
平成３０年度とちぎ未来チャレンジファンド交付決定事業一覧 

（交付決定日：平成 30 年 4 月 20 日） 

 

１ 創業・新事業展開推進分野 

番号 事業区分 
申請者及び 

事業名称 
事業概要 

交 付 決 定 額 

（千円） 

１ 

地域資源

活用スタ

ートアッ

プ事業 

喜連川漁業生産組合 

（さくら市） 

香りの良い「さくら色」の鮎

商品の販路拡大 

【地域資源：鮎】 

さくら市の援助を得て昨年開設した「観光ヤ

ナ」と前年開発した「香りの良いさくら色の

鮎」をマッチングさせることにより，現状の

鮎関連商品のブランド力，集客力を向上させ

ます。県内外から多くの観光客が訪れてくれ

るようにさくら色の鮎展示会PR用のパンフ

レット作成，展示会案内ホームページ作成を

行うとともに，鮎関連商品のパッケージデザ

インも訴求力の高いものに作り替えていき

ます。 

506 

２ 

地域資源

活用スタ

ートアッ

プ事業 

 
(株)アキモ 
（宇都宮市） 
 
栃木県産米を利用した新しい
漬け床及び漬物の開発 
 
【地域資源：栃木のお米】 

米、塩、麹を使った三五八漬というものがあ

るが、それとは違った麹を使わないオリジナ

ルの漬け床を開発する。 

お米は古米など利用されていないお米を有

効活用することも検討し、無添加で子供から

お年寄りまで安心して食べられる漬物を目

指す。 

漬け床開発にあたっては、和食の料理人を技

術指導者として招き、漬け床の開発から漬物

としての味の構築についてのアドバイスを

もらいながら、工業的に安定した製造が出来

る方法を構築する。 

607 

１－① 地域資源活用スタートアップ事業 計 1,113 

３ 

創業支援

事業 

DIG DOG DESIGN 星愛美  

（壬生町） 

愛犬と人の大切な思い出をカ

タチにするフォトスタジオ 

【創業支援事業修了者】 

・「わんこも家族の一員」 そんな想いから、 

わんこの成長や思い出を家族みんなで残せ 

る写真スタジオを立ち上げます。 

・独自の企画やオリジナル商品を考案し、他 

にはないアート性の高いオンリーワンなサ 

ービスを3本の柱で提供します。 

①フォトスタジオ ②グッズ販売 ③イベ

ント企画 

・「わんこに優しい県とちぎ」を目標に自然

豊かな栃木県を生かしわんこの為の新たな

観光スポットや、環境作りも目指していきた

いです。 

1,483 

１－② 創業支援事業 計 1,483 



４ 

経営革新

支援事業 

 
(有)阿久津左官店 
（那須塩原市） 
 
革新的な左官技術工法の確立
と斬新なデザイン提案による
販路拡大 

左官の技術を用いて斬新なデザイン提案を

行う為には、サンプルを作る道具、鏝などの

工具や型の開発・試作をする必要がありま

す。そのための研究開発を行い、合わせて展

示会などへの出展を考えています。当社の職

人に技術訓練を行い、試作品（工具）を用い

て実際に施工をしてもらい不具合などを見

ながら再度完成品に近づけていきたいと考

えております。 

1,990 

５ 

経営革新

支援事業 

 
デンタルスタジオビッグバ
ン 続橋正喜 
（宇都宮市） 
 
歯科技工技術及びCAD/CAMシ
ステムを活用したエピテーゼ
製作事業進出のための人材育
成 

歯科技工士でエピテーゼ製作経験の豊富な

萩原圭子氏が立ち上げたエピテーゼ製作専

門の（株）メディカルラボ K が開催するエピ

テーゼ製作技術者育成スクールを受講し、認

定を取得する。 

受講内容は、エピテーゼ製作技術認定コース

（Ｃコース、全１８回）を４名が受講する。

認定取得後は歯科技工とエピテーゼの多能

工化を進め、労働生産性向上を図る。 

2,000 

６ 

経営革新

支援事業 

 
(株)日昇堂 
（日光市） 
 
栃の葉サブレの復活 

日光地区を中心として約80年和菓子の製造

卸を行ってきた当社は、自社の強みを活か

し、2015年に惜しまれながら販売中止となっ

た栃の葉サブレ[(株)はせ川様製造販売]の商

標と販売権を引き継がせて頂いた。「栃の葉

サブレ」は宇都宮の銘菓として40年もの間販

売され、地域のお茶請けとして宇都宮市民等

に非常に親しまれてきた商品であり、この伝

統を大事にしつつ、当社のエッセンスも含め

た形でリニューアルし、今後復活させてい

く。 

2,000 

７ 

経営革新

支援事業 

(株)ジェム総合設備 

（宇都宮市） 

非常用自家発電設備の負荷試

験サービス事業での売上拡大

に向けた人材養成事業 

非常用自家発電設備の負荷試験サービスに

従事できる人材を増やすため、負荷試験機を

用いた点検作業に関する技能を従業員に習

得させる。技術習得をさせる従業員数は3名

を目安とし、1ヶ月に2回のペースで実施され

ている実技研修を受講させる。本事業期間中

に繰り返し実技研修を受講することで、顧客

先で負荷試験をオペレーションできる知

識・技能を習得した人材を育成する。 

1,481 

１－③ 経営革新支援事業 計 7,471 



８ 

建設業新

分野進出

助成事業 

(有)レーベンデザイン 

（宇都宮市） 

既存住宅調査診断用「床下自

走調査機械」の開発 

作業環境が狭隘で劣悪な住宅の床下内で、構

造部位の劣化損耗や漏水等の調査を行う建

築・不動産業専用の自走式調査機械の開発・

製作。 

作業員が進入できない箇所や、進入前の予備

的一次調査等に使用し、撮影･記録･自走が可

能で（設計事務所･不動産業者等の）小規模

や個人事業者でも導入しやすい価格と、汎用

部品中心の構成で機能交換や変更が容易な

調査機械をめざす。 

1,000 

１－⑤ 建設業新分野進出助成事業 計 1,000 

１ 創業・新事業展開推進分野    合計 11,067 

 

 

２ 特定振興産業分野及び成長産業分野 

番号 事業区分 
申請者及び 

事業名称 
事業概要 

交 付 決 定 額 

（千円） 

９ 

技術高度

化助成事

業 

【医療機

器】 

(有)マロニエ技術研究所 

（宇都宮市） 

酸化チタン光触媒を用いた除

菌空気清浄機の商品化研究 

現時点で試作機 20 点を上記種々の分野にモ

ニターとして貸し出しし、幅広い実用環境で

の意見を求め、試作機の最適化を行う。一方、

試作機の応用データ取得ということで、イン

フルエンザウィルスの殺菌効果等のデータ

を外部機関で測定する。更に、空気清浄機器

展等の機会を捉えて、試作機の性能をアピー

ルする。なお、事業化スケジュールは本文中

に記載する。一方、大型化及び車載用の除菌

空気清浄機試作を本格的に実施する。 

1,000 

２－① 技術高度化助成事業  1,000 

１０ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【医療機

器】 

(有)佐野機工 

（宇都宮市） 

 

第１回病院イノベーション展 

東京 出展事業 

警察機関との共同開発品である防犯用品の

提案を中心に、純銅製の衛生・抗菌用品、過

酷な環境使用で実績のある特殊樹脂の独自

開発加工技術を紹介する。 

あわせて、これまで長年培ってきた自動車部

品等の試作や治具製作の技術を活かした試

作開発をアピールし、新規顧客の獲得・販路

拡大、新規試作開発の受注拡大を目指す。 

950 

１１ 

販路開拓

助成事業 

（展示） 

【食品】 

(株)島崎酒造 

（那須烏山市） 

2018台北国際食品見本市出展

による大吟醸長期熟成古酒の

台湾市場販路開拓 

展示会前の市場調査、テストマーケティング

を実施した上での展示会出展、そして展示会

後のフォロー、市場構築の一連した戦略を固

めて事業遂行に努める。 
1,466 



１２ 

販路開拓

助成事業 

（展示） 

【食品】 

東京拉麺(株) 

（足利市） 

中国販路開拓事業 

アジアでもっとも人口の多い中国市場に向

けてまず販路開拓を行うため、上海で開催さ

れる FHC2018の展示会へ出展したい。 547 

１３ 

販路開拓

助成事業 

（展示） 

【食品】 

(株)日光食品 

（日光市） 

グルメ＆ダイニングスタイル

ショー秋 2018 への出展によ

る「豆乳ドレッシング新商品」

の販路開拓 

〇「グルメ＆ダイニングスタイルショー 秋2

018」への出展 

毎年「東京ビッグサイト」で開催される「グ

ルメ＆ダイニングスタイルショー」は、2018

年秋に第24回目の開催を迎える食品展示商

談会です。来場者は毎年約2万5千人で、国内

の良質な食を発掘したいという明確な目的

を持ったプロの食品バイヤーが来場、効果的

に商品のＰＲ活動を行うことができます。（2

017年のバイヤー来場者数24,975名） 

この展示会へ出展、試食や商品案内を行うこ

とで、「豆乳ドレッシング新商品」の新たな

販路を開拓します。また既存お取引先を招聘

し「豆乳ドレッシング」のお披露目を実施、

弊社既存の主力商品「ゆば」ギフト売場とは

異なる生鮮食品やデイリー・日配品売場でも

新規に採用いただけるよう販路開拓を行い

ます。 

555 

２－② 販路開拓助成事業 計 3,518 

２ 特定振興産業分野及び成長産業分野                    合計 4,518 

 

 

（総括表） 

１ 創業・新事業展開推進分野 ８件  １１，０６７千円 

① 地域資源活用スタートアップ事業 ２件 １，１１３千円 

② 創業支援事業 １件 １，４８３千円 

③ 経営革新支援事業 ４件 ７，４７１千円 

④ 商店街・温泉街の活性化助成事業 ０件 ０千円 

⑤ 建設業新分野進出助成事業  １件 １，０００千円 

２ 特定振興産業分野及び成長産業分野 ５件 ４，５１８千円 

① 技術高度化助成事業 １件 １，０００千円 

② 販路開拓助成事業 ４件 ３，５１８千円 

総合計 １３件 １５，５８５千円 

 


