダクト、ダストカバー、ステアリングブーツ、タンク関係（SCR、ウォッ
シャー、リザーブ）、スポイラー等
また、設計部門を有しており、設計段階からの対応が可能です。（弊社設計担当の派遣可）
設計、金型手配、成形、組立（初期検討段階～量産）まで、一貫対応が可能です。
※金型起工については、外注製作となります。

取得規格
ISO9001
ISO14001

主な拠点・主要取引先 製品名：ITピペット Ｑシリーズ

拠点：本社・大久保工場・川入工場・稲
岡検査（足利市）
取引先：マレリ㈱、㈱千代田製作所、
キーパーl㈱、㈱村上商会、富士フィルム
和光純薬㈱、アズワン㈱

社長からのメッセージ　

　当社は、プラスチック成形品の開発・製造を通じ、社会に貢献でき
るを念願としており、製品の設計・開発から最終製品までのトータル
な生産体制により、信頼性の高い製品づくりに努めております。
　技術提案型企業として、お客様の問題解決に少しでもお役に立て
るよう日々邁進しております。

事業内容
自動車部品・理科学機器、各種プラ
スチック製品の開発、製造、販売

従来のブローアウト機能では、微量の試薬を排出する時の吐出
力が弱い為、チップ内に残留した液と使用済みチップを一緒に廃
棄されており研究コストが圧迫される要因の一つでした。
弊社では、ブローアウト容積を増幅させることで、完全に吐出す
ることが可能となり、サンプルを膜状に引き戻すことはありませ
ん。

従業員数

代表取締役社長
室岡　孝昭

その他にもこんなものを造っています！

ここがセールスポイント 弊社独自の便利な分注機器を多数取り扱っております。

世界初のブローアウト増幅機構を搭載したマイクロピペットや、ガラスチップ専用のマイクロピペット、汎用チップにて使
用可能な連続分注器など、他社にはない弊社独自の製品がございます。

自動車部品の製造も行っています！

あしかがフラワーパーク駅から2km、佐野藤岡ICから12km

会社概要
わが社の《マイクロピペット》にはこんな特徴があります！

代表者名 室岡　孝昭

エアコン向けダクト ダストカバー スポイラー

資本金 1億円

２４０名（パート・技能実
習生を含む）

設立 昭和44年12月

年商 ２９億円
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認証年度：令和３(2021)年度

プラスチック製品 吉田
よしだ

プラ工業
こうぎょう

株式会社（足利工場）
〒326-0332 お問い合わせ先

栃木県足利市福富新町1514 TEL:0284-71-1393 FAX:0284-71-1395

http://www.yoshida-group.co.jp Email:t-hasebe@yoshida-group.co.jp

ここがセールスポイント 国内外の有名化粧品メーカーに数多くご採用頂いております。

(セールスポイントの説明）  当社は、昭和２５年の設立以来、化粧品容器の製造、販売を生業とし、特に機能性、装飾
性に優れた製品造りを得意としています。

3,865万円 プラグラスは、ブロー成形ボトルを射出成形でオーバーモールド
することにより、 容器の内面と外面の形状を変えたり、従来のブ
ローボトルのデザイン領域を越えた、重厚なボトル容器を造りだ
すことが可能となっております。
その他に、再生ＰＥＴボトル、バイオマスＰＥＴボトルを使用した規
格容器なども取り扱っており、循環社会、CO2削減のため、容器
開発提案を積極的に進めております。

年商 180億円

従業員数 170名

設立 昭和25年6月

会社概要
わが社の《プラグラス》にはこんな特徴があります！

代表者名 吉田　雄三

吉田　雄三

その他にもこんなものを造っています！
「コンパクトの吉田」と言われており、コンパクトの
生産数は日本一です。

東武伊勢崎線　東武和泉駅　から　徒歩１０分

取得規格 ＩＳＯ14001

主な拠点・主要取引先 新世代のプラスチック製容器

拠点：本社（墨田区）、足利工場（足利
市）、静岡工場（掛川市）、長野工場
（佐久市）、天津工場（中国）、ベトナム
工場（ベトナム）
取引先：㈱資生堂、花王㈱、シャネル

社長からのメッセージ　

「難題歓迎」・・・デザインや機能、耐久性など、容器に対するお客様
の様々なニーズにお応えすることを信条とし、従来にない新しい化粧
品容器の開発から量産までを自社内で実現する体制を構築しており
ます。事業内容

プラスチック製化粧品容器の製造、
販売

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

窯業・土石製品 有限会社ドライテック
〒327-0504 お問い合わせ先

栃木県佐野市中町1305 TEL:0283-85-2140 FAX:0283-86-4665

http://www.dryteck.co.jp/ Email:noriyoshi_ikeshima@dryteck.co.jp

ここがセールスポイント 粉体加工の駆け込み寺！ネットワークで解決します！

粉体の混合と小分けを中心に、粉の取り扱いに自信があります。お困りごと、何なりとご相談ください。粉体加工のネッ
トワークを組んで、開発から調達・製造・品質管理・ロジスティクスまで一気通貫のサービスを提供いたします。

１０００万円 鉄黒コートは水稲湛水直播専用の種籾コーティング剤です。
従来のコーティング剤にはコーティング後に発熱するという欠点
がありました。素材と製法を見直してコーティング後に発熱無し
を実現しました。(特許番号:6598233号)

年商 ６０００万円

従業員数 4名

設立 1999年2月23日

会社概要
わが社の《鉄黒コート》にはこんな特徴があります！

代表者名 池島孝宜

代表取締役
池島　孝宜

その他にもこんなものを造っています！ 生活インフラを支える特殊補修材の注入工法

東武佐野線葛生駅より徒歩20分

1.石膏製品、石膏建材、カラーコンクリート、レジンコンクリー
ト等の製造指導や資材の提供
2.各種グラウト注入材の開発及び受託製造
3.特殊農業用資材の開発及び受託製造

当社で生産した補修材は、羽田空港や本州四国連絡橋など
公共施設にも利用されています。
プレパックドコンクリート用混和剤「イントルージョンエイド」
は、東北地方の震災復興事業工事に多数利用されていま
す。
注入型モルタル技術で太陽光発電用アルミ支柱にモルタル
を注入し、荷重を増すことで、パネルを風害から守る支柱の
製造を開始しました。

取得規格 なし

主な拠点・主要取引先 コーティングされる種籾

拠点：本社（栃木県佐野市）・山菅工
場（栃木県佐野市）
取引先：トーテク株式会社・株式会
社マノール

社長からのメッセージ　

粉体加工のお困りごとを蓄積した技術とノウハウで解決いたします。
土木資材を中心に主に補修材の製造を品質管理を生業としておりま
した。補修材は素材に合わせて専用設計されます。多くの補修材を
設計した経験で、様々な粉末で加工し量産することができます。
ネットワークの力で一社でできないことをチームで解決できます。

事業内容
窯業・化学製品粉末の混合加工等

資本金
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４　　鉄鋼　金属

日本標準産業分類

２３　非鉄金属

２４　金属製品



認証年度：令和３(2021)年度

非鉄金属 日本遮熱株式会社
にほんしゃねつ

〒326-0843 お問い合わせ先

栃木県足利市五十部町185-2 TEL:0284-22-8740 FAX:0284-22-8741

http://topheat.jp Email:nihon-shanetu@cap.ocn.ne.jp

JR山前駅から歩いて10分、太田桐生ICから5㎞

ここがセールスポイント 遮熱材製造・販売のパイオニア

弊社の商品（遮熱材）は　自社で研究開発したもので　あらゆる環境に適した商品・施工方法等　多数揃ってます。ま
た　特許・実用新案合わせて　27件取得している。

当社では、遮熱材を使った商品も作っております。
「フェーズフリー」としてどんな場面でも活躍する「ふわっと暖暖“瞬暖”」です。
わずか70ｇの軽量と、自分の体温を利用した電気いらずの自熱暖房、
そして一番の魅力は掛けた瞬間に暖かい空気に包まれる経験のない感触です。

取得規格

主な拠点・主要取引先 きのこハウス

事業内容
各種遮熱材の製造

当社が開発した遮熱材を　使用したテント式植物工場は　気候
変動が激しい現状でも　安定した農作物の供給ができる。また建
設コスト・冷暖房費を　大幅に低減する植物工場　今までの植物
工場と比べ遮熱工法を取り入れた　斬新な構造となっており
『特許第6372432号』　取得済み

年商 3億

従業員数 １5名（パート含む）

設立 平成20年9月

その他にもこんなものを造っています！ 　寒さと暑さ対策の二刀流　　”瞬暖”

社長からのメッセージ　

私は長い間遮熱に取り組んでまいりました。遮熱工法は、地球温暖化対策に欠かせな
い　“省エネの切り札”と　いっても過言ではありません。又、地球上の生物等に対して
優しい環境を　与えてくれます。今後も少しでも多くの方に　正しい遮熱工法等を　発信
すると共に　より良い商品の開発を　進めていきたいと思います。

資本金 3000万

会社概要
わが社の《テント式植物工場》にはこんな特徴があります！

代表者名 　野口　修平
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会社概要
わが社の《めっき膜を用いた超薄肉金属部品成型》にはこんな特徴があります！

代表者名 桑名 朗

認証年度：令和３(2021)年度

金属製品

〒321-4345 お問い合わせ先

栃木県真岡市寺内1493-1 TEL:0285-82-4638 FAX:0285-84-7118

［無電解めっき］
  ・無電解ニッケルめっき（NiP）
  ・シンコートシリーズ
     （NiB,NiWB）
  ・シンフロンシリーズ
     （NiP-PTFE）
  ・シンジットシリーズ
     （NiP-BN,NiP-SiC）

[電気めっき]
  ・ニッケルめっき
  ・黒ニッケルめっき
  ・装飾クロムめっき
  ・金めっき
  ・銀めっき
  ・銅めっき
  ・亜鉛めっき

[化成処理]
  ・黒染め
  ・リン酸亜鉛
  ・リン酸マンガン
  ・三価クロメート（白・黒）

取得規格 ISO9001、ISO14001

主な拠点・主要取引先 箔膜成形品サンプル

拠点：本社工場（真岡市）
取引先：㈱パイオラックス、オリンパ
ス㈱、エドワーズ㈱、㈱本田技術研
究所 他

社長からのメッセージ　

創造的な発送、困難に挑戦する勇気、豊富な知識と技術のもとに活
力あふれる組織を創り、桑名商事の企業理念「めっき技術を活かした
改善提案型企業を目指し、社会に貢献する人材を育成する」をテーマ
に、安全、安心を第一に共に分かち合う会社創りを行っております。事業内容

表面処理加工（無電解めっき、電気
めっき、化成処理）

めっきの皮膜だけで形造る本技術は、均一な板厚のシームレス
中空部品を造ることができます。
今まで、プレス成形では実現できなかった形状や厚みの問題を
本技術で解決することができ、より小型化・精密化するユニットの
保護等に貢献します。

年商 11億円

代表取締役
桑名 朗

その他にもこんなものを造っています！ お客様のニーズに合わせた表面処理加工を提供します

桑名商事株式会社
くわなしょうじ

真岡ICから車で約5分、寺内駅から徒歩10分

資本金 5,000万円

従業員数 74名

設立 1956年1月

http://kuwana907.com Email:info@kuwana907.com

ここがセールスポイント 部品一点一点の機能的価値を向上させます。

半導体・医療・自動車など幅広い産業分野の部品へめっき加工を行っております。防錆効果だけでなく、耐摩耗性、潤
滑性、摺動性、離型性などの高機能めっきを揃え、試作・量産に対応致します。
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認証年度：令和３(2021)年度

金属製品 有限会社小林製作所
こばやしせいさくしょ

〒322-0006 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市富岡１０１６－９ TEL: 0289-65-0681 FAX: 0289-65-0682

https://www.ksx.jp/ Email: info@ksx.jp

ここがセールスポイント
プレス金型製作からプレス加工、各種機械加工まで幅広い生産技術を持つ
金属製品製造のトータルパートナー！

弊社は昭和３７年に創業以来６０年間、プレス金型製作、プレス加工、各種機械加工にて幅広い業界の金属部品製作を行ってま
いりました。保有する幅広い設備と加工技術にて一貫生産体制を有するところが強みとなっております！！

1,000万円 弊社の持つプレス金型製作技術・プレス加工技術・各種機械加
工技術を融合させ、プレス加工にて製作した製品に、精密切削
加工を行う事により、プレス加工だけでは困難な高い精度の金
属部品を製作する技術を開発いたしました。
それにより、従来ではすべて機械加工で製作していた製品に対
して、大幅な短納期化とコスト削減に繋げることができました。

年商 2億5千万円

従業員数 27名

設立 昭和４６年１０月

会社概要
わが社の《金属加工》にはこんな特徴があります！

代表者名 小林　大介

代表取締役
小林　大介

その他にもこんなものを造っています！
携帯電話の基地局用部品や、空港の滑走路に埋まる誘導灯用
部品、ロボット用部品も製作しており、皆様の生活を陰で支えて
おります。

JR鹿沼駅より車で約１０分、鹿沼ICより約２０分

取得規格

主な拠点・主要取引先 精密プレス加工品

拠点：栃木県鹿沼市富岡 社長からのメッセージ　

当社では、長年培ってきた金属加工技術と品質管理体制にて、通信
機器部品や半導体製造装置部品、ロボット用部品、照明機器部品
等、幅広い業界の金属部品を手掛けてまいりました。
社員の平均年齢も若いということもあり、常に向上心とチャレンジ精
神を持ち続け、新たな未来を切り拓く事に心がけております。

事業内容
金属製品製造（プレス金型・治工具
設計製作、プレス加工、機械加工）

資本金

プレス金型・プレス加工品・各種切削部品・治工具まで一貫して対応可能です！！
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認証年度：令和３(2021)年度

金属製品 有限会社竹沢
たけざわ

アルミ工業所
こうぎょうしょ

〒322-0252 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市加園1408-1 TEL: 0289-66-7676 FAX: 0289-64-3152

https://www.takezawa-alm.net Email: info1@takezawa-alm.net

ここがセールスポイント "アルミ試験片（テストピース）"  ならお任せください！

アルミ加工50年の実績。材料の切断、切削加工、最終手仕上まで一気通貫の生産体制を整え、お客様の要望に合わ
せて付加価値のある製品をお届けします。

3,000,000円 当社では、アルミ試験片（テストピース）を製作しています。
試験片とは、材料の強さや硬さなどの評価に用いる金属片で、
製品の品質や安全を保証する重要な役割を担っています。
当社では、採取位置のケガキ、切断、切削加工、手仕上げなど
の各工程を専属スタッフが密に連携し、小ロット生産や短納期に
対応しています。年間約2000本の試験片を製作し、ものづくりの
品質と安全に貢献しています。

年商

従業員数 25名

設立 1971年

会社概要 わが社の《航空機・自動車部品等からのアルミ試験片加工》にはこんな特徴がありま
す！代表者名 竹澤 敏行

代表取締役
竹澤　敏行

その他にもこんなものを造っています！ 産業機械向けアルミ部品加工

鹿沼駅・新鹿沼駅より車で約15分、鹿沼ICより約30分

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先 試験片（テストピース）

拠点：本社・第1工場、第2工場、第3
工場
取引先：（株）UACJ、レオン自動機
（株）

社長からのメッセージ　

当社は、創業以来、航空機や鉄道向けアルミ部品の切削加工や手
仕上げに取り組んでいます。試験片の製作は、これまで培った職人
的な加工技術とNC加工技術を組み合わせることで実現しました。付
加価値のある製品を提供することで、お客様に選ばれる企業を目指
して参ります。

事業内容
アルミ部品の切削加工、アルミ試験
片の製作

資本金

●産業機械向けアルミ部品加工
・マシニングやNC旋盤による切削加工を得意としています

・マシニング16台、旋盤14台、切断機11台による多品種少量生産

・材料調達、ヘリサート挿入、アルマイト処理も対応可能

● FPD向け大型長尺アルミシャフト加工
・FPD製造装置向けアルミシャフト加工を行っています

・大型長尺NC旋盤による高精度加工

・外径φ400×長さ3000mmまで対応可能
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認証年度：令和３(2021)年度

金属製品 多田
ただ

プレス工業
こうぎょう

株式会社
〒322-0026 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市茂呂812-1 TEL:0289-76-3444 FAX:0289-76-3415

http://www.tadapress-t.co.jp Email:　takemori@tadapress-t.co.jp

鹿沼ICより車4分、JR鹿沼駅より車12分

自動車部品や建設機械向けから電気機械向けの金属プレス品を幅広くお取扱しております。
板厚0.6～12㎜まで、お客様のニーズに合わせた生産が可能です。特に厚物プレスには定評がございます。

取得規格 ISO 9001　ｴｺｱｸｼｮﾝ21

主な拠点・主要取引先
拠点：本社工場（神奈川県秦野市）
　　　　栃木工場（鹿沼市）
取引先：いすゞ自動車㈱
　　　　　㈱小松製作所
　　　　　京浜精密工業㈱

事業内容
金属プレス加工及び、溶接、表面処
理（亜鉛メッキ、カチオン塗装）

年商 40億円

従業員数 223人（全体）

設立 昭和16年10月

その他にもこんなものを造っています！ 薄板製品から厚板製品まで対応可能です。

（今年度認証を受けた技術・製品の特徴を記載）
当社が研究開発を進めている技術は、スポット自動溶接機
（Ｔ&Ｒｼｽﾃﾑ）です。手作業で行っているスポット溶接作
業を多関節ロボットを駆使し自動化するものです。安全
作業/品質確保/生産性向上を図るものです。今年、製品の
生産を開始しました。今後も労働者人口減少の対策も含め
スポット自動溶接機（汎用）の開発研究を進めます。

スポット溶接機へのワークのセット及び
排出をロボットが行います。

社長からのメッセージ　
今年、創業81年を迎えることができました。これもひとえにお客様及び地域社会の皆様のご贔屓とご支援
の賜物と感謝しております。
今回の研究開発は、お客様からのご要望である品質/単価にお答えしたく進めてまいりました。
私たちの業界も生産年齢人口の減少が大きな問題となっており、生産工程の自動化が必須と考えており
ます。
今後もお客様の期待に沿えるよう従業員一丸となって業務に取組んでまいります。

ここがセールスポイント 図面１枚のお預かりから製品納入まで

図面のお預かりから工程設定、金型製作、プレス、溶接加工、表面処理、納入まで一貫した生産体制を可能にする環
境が整っています。

資本金 5,000万円

会社概要
わが社の《スポット自動溶接機：Ｔ&Ｒシステム》にはこんな特徴があります！

代表者名 多田　謙一
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認証年度：令和３(2021)年度

金属製品 ＴＯＡ
てぃーおーえー

株式会社
〒327-0312 お問い合わせ先

栃木県佐野市栃本町2231 0283-62-2121 0283-62-2122

https://www.toa-mesh.co.jp Email:info@toa-mesh.co.jp

田沼駅から徒歩5分、佐野田沼ICから1.2㎞

ここがセールスポイント 高付加価値・高品質製品の”ものづくり”を目指しています。

当社は、「自動車燃料系フィルター」製作の技術を活かし高付加価値製品の製造と試作から量産まで一貫生産でス
ピーディーに対応可能です。

自動車、電気製品、ケミカル産業に欠かすことのできない流体の純度を確保するために必要な各種金属フィルターや
ストレーナー、アキュームメッシュをお客様のご要望に応じ、高付加価値でお客様の満足度の高い生産を行っていま
す。

取得規格 ISO9001、14001

主な拠点・主要取引先 アキュームヒートシンク

拠点：佐野市
取引先：東亜鉄網(株)

事業内容
自動車などの燃料系金属フィル
ター、アキュームメッシュ

（製品等写真）

1本の線から形成される当社独自のアキュームメッシュは圧倒的
な空間率を有するため、ヒートシンクに代用できないかと開発さ
れた商品で従来のアルミ板に比べアルミ線で形成されているた
め表面積を飛躍的に増大し、軽量化、放熱効果の性能、プレス
成形による形状の自由度を向上させることに成功しました。

年商 6億円

従業員数 55名(パート含む)

設立 平成25年7月

その他にもこんなものを造っています！ 燃料電池車向けのフィルターも製造してます。

社長からのメッセージ　

時代とニーズに沿ったモノつくりをして『オンリーワンのメーカー』を追及しています。

資本金 300万円

会社概要
わが社の《アキュームヒートシンク》にはこんな特徴があります！

代表者名 亀山　征樹
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認証年度：令和３(2021)年度

金属製品 光工業株式会社
ひかりこうぎょう

〒321-2332 お問い合わせ先　

栃木県日光市大室1960-1 TEL:　0288-26-3641 FAX:0288-26-3648

https://www.hikari-kogyo.com/ Email: Nsatoh@hikari-kogyo.com

ここがセールスポイント 光工業はプレス技術でお客様の困りごと解決に貢献します

金属プレス一筋50余年。弊社行動指針である「創への挑戦」に基づき、従来のプレス加工では不可能と思われていた
難加工にも果敢にチャレンジしております。

2650万円 オスメス嵌合させて使用する、複雑な形状のステンレス部品をお
客様がスムーズにアセンブルでき、且つ、使用時に液漏れを発
生させない、最適なクリアランスで対応。最大8種類18部品の嵌
合品への対応実績があります。

年商 25億円

従業員数 150名

設立 1964年12月

会社概要
わが社の《プレス複雑形状品の精密嵌合技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 佐藤直志

代表取締役
佐藤　直志

その他にもこんなものを造っています！ 絞り・嵌合・塑性加工技術でお客様をサポート！！

東武線下今市駅から4.1ｋｍ、大沢ICから6.4ｋｍ

弊社では、上記嵌合技術以外に、精密絞り加工技術、精密塑性加工技術で、
お客様の様々なご要求にお応えしています。詳しくはウェブをご参照ください。
Httpｓ://www.hikari-kogyo.com/

取得規格 ISO90001・14001

主な拠点・主要取引先 EGRクーラー

拠点：本社
取引先：三桜工業㈱、臼井国際産
業㈱

社長からのメッセージ　

当社ではお客様の困りごとの中にこそ商機があると考え、これを積
極的に拾い集めてプレス部品専門メーカーとしての見地から解決策
をご提案することに拘って来ました。安定した財務基盤に基づく、時
機を得た設備投資と技術開発を進めながら、 “お客様と共にお客様
の問題を解決する企業”であり続ける所存でございます。

事業内容
プレス金型設計・製作/プレス加工/
サブアッシー

資本金
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JR東北本線・野崎駅から約1.5km、西那須野塩原ICから約8km

会社概要
わが社の《ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチングGRU》にはこんな特徴があります！

代表者名 浅井　武

認証年度：令和３(2021)年度

金属製品 日之出
ひので

水道
すいどう

機器
きき

株式会社
〒324-0036 お問い合わせ先

栃木県大田原市下石上1381-4 TEL: 0287-29-2385 FAX: 0287-29-2387

https://hinodesuido.co.jp/ Email: t-nagato@hinodesuido.co.jp

ここがセールスポイント 多様なニーズに対応できる鋳物ソリューションを提供

長年培った鋳物の研究開発力。試作や量産技術を最大限に生かし、鋳物のモノづくりに関するあらゆるシーンで
お客様をサポートいたします。

資本金 9千万円
■ダクタイル鋳鉄製グレーチングＧＲＵ■
①蓋枠一体構造による、変形・がたつき・飛散防止
②雨の日でもスリップし難い表面構造
③道路勾配に合わせたスピーディーな傾斜施工

https://hinodesuido.co.jp/solution/city/productinformation/road/gru.html

年商 231億(2020年6月期)

従業員数 814名(2020年6月末時点)

設立 1919年6月8日

取得規格 ISO9001/建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

主な拠点・主要取引先

事業内容
鋳鉄やポリマーコンクリート等の材料技術を活
用した公共構造物や産業機械等の研究開発
および製造・販売

GR-U　横断側溝用

【拠点】本社(福岡市)
栃木工場/物流（大田原市）
茨城営業所(水戸市)
北関東ﾋﾉﾃﾞｻｰﾋﾞｽ販売(宇都宮市)
【取引先】官公庁、建設会社他

その他にもこんなものを造っています！ ﾏﾝﾎｰﾙ蓋類・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品・各種工法他

社長からのメッセージ　

当社はその時々の市場ニーズに的確に応えるべく、マンホールふたを中心とした各種
インフラ整備用資材の商品開発に真摯に取り組んできました。IoTやAIといった高度情
報処理技術の急速な進歩を背景に、かつてないスピードで変化していくこれからの日
本において、社会基盤を支える気概と責任意識を持って、時代とともに進化を続けてま
いります。

※鋳物の調達・加工・塗装等のお困りごとについても御気

軽に御相談ください。

※栃木工場では自動生産ﾗｲﾝにて上下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋を

中心に産業機械･建築用鋳物およびレジンコンクリート製

品の生産を行っております。

【塗膜の特性】

●高剛性アルミ鋳造合金「ATHIUM(アシウム)

https://hinodesuido.co.jp/update/2020/athium_1225.html

●各種鋳物製品の塗装請負【栃木工場】

電着塗装設備も有しており、均一で安定した塗膜の確保が可能。

●熱を加えないメカニカルな金属補修 MS工法(メカニカルスティッチ工法)

https://hinodesuido.co.jp/solution/city/construction/mechanicalstitch.html
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５　　はん用・生産・業務機械

日本標準産業分類

２５　はん用機械器具

２６　生産用機械器具

２７　業務用機械器具



認証年度：令和３(2021)年度

はん用機械器具 株式会社スズテック
〒321-0905 お問い合わせ先

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

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

ここがセールスポイント 省力化でおいしい米づくりを応援します

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

1億円 播種機TRK4000は、水稲播種作業工程(床土･灌水･播種･覆土)
を自動で行います。育苗箱と呼ばれる専用の箱を流すだけで播
種作業ができ、播種作業の効率化、省力化が図れます。
また、TRK4000は新開発の播種ローラー｢ハイパーロール｣を搭
載しており、うす播きから高密度播種(厚播き)までより綺麗に播
種することが可能になりました。

年商 15億円

従業員数 100名

設立 昭和32年6月

会社概要
わが社の《播種機･TRK4000》にはこんな特徴があります！

代表者名 鈴木 直人

代表取締役
鈴木　直人

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

JR宇都宮駅より車で15分

取得規格

主な拠点・主要取引先 播種機　TRK4000

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

資本金

当社取扱商品

豆苗

トラクタ用補助車輪

ニラ調製機

ポット土入れ機

セルトレイ播種機

播種プラント
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［アクアピグ工法のイメージ］

［「水理事業」のイメージフロー］　
［水中調査清掃ロボット］

認証年度：令和３(2021)年度

はん用機械器具 中里建設株式会社
なかざとけんせつ

〒327-0312 お問い合わせ先

栃木県佐野市栃本町1051 TEL:0283-62-0272 FAX:0283-62-7790

https://aquapig.jp/ Email:info@nakazato-const.com

ここがセールスポイント 川上から川下までのいのちの“水”を護ります！

当社は、大正9年（1920）創業以来、公共建設工事を請け負い、ライフラインである社会基盤の整備に携わってきましたが、平成16
年より、ライフラインの最たるものである上水道施設をメンテナンスする、日本初のビジネスモデルとして「水理事業」を開発しまし
た。

2,000万円 当社が開発したアクアピグ(特許第5847047号)及びアクアピグクロス
は、圧縮と復元性を併せ持つ驚異の物理特性により、口径が異なる連
続した水道管路においても、瞬時に即応して大きさを変え、水圧により
超長距離を一工程で安全に洗浄できます。これがアクアピグ工法(特許
第6041400号)です。令和元年にはインドネシア初の水道管洗浄に成功
しています！また連続発射装置(特許第6232650)の活用で、作業工程・
水量・断水時間の大幅な削減が実現しています。いずれも日本初の特
殊洗浄技術です。

年商 5.2億円

従業員数 15名

設立 昭和49年1月8日

会社概要
わが社の《アクアピグ工法》にはこんな特徴があります！

代表者名 中里　聡

代表取締役社長
中里　　聡

その他にもこんなものを造っています！ 水中ロボットを開発しています！！

東武佐野線田沼駅より徒歩12分、佐野田沼ICから2ｋｍ

水道水は、浄水場でつくられてから道路下の配水管で家庭まで配られ、建物内の給水管を通って蛇口へと供給されま
す。「水理」とは「水が通るみち」という意味ですが、当社が開発した「水理事業」は、上図のように水道水が通る最上流
から最下流までの「みち」を一貫してメンテナンスするものです。川上事業は浄水場にある配水池内底版の堆積物を吸
引除去する「水中ロボット調査清掃業務」、川中事業は導水・送水・配水道管内を「アクアピグ工法」で堆積物を排出す
る「水道管内特殊洗浄業務」、川下事業は建物の給水管内に繁殖したバクテリアを死滅させる「オゾン水殺菌洗浄業
務」を受託しています。

取得規格 栃木県建設業許可

主な拠点・主要取引先 アクアピグ・アクアピグクロス

拠点：本社（佐野市）、東京営業所（東京都板
橋区）、埼玉営業所（埼玉県さいたま市）
取引先：全国自治体、JFEプラントエンジ㈱、
ウォーターエージェンシー、東芝インフラシステ
ムズ㈱

社長からのメッセージ　

当社は、本年創業101周年を迎えましたが、次の100年に向けて、「井
戸掘り」で起業した創業者の精神を受け継ぎながら、「いのち護り、生
命を創る」という経営理念に則り、「水」をキーワードに社会インフラを
支える「ライフライン創造業」として地域に、そして世界の国々に貢献
してまいります。

事業内容
土木・建築・舗装その他総合建設工事一式請
負、水中ロボット調査清掃・水道管内洗浄業務
一式受託

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

生産用機械器具 株式会社ＦＴＭ
えふてぃーえむ

テクニカルサービス
〒320-0075 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市宝木本町2300 TEL:028-665-8301 FAX:028-665-8302

www.ftmts.co.jp Email: info@ftmts.co.jp

宇都宮ICから車で5分

20名

設立 平成23年5月

代表者名 船生　達也

　　　　一貫生産体制！！

当社は、開発提案型の装置開発に重きをおいており、お客様のニーズにあわせて企画開発から生産・設計・製造まで
一気通貫で請け負います。

年商 9億

会社概要
わが社の《プリント基板用反り検査装置》にはこんな特徴があります！

ここがセールスポイント

社長からのメッセージ　

まだ若い会社ですが、社員同士が協力しあいながら、お客様や地域
とともに成長していける企業を目指します。

事業内容
プリント基板製造装置の開発・製造

資本金 1,000万円 当該設備は基板の投入→基板の反り計測→合格品と不合格品
の選別までを行う基板反り検査・判別システムです。特徴として
はレーザー計測と独自の算出方式で最高2.5秒/ 枚の処理能力
により、大幅な生産性の向上を実現しております。近年、プリント
基板に搭載される実装部品はますます高密度化、微細化が進
む中で、プリント基板の反りや歪みは部品実装においてとても重
要な課題でした。当該装置により反りや歪みを検査することで大
幅な歩留まり改善と生産性の向上が期待できます。

代表取締役社長
　船生　達也

拠点：本社（宇都宮市）、中国工場、
ベトナム工場
取引先：㈱メイコー、㈱キョウデン、
㈱日本CMKなど

取得規格

主な拠点・主要取引先 プリント基板用反り検査装置

従業員数
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認証年度：令和３(2021)年度

生産用機械器具 関東
かんとう

農機
のうき

株式会社
〒323-0819 お問い合わせ先

栃木県小山市横倉新田４９３ TEL:0285-27-3271 FAX:0285-35-1252

昭和37年9月

https://www.kantonoki.com

JR小山駅から車で10分

資本金 4,575.4万円

ここがセールスポイント 農作業をもっと楽しく快適に

当社では、自社で開発・製造に取り組み、お客様の困りごとを形にした製品をつくり、農作業の負担を軽減し喜ばれる
ことを目指して開発・製造・販売の各部門が目標を立て進む企業であります。

会社概要 わが社の《一軸正転並びに正逆転切換ロータリ装置およびロータリ専用機》にはこん
な特徴があります！代表者名 稲葉　克志

社長からのメッセージ　

当社では、これからも誰もが安全に楽しく、きちんと作業の出来る農業機械・産業機械
の開発・製造に取り組み、より良い製品を提供していきます。

取得規格 ISO9001・ISO14001

主な拠点・主要取引先 KHR350

本社(小山市)、鏡石工場・福島営業
所(福島県鏡石町)、盛岡工場・東北
営業所(岩手県盛岡市）、九州営業
所(熊本県八代市)

事業内容
農業機械・産業機械の開発・製造・
卸販売

この技術は正回転と一軸正逆転の機構を一台の機械で使える
ようにしたことが大きな特徴です。これにより圃場条件(土質が硬
い・やわらかい)に合わせて異なる回転方式を一台の機械で行
い、ワンレバーで自由に切り替えて使用することが可能となりま
した。

年商 33億円

従業員数 205名

設立
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認証年度：令和３(2021)年度

業務用機械器具 株式会社サンテクノロジー
〒322-0011 お問い合わせ先

栃木県鹿沼市白桑田515-6 TEL:0289-62-7101 FAX:0289-62-2143

https://www.santech.co.jp/ Email: (HP内のお問い合わせフォームよりご入力ください)

JR鹿沼駅から4km、鹿沼ICから4km

ここがセールスポイント 未来に挑むモノづくり

液晶・半導体製造装置、航空機に代表される「量産機械加工技術」と、航空宇宙分野の試験研究で使われる装置類の
設計・製作に対応する「試験装置類の製造技術」という両面を併せ持つ、ユニークな「モノづくり」企業です。

5軸M/Cや多面パレットM/Cを用いて高精度な多面加工部品、単発試作部品、多品種小ロット生産など、私達は高い
精度と品質が要求される機械加工を得意としています。加工後の表面処理も合わせて対応しています。

取得規格 　ISO14001、JIS Q 9100

主な拠点・主要取引先 風洞イメージ図

拠点：本社（鹿沼市）、第２工場（鹿
沼市）
取引先：宇宙航空研究開発機構
（JAXA）、キヤノン株式会社、株式
会社SUBARU

事業内容
・量産機械加工（航空機部品 他）
・風洞、模型、各種装置の設計製作

独自設計の低騒音ファン、風路により業界屈指の低騒音風洞を
実現している。さらに自社製ステンレスハニカムを組込むことで
耐食性、耐久性を高め、耐用年数及びメンテナンス性を向上さ
せております。

年商 　8億円

従業員数 　47名

設立 　昭和20年4月

その他にもこんなものを造っています！ 航空機部品、液晶・半導体製造装置部品

社長からのメッセージ　

新しい技術や仕事にチャレンジすれば困難にぶつかる時もある。しかし新しい技術に
触れた時は「ワクワク」するものだ。仕事でチャレンジできることは幸せだ。良い機会を
与えてもらえたと思いたい。自分たちの工場や協力会社の力を合わせれば何だって出
来る。仲間（会社のみんな、お客様）と一緒に力を合わせ、チャレンジを楽しみながら乗
り越えたい。

資本金 　1500万円

会社概要
わが社の《低騒音風洞》にはこんな特徴があります！

代表者名 　高内  昌之
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認証年度：令和３(2021)年度

業務用機械器具 株式会社MASSAN
まっさん

〒321-0157 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市幕田町７０５ー３ TEL:028-658-5529 FAX:028-658-5110

https://www.massan01.co.jp Email:masuyama@massan-co.jp

ここがセールスポイント 昇降機能付き福祉機器開発に自信あり

ここがセールスポイント　安全・安心且つ完全に立ち上がれる機能を持った世界唯一の移乗用介護ロボットの製造・販
売

３００万円 当社が開発した移乗用介護ロボットは介護分野のみならずリハ
ビリ分野での利用も可能とするロボットで安心・安全にしっかりと
立ち上がり又付属の免か式ベルトを併用することで脚力の全くな
い人でも苦痛なく立った姿勢のまま移動移乗できる画期的介護
ロボットです。特許出願済み（特願２０２１ー０２６７６４）

年商 ６００万円

従業員数 ０名

設立 令和１年８月

会社概要
わが社の《対人非接触型介護リフト「立っちゃん」》にはこんな特徴があります！

代表者名 増山　俊男

代表取締役
増山　俊男

その他にもこんなものを造っています！ あらゆる樹脂加工品の受託販売

東武宇都宮線西川田駅から２ｋｍ

当社は介護ロボットの開発製造販売の他に樹脂部品の設計・委託製造仕入・販売も行っており精密金属部品や樹脂・
ゴム部品の商社機能も併せ持ったマルチ対応の会社です。金属・樹脂・ゴムそれぞれの分野でものづくりに各々１０年
以上のキャリアをもっておりますのでセールスエンジニアリングとして一緒に設計に携わっていける会社です。

取得規格

主な拠点・主要取引先 対人非接触型介護リフト

本社　宇都宮市　東京営業所（東京
都品川区）
取引先　レオン自動機　古河電池等

社長からのメッセージ　

当社は設立２年という離陸前の小さな会社でありますが私自身はフ
ロンティアをめざす開拓者魂で今日まで製品の開発・新規販路の開
拓・新技術の積極的導入に取り組んできて新規事業はすべて２年で
立ち上げてきたという自負があります。今後はSDGｓに本格的に取り
組み微力ながら社会貢献を果たしていくことに余命を捧げて行く所存
です。

事業内容
福祉機器の開発製造販売

資本金
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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３(2021)年度

電子部品・デバイス･電子回路 株式会社パウデック
〒323-0028 お問い合わせ先

栃木県小山市若木町1-23-15 TEL:0285-22-9986 FAX:0285-22-9987

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

ここがセールスポイント パワー半導体に自信あり！

当社は独自のMOCVD結晶成長技術を保有し、GaN系電子デバイス、光デバイスの開発・生産のインフラがあります。
電子デバイスでは、高耐圧・高電流容量・高速動作を可能にするパワートランジスタ技術(PSJ)を持っています。

5,000万円 当社のパワートランジスタ技術(PSJ)はAlGaNをGaNで挟み込む
分極接合の新構造を採用することで従来のパワートランジスタで
は実現できなかった高耐圧・高電流容量・高速動作を可能としま
した。10kVの高耐圧動作を達成し、更により実用性の高いノーマ
リーオフ型のパワーデバイスも実現しました。従来のパワーデバ
イスよりも高効率、小型化が可能で、モーター駆動用インバー
タ、電気自動車の急速充電装置、サーバー電源の他、放射線耐
量が高く宇宙環境でも利用が期待されます。

年商 3億円

従業員数 15名（パート含む)

設立 平成13年5月

会社概要 わが社の《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》にはこん
な特徴があります！代表者名 成井　啓修

代表取締役社長
成井　啓修

その他にもこんなものを造っています！ 独自の技術力で各種デバイス構造を開発・製造

JR小山駅から徒歩30分

パウデックは独自設計のフェースダウンの多数枚チャージMOCVD装置を保有し、2インチ～5インチまでの結晶成長を
行うことが出来ます。お客様との密接な連携のもとに、GaN、AlGaN、InGaN、AlInGaNを含む各種デバイス構造の開発
及び製造を承ります。
パウデックは、結晶成長からデバイスの開発および製造まで、お客様のご要望にあわせたスタイルでサポートさせて
頂きます。

取得規格

主な拠点・主要取引先 当社開発PSJトランジスタ

拠点：本社小山事業所（小山市）
取引先：電機メーカー各社、大学、
公的研究機関

社長からのメッセージ　

当社は企業理念として"GaN系半導体素子インフラストラクチャーおよ
び基板の開発・生産を通じて、21世紀社会の構築に貢献する"を掲
げ活動を行ってきました。今後も"環境にも人にも優しい再生可能エ
ネルギーの未来を支えるためのキーデバイスやキーテクノロジーを
開発するリーディングカンパニーとなる"をビジョンとし、邁進してまい
ります。

事業内容
窒化ガリウム系パワー半導体素子
および基板の開発・生産

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

電気機械器具 NS
えぬえす

 クロステック合同会社
〒321-4522 お問い合わせ先

栃木県真岡市久下田西3-6 TEL:　090-3962-4709 FAX: 0285-56-4453

https://ns-cross-tech.business.site/ Email: d_nihei@ns-cross-tech.com

真岡線久下田駅から徒歩５分、真岡ICから８ｋｍ　

ここがセールスポイント ネジからプラント設計まで、何でもご相談ください。

設立3年目にして、相談実績社数は２００件を超えています。機械設計から、書類作成業務（海外含む）など
お客様のニーズに対して、有資格者がおりますので、その経験豊かなスタッフが最大限に対応します。

当社は、お客様の提案内容をより具現化できるため
ナビゲーターとして、業務の高効率化に貢献します。

＜実績例　一部＞
：TOKYO 2020 オリンピック 車両のデザイン
：TOKYO AUTO SALON 出品車　デザイン
：淡水化装置　BOI Project Sri Lanka
：製塩装置
：淡水化装置
：汚水処理装置
：エビ養殖場向け　生育キット（曝気+洗浄　ナノバブル：水道局認可）
：ハイブリッド型　風水力ソーラー 発電ユニット（アフリカ）
：バイオマス発電ユニット一式 500kw コンテナ型（中国）
：異種燃料混合装置（パーム油+重油等）
：エマルジョンボイラー
：公園建設（フィリピン ボホール島）ひまわりプロジェクト2019
：特殊ボルトの設計 （過酷環境下）
：冷凍車、冷凍倉庫の設計等
：葉物野菜の病気駆除噴霧ノウハウ　ベト病やうどん粉病に　農薬レス
：ブランド乳牛の入防炎の処置水
：牛乳の殺菌処理水の設備補修
：ソーラー電灯のOEM（ゼロポイントへの設置）
：除菌システム装置 新型コロナ対応

取得規格

主な拠点・主要取引先 機内持込可のユニット

栃木県/福島県/茨城県/東京都他
スリランカ/フィリピン/中国/バング
ラデシュ/コンゴ民主共和国等
BOI Project In Sri Lanka
Nihein's Lanka

事業内容
技術コンサルティング、製造業

装置の小型化と、マルチ電源化により実現しています。
Mother Earth Cup Zero にもエントリーが認められました。
https://mec.visgo.vision/shop/detail/21000013

ほか、イスラム教 インドネシア総本部 NUに納品済みです。
アルコールでは無いため、ハラール認証を得ており、
集会の密には空間噴霧で対応しています。

年商

従業員数 6人

設立 2019年4月

その他にもこんなものを造っています！ ペット用の匂いけしスプレーなども作ってます。

社長からのメッセージ　

当社は、SDGsに則り地球環境の問題解決を主眼に取り組んでおります。そのため地
球規模でのネットワーク形成にむけ、スリランカにJVを2020年１月に設立しています。
日本の技術を、栃木から。
世界へ発信できる中心企業になることを目指しています。

資本金 300000円

会社概要
わが社の《電解消毒水の小型装置》にはこんな特徴があります！

代表者名 仁平大輔

【バイオマス発電ユニット】

【ソーラー電灯
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認証年度：令和３(2021)年度

電気機械器具 株式会社ディード
〒329-1571 お問い合わせ先

栃木県矢板市片岡1197 TEL:0287-48-2120 FAX:0287-48-2126

http://www.deed-jp.com/ Email:　y06mita@deed-jp.com

ここがセールスポイント 常に高水準の品質を求め誠実に取り組んでおります

仕様検討から製造に至るまでの生産及び基板設計、ファームウェア開発などの工程を承っております。お客様の満足頂ける製品
が出来上がるまで妥協しない姿勢と長年培ってきた技術力で弊社がお手伝いさせて頂いた製品は各分野のお客様より高い評価
を頂いております。スタッフ一同「ものづくり」に対して常に高水準の品質を求め誠実に取り組んでおります。

5,000万円 ＭＲＩ検査室へ磁性体を持ち込むと、強力な磁力（超伝導磁石）で磁性
体が吸着する事故を起こす。これらの事故を防止するために、磁性体
だけを検知する磁性体検知機や危険な磁場領域を音と光で警告する
強磁場警報器を開発し、様々な医療・研究機関などで導入されていま
す。

MAGNETIC BODY DETECTOR(米国特許 US 8,115,480 B2)
磁場被爆測定器（特許 第5658106号）
磁性体検知機（特願 2013-233162、2013-160378）

年商 17億円

従業員数 97名

設立 1946年

会社概要
わが社の《微弱磁気のセンシング技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 井旗　雄三

代表取締役社長
井旗　雄三

その他にもこんなものを造っています！ 我々の技術やものづくりは様々なEMS事業で活躍しております

東北自動車道　矢板ICより3分

1.医療関連機器：X線、CT、MRI、検体等の主要構成ユニットの部品調達から組立製造。

2.産業関連機器：各種制御機器及びそれらの主要構成部品の開発・設計部品調達から組立製造。

3.映像関連機器：3D画像処理ワークステーションの製造・修理及びモニター制御機器の設計・製造。

取得規格 ISO9001、13485、14001

主な拠点・主要取引先 左：磁性体を検知し、警告を行う装置
右：強磁場を検知し、警告を行う機器

本社：東京都品川区　工場：大田原市
主要取引先：
キヤノンメディカルシステムズ㈱
㈱ミツトヨ
東京計器アビエーション㈱
シャープマーケティングジャパン㈱
エレマテック㈱

社長からのメッセージ　

人は様々な能力を持っています。その能力を磨き、伸ばしていく場所や機会
を提供し、そして、その能力、技量を正しい方向に導くことが社長の仕事だと
考えています。
その結果として良い仕事を生み、地域や社会に貢献していくことが会社の使
命だと思っています。従業員の一人ひとりがそれぞれの可能性を追求し、自
分の成長を実感でき、それを認め合える集団でありたいと願っています。

事業内容

医療・産業・映像・情報関連機器
の開発、製造、修理

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

輸送用機械器具 有限会社島田製作所
しまだせいさくしょ

〒326-0822 お問い合わせ先

栃木県足利市田中町20-1 TEL:0284-71-1623 FAX:0284-72-8224

http://www.shimada-seisakusyo.co.jp/ Email:info@shimada-seisakusyo.co.jp

ここがセールスポイント NC複合旋盤を用いた高精度加工を得意としています！

弊社にはNC自動旋盤メーカーでの勤務経験者も在籍し、高い複合旋盤加工技術を有します。1939年の創業以来、80
年以上に渡って旋盤加工の頂きを目指して、技術向上に努めております。

1,000万円

（製品等写真）

自動車部品加工で培った複合加工技術を応用する事で、油圧部
品加工の際、従来より小型の設備で加工する事を可能としまし
た。設備の小型化により、加工速度、加工精度の向上を実現し、
品質、コストでお客様に良いご提案が出来るものと確信致しま
す。

年商 4億円

従業員数 30名

設立 1960年

会社概要
わが社の《加工技術》にはこんな特徴があります！

代表者名 島田　将光

代表取締役
島田　将光

その他にもこんなものを造っています！ 官公庁向け装備品の加工・組付けの一貫生産！

足利市駅から徒歩10分、足利ICから6ｋｍ

　 弊社では、官公庁向け特殊装備品を部品加工から組付けまで一貫生産しております。全国でも数社しか行っていな
いニッチな事業ではあるものの、完成品メーカーとしての側面も持ち合わせております。弊社製品が、日本の治安維持
の一助となっている事に手ごたえを感じております。
   また、 社内組付けの経験は、部品加工においても活かされております。組付け工程を意識した部品加工を行ってお
り、加工工程における重点管理箇所や品質レベルを決定する際の判断基準となっております。

取得規格 ISO9001

主な拠点・主要取引先 精密油圧部品

拠点：栃木県足利市（本社・工場）
主要取引先：自動車Tier1
　　　　　　　　 油圧機器メーカー
                   官公庁

社長からのメッセージ　

弊社は「見せるそして魅せる企業に…」のスローガンのもと、ものづく
りの本質を求めて技術向上に努めております。
品質管理は当然ながら、技術者がものづくりの喜びを実感できる企
業でありたいと思っております。
お困り事がございましたら、80年以上に渡り精密部品を自動車、油圧
機器市場等に供給し続けている弊社にお声がけ下さい。

事業内容
精密金属部品の量産加工

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

輸送用機械器具 株式会社竹中
たけなか

〒327-0816 お問い合わせ先

栃木県佐野市栄町7-2 TEL:0283-23-2633 FAX:0283-22-7055

http://www.takenaka-tac.co.jp/ Email:takenaka-info@takenaka-tac.co.jp

ここがセールスポイント 高強度ダクタイルFCD800に対する安定量産加工が得意です。

普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工技術を基盤として、高強度ダクタイルの課題とされる薄肉製品への切削抵抗による
ビリの発生を抑制させる治具設計と、切削工具の選定及び加工条件の設定に関するノウハウを有しています。

5,300万円 高強度ダクタイルは薄肉形状でも製品要求の靭性などを満たす
ことができるため、製品が薄肉化される傾向にありますが、一方
で薄肉化されることで切削加工時に発生する抵抗が振動に繋が
り、ビリといった現象が起きて面品位が損なわれることがありま
す。そこで当社が培った技術により、適切な治具設計を行うこと
で、要求品質を満足した上で生産性の高い工程を構築すること
が可能になります。

年商 50億円

従業員数 120名

設立 昭和45年12月

会社概要
わが社の得意とする《FCD800などの難削材加工》にはこんな特徴があります！

代表者名 竹中　彰一

代表取締役
竹中　彰一

その他にもこんなものを造っています！ 最先端を行く竹中、挑戦は止まらない。

佐野藤岡I.C.から3km

当社は次世代ニーズに対応していくため、常に先進技術の動向に注目しています。例えば、国内では実績の少ない難
削材の加工や複雑形状品の切削加工に取り組んだり、縦型・横型の大型マシニングセンタやミーリング付き大型縦型
旋盤といった最新設備を導入したりと、日々挑戦を続けています。こうした先端技術を取り入れてきた当社の姿勢は、
多くの企業から認められ、数々の表彰や優良企業認定証を頂いています。そんな当社の次なる目標は、無人運転の
実現。少量多品種の生産に対応すべく、夜間・休日の無人運転を目指し、計画を進めています。

取得規格 IATF16949/エコアクション21

主な拠点・主要取引先 FCD800相当材ATSブラケットASSY

拠点：本社・鐙塚工場（佐野市）、藤
岡工場（栃木市）
主要取引先：三菱ふそうトラック･バ
ス（株）、（株）ＩＪＴＴ、ボッシュ（株）

社長からのメッセージ　

みなさんの身近にあるクルマは大小さまざまな部品を組み合わせて作られ
ています。当社では数ある部品の中でもエンジン部品やトランスミッション部
品といったクルマを動かすために欠かせない部品を製造しており、更にはロ
ボットや鉄道分野でも当社の技術は使われています。常に最先端の機械加
工技術を取り入れ、挑戦を続けてきた当社。「チーム竹中」はこれからももの
づくりの未来を創っていきます。

事業内容
自動車部品・産業用部品の製造

資本金
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認証年度：令和３(2021)年度

輸送用機械器具 同和
どうわ

工業
こうぎょう

株式会社
〒329-4306 お問い合わせ先

栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島1973-1 TEL:0282-55-1381(代表) FAX:0282-55-1362

http://www.douwa.jp Email:sales@douwa.jp

ここがセールスポイント
NC加工機を駆使し、大小様々な部品の加工をミクロン単位の精度で仕上げ
お客様のニーズにお応えいたします。

１９５０年の設立以来、商用車を中心にｴﾝｼﾞﾝ部品、ﾐｯｼｮﾝ部品、ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ・ｼｬｰｼ部品等、
様々な部品の切削加工、高周波焼入および組立てを通しお客様ﾆｰｽﾞに応え社会に貢献するモノづくり企業です。

取得規格 ISO9001/ISO14001

主な拠点・主要取引先
拠点：本社・栃木工場(栃木市)、
　　　　新潟工場(新潟県南魚沼市)

取引先：いすゞ自動車㈱、㈱IJTT
他

社長からのメッセージ　

ものづくりは心を込めて、そして楽しく、結果として社会貢献できれば仕事と
して遣り甲斐があります。「楽しく」の延長線上に創意工夫が生まれます。加
工に従事する仲間、保全として設備メンテナンスをする仲間、新たな技術で
生産性を上げる仲間。そして出来た製品を納品したり、検収したり、また新た
な仕事を模索する営業も大切な仲間。そうした色々な分野で活躍する仲間
が楽しく仕事をしております。今後さらなる先進技術を求めて日々向上する
会社です。

事業内容
商用車を中心とした部品の切削加
工、高周波熱処理、および組付け

異形粗材加工において、今までは多面加工が出来る横型マシニ
ングセンターで行っていた。しかし、横型マシニングセンターの生
産負荷が大きくボトルネックになることが多くあったため、生産性
向上に課題があった。そこで縦型マシニングセンターに付加軸を
搭載することで、横型マシニングセンターの生産負荷を分散する
ことが出来るようになり、大幅な生産性向上が可能になった。
これにより多様な部品の高能率加工を行うことが出来るように
なった。

年商 非公開

試作品加工から量産品加工まで幅広く対応
　　　　　　　　さらに『社内にて治具製作』にも対応

東北自動車道 佐野藤岡ＩＣから8Km(車で15分）、東武鉄道日光線「静和駅」から２Km（徒歩25分）

縦型ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀー
（付加軸搭載）

資本金 １億円

1950年2月

会社概要 わが社の《異形粗材加工における付加軸を利用した生産性向上技術》には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんな特徴があります！代表者名 岡　明宏

従業員数 １２２名

設立

代表取締役社長
岡　明宏

その他にもこんなものを造っています！

写真 オークマ製５軸加工機（ＭＵ－６３００Ｖ－Ｌ）

保有設備

♢拠点を栃木・新潟に有し、１００台を超えるマシニングセンターで１０００ｍｍ大のワーク等も

縦型・横型マシニングセンター、５軸加工機を駆使しミクロン単位の精度で仕上げ、

試作品から量産品まで柔軟に対応できる生産体制を整えております。

設備 栃木工場 新潟工場

５軸加工機 １台

ＮＣ旋盤 １８台 ５台

専用機 ３７台 ２３台

フライス盤 ３３台 ５１台

高周波焼入機 ３台 ２台

焼戻し炉 ２台 ２台

ブローチ盤 ３台 ４台

磁気探傷機 ２台 １台

ロボット ４基

三次元測定機 ３台 ２台

縦型マシニング
センター

横型マシニング
センター

８８台 ２７台

３３台 １台
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７　　ソフトウェア

日本標準産業分類

３９１　ソフトウェア



認証年度：令和３(2021)年度

ソフトウェア業 価値
かち

ラボ株式会社
〒321-0164 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市双葉１丁目２−１ TEL:0286-66-6656 050-3569-2220

https://kachilab.com Email: contact@kachilab.com

ここがセールスポイント クラウド上で動作する基幹業務システム開発の経験と実績

当社は創業以来クラウド上で稼働する基幹業務システムの開発を行ってまいりました。２０１９年には県内企業から事業を譲受し、
ジェネリック医薬品卸向け販売管理パッケージ「PRISM」の販売を開始いたしました。創業当初からフルリモートワークを採用する
など、働き方の面でも特色のある取り組みを行っております。

200万円 弊社が提供するクラウド型販売管理パッケージPRISMは、ジェ
リック医薬品卸事業者様の業務に特化した、カスタマイズなしで
ご利用可能なシステムです。最短２ヵ月での導入が可能です。ク
ラウド型の特徴として、事務所内へのサーバー設置が不要で、ク
ラウドサーバー上でデータを安心安全に管理します。パソコン上
のブラウザで動きますので、インストールは一切不要です。最新
のWeb技術を活用し、快適な操作性と処理速度で、毎日の事務
作業の負担を大幅に軽減することが可能です。

年商 3500万円

従業員数 3名(パート含む)

設立 平成28年5月

会社概要 わが社の《ジェネリック医薬品卸向Ｗｅｂ販売管理パッケージ(名称：ＰＲＩＳＭ)》にはこん
な特徴があります！代表者名 渡邉　勝之

代表取締役社長
渡邉　勝之

その他にもこんなものを造っています！ クラウド環境に対応した業務管理システム

JR鶴田駅より徒歩５分

◆受託開発実績
・運送業者様向け在庫管理システム
・製造業者様向け受発注管理システム
・介護事業者様向けシフト管理・勤怠管理システム
・キャリアコンサルティング業者様向けオンライン研修システム
・食品卸売業様向けタブレット型競売管理システム
・派遣会社様向け人材管理システム
・製造業者様向け見積支援システム
・塗装業者様向け見積支援システム
・製造業者様向けPLCデータ可視化・監視システム
・製造業者様向け設計支援システム
・自動車整備販売業者様向け基幹システム
・製造業者様向け生産管理システム

◆その他実績
・RPAソフト「アシロボ」販売代理店
・RPA対象業務ヒアリング～RPAシナリオ運用支援
・経営データ分析ツールの導入支援
・栃木県よろず支援拠点登録専門家
・エキスパートバンク登録専門家
・商工会議所ならびに商工会主催のIT活用セミナー講師
・中小規模事業者様向けのキャッシュレス決済導入支援
・中小規模事業者様向けのＩＴ活用支援

取得規格  ISO27001(ISMS)

主な拠点・主要取引先 販売管理システムPRISM

本部事業所（宇都宮）
取引先：ミツヤ送風機㈱、メディシン
ホールセラー㈱、アルメディコ㈱、㈱
ハイサポート、佐賀東和東販売㈱、
九州医薬㈱、鬼怒川運輸㈱

社長からのメッセージ　

当社は、Web技術を活用した基幹業務システムの開発を主な事業と
して進めてまいりました。データベース設計の２０年の経験を生かし
て、日々の事務作業の効率化はもちろん、蓄積したデータの経営へ
の活用まで見据えて、お客様と真摯に向き合いながらシステムづくり
に向き合っております。パッケージ開発で培ったノウハウを活用した、
受託開発業務のご相談も多くいただいております。

事業内容
パッケージソフトウェアの販売、クラ
ウド型基幹業務システム受託開発

資本金
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代表取締役
仲代　順哉

その他にもこんなものを造っています！ 外郭団体向け　研修管理@web・施設予約System

JR宇都宮駅から徒歩40分

取得規格
プライバシーマーク
Smart SME Supporter

主な拠点・主要取引先 製品名:　人給Cloud

富士通株式会社、富士通Japan（株）、
（株）富士通エフサス、東芝テック（株）、
県内各市町、外郭団体、宇都宮商工会
議所、各公益法人、各介護事業所、各
整骨院

社長からのメッセージ　

当社は、栃木県内トップシェアのオリジナルソフトを開発する高度クリエイター集団と
して、自社開発のパッケージソフトを公益法人や企業・団体に提供し、あっとうてきな
信頼を得ています。
今後も、常に新しい価値を創造し、より良い商品・サービスをご提供します。事業内容

各種ソフトウェアの開発・販売
パソコン等ハードウェアの販売・保守

資本金

ここがセールスポイント 栃木県内トップシェアを誇る豊富なソフトに自信あり

栃木県内トップシェアのオリジナルソフトを開発する高度クリエイター集団として、自社開発のパッケージソフトを公益
法人や企業・団体に提供し、あっとうてきな信頼を得ています。

3,000万円 ・「人給Cloud」は公益法人・公共団体様向けソフトウェアとして、導入実績を
　約1００ライセンスを達成しています。
・徹底した部品化とその再利用・再構成化により機能カスタマイズが容易なた
　め、個別対応時の追加費用が抑えられるのが特徴です。
・「人給Cloud」はサーバ設置などの高額な初期投資が不要なクラウド形態で
　月額２万円から導入できる月額費用方式。月々のサポート契約も料金込み
　となっています。

年商 ７億３千万

従業員数 ３０人

設立 昭和54年2月19日

会社概要
わが社の《人給Cloud（じんきゅうクラウド）》にはこんな特徴があります！

代表者名 仲代　順哉

認証年度：令和３(2021)年度

ソフトウェア業 株式会社ケイエムシー
〒321-0968 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市中今泉５－２４－７ TEL:028-613-5111 FAX:028-683-1888

https://www.k-m-c.co.jp/ Email:webmaster@k-m-c.co.jp

KMCのｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰです
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代表取締役
木村　正樹

その他にもこんなものを造っています！ IoT技術を用いた遠隔監視システム

東武宇都宮駅から徒歩5分

工場内などに振動・気温・湿度などを検知する各種センサーを設置します。
センサーは、機械の振動情報・工場内の気温や湿度など、必要なデータに適したものを選択し設置します。
センサーからの振動・気温・湿度データを受け取り、インターネット回線を通じ、サーバーへ向けてそれらのデータを送
信します。サーバー内ではそれらのデータをまとめ、機械学習によって分析や報告を行います。

取得規格 ISO 27001

主な拠点・主要取引先 パーキンソン病用病状評価装置

本社：
栃木県宇都宮市
取引先：
TKC様、富士通様、日本信号様

社長からのメッセージ　

弊社はコンピュータシステム開発を昭和５２年から開始しております。
当初から常に最新のコンピュータ技術をもとにユニークな商品作りを
目指してシステム開発を推進してまいりました。システム開発はその
時代に応じていろいろと多彩に変化してきましたが、常に未来志向で
研究開発を続けることにより、お客様に満足していただけるシステム
を提供できるように日夜努力してまいりました。

事業内容
ソフトウェア開発

資本金

ここがセールスポイント 新しい方法で運動障害を伴う脳の病状を測定します

本装置は短期運動記憶測定を測定し、脳の働きに由来する運動障害を簡潔に定量的に測定できる装置です。

２，００１万円 パーキンソン病用の病状評価をはじめとする、さまざまな運動障
害を伴う脳の病状を定量的に測定できることができます。
現状の薬効の評価は、投薬前後の患者の症状を医師が見て、
診断基準にしたがって点数を付けていく評価手法しかありませ
ん。それに対し本装置は、手の動きを1秒間に100コマ測定し、動
きの様々な数値を数学的に計算し、結果の値を求めています。
医師でも分からない僅かな手の動きの変化を数値化することが
可能です。また評価に要する時間も大幅に削減できます。

年商 8億

従業員数 30人

設立 昭和29年8月

会社概要
わが社の《パーキンソン病用病状評価装置》にはこんな特徴があります！

代表者名 木村　正樹

認証年度：令和３(2021)年度

ソフトウェア業 株式会社ソフトシーデーシー
〒320-0861 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市西2-2-35 TEL:　028-633-5411 FAX:　028-633-5412

https://www.softcdc.co.jp/ Email:　s-kimura@softcdc.co.jp
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代表取締役社長
大塚　拓也

その他にもこんなものを造っています！ その他開発アプリ

東武宇都宮駅から徒歩5分

当社の主力サービスであるサロン向け顧客管理アプリ「BEFORE AFTER®」は、
今まで世にあった顧客管理の概念を再定義するプロダクトです。

旧：顧客管理=店舗側で管理するもの(お客様に見せない)
新：顧客管理=店舗とお客様が共に作るもの(お客様に見せる)

私たちがつくっているものは、カルテをお客様と一緒に確認し、施術結果を確認することや、そのカルテを共有し、お客
様自身に書き込んでもらうことで、最も鮮度の高い情報をもった、生きたカルテを創造していきます。

取得規格 ISO27001

主な拠点・主要取引先 Smafyアプリ画面

ー 社長からのメッセージ　
当社は“人が変化したいと思う「きっかけ」をつくる”をミッションを掲げ、理想を現実
にできる社会実現に向け、日々活動をしております。特に、ヘルスケア分野におい
て、感覚でしか表現できなかったことをテクノロジー(AI)を用いることで、数値化=可
視化を可能にします。

世の中にある、あらゆるものを数値化し、世界共通言語の数字で、
宇都宮から世界に向けた挑戦をしていきます。

事業内容
顧客管理アプリの開発、AI(人工知能)を用いた
体の自動採寸の開発、システム(WEB・アプリ)
受託開発など

資本金

ここがセールスポイント AI(機械学習)を用いたアプリ開発！

AIを用いたアプリ開発・運営まで一気通貫で行っております。直近では、体の自動採寸アプリに続き、自動姿勢角度計
測アプリを開発しており、2021年度内に複数のアプリをリリース予定です。

65,752千円 スマホ一つで全身14ヵ所のサイズをわずか3秒で測定。
サイズ以外にも、姿勢の数値化を搭載予定。
数値の気づきから「変わる」をより身近に、より楽しく！
見る・分かる・変わるを可能にするカラダ数値化アプリです。

年商 ー

従業員数 8

設立 2014年8月6日

会社概要
健康を数字で見る・分かる・変わる　『Smafy-AIがカラダを自動採寸- 』

代表者名 大塚拓也

認証年度：令和３(2021)年度

ソフトウェア業 ならでわ株式会社
〒320-0035 お問い合わせ先

栃木県宇都宮市伝馬町1-6 CENTER PLACE 伝馬町5F TEL:028-688-8905 FAX:028-688-8906

https://naradewa.co.jp/ Email:info@naradewa.co.jp
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８　その他

日本標準産業分類

３２　その他



代表取締役
森永　正明

その他にもこんなものを造っています！ 出張オイル管理セミナーや展示会で相談会実施中

認証年度：令和3(2021)年度

佐野藤岡ＩＣから車で１５分

資本金 １０００万

３名

設立 1983年6月1日

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

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

取得規格 ＩＳＯ１８４３６－４，８

主な拠点・主要取引先 回転電極発光分光分析装置

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

社長からのメッセージ　

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

事業内容
潤滑油受諾分析，オイル管理コン
サルオイル管理セミナー

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。

年商 ３０００万

従業員数

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！
代表者名 森永　正明

その他 東京
とうきょう

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 FAX:0282-43-3019
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社長からのメッセージ　

当社は、品質第一主義に徹したものづくり及び、そのための研究を行ってお
り、手掛けたレンズは大手光学メーカー様を通して世界中の皆様に使われ
ております。これからの技術革新に必要な様々なイノベーションの中におい
て光学レンズは『産業の目』として、より重要な役割を果たしていくと考えてお
ります。その中で当社は、持続可能な生産・供給を目指し、地域社会及び光
産業の発展に微力ながら貢献して参ります。

事業内容
光学ガラスレンズ球面研削加工

資本金 300万円 弊社独自の技術は、様々な硝材（特殊硝材を含む）に対し、半世
紀にわたり築き上げてきたノウハウや加工技術により、次工程
の加工時間短縮や加工コストの低減、全体としての生産性向上
に貢献することが大きな特徴です。また、工程内での独自の検
査項目を入れていることにより、通常では後工程で分かる硝材
不良（溶解時に混入する異物や気泡等）を事前に摘出すること
により、大手メーカーの現場でも次工程の作業者が安心して加
工できる品質に仕上げています。

代表取締役
室井　直子

(株)栃木ニコン
（株）シグマ
京セラ（株）
堀田光学工業（株）

取得規格 なし

主な拠点・主要取引先 弊社が手掛ける多様な光学レンズ

従業員数

後工程の生産性向上とコスト削減に貢献します！！

当社は昭和４６年創業以来、５０年にわたり光学レンズ製造の球面研削加工を専門に行っており、特殊低分散レンズ
の加工を得意としています。

年商 4000万円

会社概要
わが社の《光学ガラスレンズ球面研削加工技術》にはこんな特徴があります！

ここがセールスポイント

8名(パート含む)

設立 令和3年4月

代表者名 室井　直子

認証年度：令和３(2021)年度

その他 室井光学
むろいこうがく

株式会社
〒324-0006 お問い合わせ先

栃木県大田原市市野沢2052-2 TEL:0287-22-5645 FAX:0287-22-5645

https://muroi-optics.com Email:info@muroi-optics.com

那須塩原駅から車で10分
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令和元(2019)年度～令和３(2021)年度認証企業

企業一覧[50音順]



令和3(2021)年6月1日現在

№ 企業名 所在地 認証技術・製品名 業種

1 アークテック㈱ 壬生町 精密洗浄カゴ・整列パレット 金属製品 R2

2 ㈱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 ㈱アイ・シイ・エス 栃木市 理容器具へのコーティング加工技術 金属製品 R2

4 ㈱赤坂アートプラン 足利市 草木染の高堅牢度技術 繊維工業 R2

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

6 アクリーグ㈱ 小山市 基準尺を用いたデジタルカメラ版単画像計測「ピクセルハンター」 ソフトウェア業 R2

7 朝日染色㈱ 足利市 超多色捺染技術 繊維工業 R2

8 ㈱足利技研 足利市 自動化・ロボット化システム設計・製作 生産用機械器具 R2

9 あづま食品㈱ 宇都宮市 黒千石小粒なっとうカップ２Ｐ 食料品 R1

10 ㈱荒井食品 さくら市 茄子浅漬類の製造にかかわる長期保存技術 食料品 R2

11 ㈱イーアンドエム 下野市 鋼製小物管理システム 情報通信機械器具 R1

12 ㈱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

13 ㈱イエロー 足利市 折りたたみ式ヘルメット「タタメットBCP」 プラスチック製品 R2

14 ㈱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 R1

15 岩崎編織㈱ 足利市 フリーカット伸縮性経編地 繊維工業 R2

16 岩下食品㈱ 栃木市 機能性表示食品「岩下の新生姜」 食料品 R2

17 ㈱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 R1

18 ㈱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

19 宇都宮精機㈱ 宇都宮市 自動移載装置 生産用機械器具 R2

20 HCCソフト㈱ さくら市 GISフレームワーク「MapFrame」および台帳管理システムフレームワーク「LedgerFrame」 ソフトウェア業 R2

21 エーシーエム栃木㈱ さくら市 航空機・宇宙機器用途等複合材部品の一貫成形加工技術 輸送用機械器具 R2

22 ㈱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 R1

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

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

25 遠藤食品㈱ 佐野市 がり・紅しょうが製品製造にかかわる加工技術 食料品 R2

26 オーエム産業㈱ 栃木市 電子部品への表面処理装置 電子部品・デバイス・電子回路 R2

27 ㈲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

28 大古精機㈱ さくら市 各種ゲージ・治工具・精密治具部品 生産用機械器具 R2

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

30 ㈱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

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

32 ㈱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

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

34 ㈱オノプラント 上三川町 アルミ小物航空機部品における高効率切削加工技術 輸送用機械器具 R2

35 ㈱オンワード技研 真岡市 OS-R膜 金属製品 R1

36 笠原産業㈱ 足利市 ミネラル成分を強化したパン・麺用粉「元骨粉」 食料品 R2

37 ㈱カザミフーズ 足利市 煮込み商品の製造技術 食料品 R2

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

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

40 加藤ブラシ工業㈱ 宇都宮市 チャンネルブラシの植毛技術 その他 R2

41 金井染工㈱ 足利市 次亜塩素酸ナトリウム消毒でも退色しない堅牢度の高い建染染色 繊維工業 R2

42 ㈱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

43 ㈱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

44 金子メディックス㈱ 那須塩原市 ELID研削加工技術 金属製品 R2

45 ㈱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

46 ㈲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

47 ㈱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

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

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

50 菊地歯車㈱ 足利市 多様な歯車製造技術 はん用機械器具 R2

51 ㈲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

52 協栄産業㈱ 小山市 メカニカルリサイクル再生PET樹脂"MR-PET"及びフレークtoプリフォーム(FtoP)ダイレクトリサイクル技術 プラスチック製品 R2

53 協立機興㈱ 佐野市 航空機部品等の高精度加工技術 金属製品 R2

54 共立精機㈱ 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 R1

55 ㈱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

56 清原住電㈱ 宇都宮市 光ファイバ製造技術 非鉄金属 R2

57 錦正工業㈱ 那須塩原市 圧倒的短納期・ユーザーカスタマイズメニューの豊富な標準Ｖプーリー はん用機械器具 R2

58 栗田煙草苗育布製造㈱ 佐野市 ＫＴ吸音材 繊維工業 R3

栃木県フロンティア企業一覧（212社）　[50音順]

認証年度
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№ 企業名 所在地 認証技術・製品名 業種 認証年度

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

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

61 ㈱計測技研 高根沢町 IoT振動センサ・データロガーLB2010 ソフトウェア業 R2

62 ㈱K-マテリアルズラボ 宇都宮市 高潜熱材料 化学工業 R3

和座布団 繊維工業 R2

竹繊維の生地 繊維工業 R3

64 こいしや食品㈱ 宇都宮市 充填豆腐「ちょいとうふ」 食料品 R2

65 晃南印刷㈱ 鹿沼市 多言語化対応　ケータイ「安否確認」＋「医療カルテ」 印刷・同関連業 R2

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

67 ㈱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

68 小林酒造㈱ 小山市 吟醸酒に特化した清酒醸造技術と吟醸酒をベースとした本格リキュールの特殊製造技術 飲料・たばこ・飼料 R2

69 ㈱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

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

万能断熱蓄熱ガラスシート 化学工業 R1

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

72 ㈱サカエ工業 栃木市 ペットボトルオープナー『スマイルオープナーどこでも』 プラスチック製品 R2

73 ㈲さかえや 日光市 揚げゆばまんじゅう 食料品 R2

74 ㈱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 R1

75 ㈲佐藤化成工業所 日光市 綿棒体 プラスチック製品 R2

76 ㈱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

77 ㈲佐野機工 宇都宮市 スリム型銅バスケット 金属製品 R1

78 ㈱サンテクノロジー 鹿沼市 低騒音風洞 業務用機械器具 R3

79 サンプラスチック㈱ 那須塩原市 バイオマスシュリンクフィルム　和shu プラスチック製品 R2

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

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

82 ㈱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

83 GKNドライブラインジャパン㈱ 栃木市 噛み合いクラッチ（デファレンシャル用ロック機構） 輸送用機械器具 R2

84 ㈱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

85 ㈱ジェネックス 宇都宮市 セルフオーダーシステム轟（とどろく） ソフトウェア業 R2

86 ㈱システムデザインワークス 那須塩原市 クラウド型勤怠管理システム「レコレル」 ソフトウェア業 R1

87 品川ゼネラル㈱ 真岡市 フレキシブルアロフェン膜 化学工業 R3

88 ㈱篠原製作所 鹿沼市 電動CBR試験機 金属製品 R2

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

90 ㈲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 R1

91 ㈱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 ㈱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㈱ さくら市 段差解消機 金属製品 R2

95 神和アルミ工業㈱ 真岡市 水冷型ヒートシンク量産技術 金属製品 R2

96 ㈱シンワモールド 足利市 高品位へール加工技術 金属製品 R1

97 ㈱スカイフィッシュ 宇都宮市 Windows向け合成音声ソフトウェア「リアルナレーターズ３」 ソフトウェア業 R2

98 ㈱すが野 壬生町 国産ワインらっきょう 食料品 R1

99 杉田酒造㈱ 小山市 生酛作りによる付加価値を持たせた多様な日本酒の醸造 飲料・たばこ・飼料 R2

100 鈴木電機㈱ 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 R1

101 ㈱スズキプレシオン 鹿沼市 ＣＮＣ自動旋盤用４倍速回転工具　アイビー・スピンドル 金属製品 R2

手動掃除機「ふらっと」FRT403D/FRT503D/FRT703D はん用機械器具 R1

枝豆オートセルトレイ播種機　STH5ME はん用機械器具 R2

水稲育苗用播種機　TRK4000 はん用機械器具 R3

103 ㈱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 ㈱鈴矢電機サービス 宇都宮市 作業用足場 金属製品 R1

105 スターヒューズ㈱ 那珂川町 防火ダンパー用温度ヒューズ 金属製品 R1

106 ㈲スペクトルデザイン 大田原市 偏光テラヘルツ波イメージングによる樹脂内部応力の非接触・非破壊検査技術 その他 R2

107 ㈱セイホウ 足利市 CHEEKY socks 繊維工業 R1

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

109 ㈱壮関 矢板市 栃木県産紅はるか干し芋 食料品 R2

4-20mA用IoTデバイス「SuguIoT 4-20」 ソフトウェア業 R1

ビーコン検出IoTデバイス　SuguIoTビーコン ソフトウェア業 R2

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

112 ソルテック工業㈱ 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 R1

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

114 第一測工㈱ 宇都宮市 地理情報システム（GIS）と3次元測量によるG空間情報技術 ソフトウェア業 R2

63 ㈲小池経編染工所 足利市

71 ㈱榮建設 栃木市

102 ㈱スズテック 宇都宮市

110 ㈱ソフトエイジェンシー 小山市
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115 ㈱大定 足利市 レイヤーチューブ 繊維工業 R2

116 ㈱ダイサン 足利市 らくらくプルシート プラスチック製品 R2

117 ㈱大正光学 鹿沼市 高品質薄膜加工技術 化学工業 R1

118 ㈱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

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

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

122 田崎設備㈱ 真岡市 局所排気装置と防爆対応オールフレッシュ空調設備 生産用機械器具 R2

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

124 ㈱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

125 ㈱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 R1

126 ㈱TANOI 鹿沼市 超高速回転機器向けの高精度部品製造技術 金属製品 R2

127 ㈱チュウリツ 矢板市 生産設備、省力化機器 生産用機械器具 R2

128 ㈱ツール工房 下野市 高硬度用ボールエンドミル 生産用機械器具 R2

129 ㈱ツカサ精密 宇都宮市 ハニハニクリップ 金属製品 R1

130 ㈱つかもと 益子町 Kamacco 窯業・土石製品 R2

131 ㈱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

132 鶴貝捺染工業㈲ 足利市 洋装用服地として使用できる広幅銘仙への捺染加工技術 繊維工業 R2

133 ＴＯＡ㈱ 佐野市 アキュームヒートシンク 金属製品 R3

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

135 ㈱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 R1

発光分光分析装置RDE（回転電極） その他 R2

潤滑油状態監視IoTシステム その他 R3

137 東京フォーミング㈱ 足利市 高度なステンレス成形加工による薄肉ステンレスパイプ給排気筒製造技術 金属製品 R2

138 東都工業㈱ 宇都宮市 オーダーメード省力化自動機の試作開発 輸送用機械器具 R2

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

140 ㈱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 R1

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

142 ㈱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

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

144 栃木精工㈱ 栃木市 Connector Keep 業務用機械器具 R1

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

146 ㈱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

147 ㈱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

148 ㈱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

149 ㈲ドライテック 佐野市 鉄黒コート 窯業・土石製品 R3

150 ㈲中川電気 真岡市 非常用照明「LOCOMY」 電気機械器具 R1

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

152 ㈱ナカニシ 鹿沼市 歯科治療用ハンドピース 業務用機械器具 R2

153 ㈱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 R1

154 中山金属化工㈱ さくら市 スタッドボルト締付け機 非鉄金属 R2

155 ㈱波里 佐野市 ミクロペースト（胡麻・きな粉等） 食料品 R2

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

157 日冷工業㈱ 栃木市 燃料電池車用表面張力式気液分離器の開発 電気機械器具 R2

158 日光金属㈱ 矢板市 焼却炉部品の長寿命化技術 金属製品 R2

159 ㈱日光食品 日光市 日光ゆば関連商品「長持ちおから」の長期保存・広域流通可能な製品化技術 食料品 R2

160 ㈱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

161 ㈱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

162 日東産業㈱ 足利市 オリジナルのたれ・つゆ・ソース・ドレッシング製造技術 食料品 R2

163 日本自動機工㈱ 真岡市 「エキスパンゲート」「ゴム引布製起伏堰（ラバーダム）」 その他 R2

164 日本遮熱㈱ 足利市 テント式植物工場 非鉄金属 R3

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

166 日本電子工学㈱ 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 R1

167 日本プラスター㈱ 佐野市 「うま～くヌレール」・「カルヌーヴォ」・「漆喰くるむ」 窯業・土石製品 R2

168 日本プレーテック㈱ 那須塩原市 鉄合金めっき技術 金属製品 R2

169 日本リークレス工業㈱ 那須烏山市 自動車用シリンダーヘッドガスケット 輸送用機械器具 R2

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

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

172 ㈲初山染工 足利市 天然素材の機能染色 繊維工業 R2

173 早川食品㈱ 佐野市 県農産物を使用したソース製造技術 食料品 R2

174 パルシステム㈱ 宇都宮市 超音波噴霧器 生産用機械器具 R2

136 東京オイルアナリスト㈱ 栃木市
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175 ㈱バンテック 佐野市 多目的金属フィルター 金属製品 R2

176 光工業㈱ 日光市 プレス複雑形状品の精密嵌合技術 金属製品 R3

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

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

179 ファンテック㈱ 佐野市 キュートファン プラスチック製品 R1

180 二渡レース㈱ 足利市 房の長さが自由に変えられるフリンジレース 繊維工業 R2

181 古河キャステック㈱ 日光市 超耐熱耐摩耗・耐浸食合金　トケナイト 鉄鋼業 R2

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

183 ㈱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

184 星野工業㈱ 鹿沼市 MIK酒器シリーズ（テーブルウェア） 木材・木製品 R1

185 ㈱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

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

187 松井電器産業㈱ 鹿沼市 プリント基板組立検査工程ロボット自動化 電子部品・デバイス・電子回路 R2

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

189 マニー㈱ 宇都宮市 電動式歯科用ファイル：NiTiロータリーファイルJIZAI 金属製品 R2

190 丸井計器㈱ 鹿沼市 角度計の開発と解析 生産用機械器具 R2

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

192 丸彦製菓㈱ 日光市 米菓（おかき・煎餅）の製造技術 食料品 R2

193 ㈱万蔵 足利市 小径軸物の転写印刷技術 印刷・同関連業 R2

194 ミコトマシナリー㈱ 足利市 プレス板金を主体にした複合製品の開発製造技術 金属製品 R2

195 三福工業㈱ 佐野市 発泡体を利用した簡易空間構築物 プラスチック製品 R2

196 宮本工業㈱ 塩谷町 冷間・温間鍛造技術、精密金型製作技術とその活用した製品 金属製品 R2

197 村樫石灰工業㈱ 佐野市 石灰、ドロマイトの利用技術 窯業・土石製品 R2

198 村田発條㈱ 宇都宮市 卵形断面コイルスプリング 金属製品 R2

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

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

201 明治鋼業㈱ 佐野市 冷間ロールフォーミング・軽量ハット形鋼120✕60✕30✕2.3 鉄鋼業 R2

202 柳下技研㈱ 芳賀町 ELIDユニットの実用化拡大技術（砥粒と研削条件を提供） 生産用機械器具 R2

203 ㈱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

204 やまこ産業㈱ 栃木市 乾式造粒装置による食品副産物のバイオマス発電用燃料化システム 飲料・たばこ・飼料 R2

205 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

206 大和電器㈱ 宇都宮市 感震ブレーカー　震太郎 情報通信機械器具 R2

207 吉岡食品工業㈱ 大田原市 唐辛子粉の同一品種における辛味抽出を伴わない辛味調整加工法 食料品 R2

208 吉澤石灰工業㈱ 佐野市 ドロマイト系の高反応性排ガス処理剤：製品名「マグミュー」 窯業・土石製品 R2

209 吉田プラ工業㈱ 足利市 プラグラス プラスチック製品 R3

210 米山そば工業㈱ 鹿沼市 石臼弐層挽き製法 食料品 R3

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

212 ㈲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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