
令和２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：令和２年５月２５日） 

 

１ 創業分野 

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） 

１ 

創業支援

事業 

eminy 須崎 礼子 

（宇都宮市） 

 

住宅地の地域密着美容 

 

【コミュニティビジネス】 

① 近隣住民の方々向けに、毎月1回自宅で

楽しめるネイル・まつ毛のお手入れ方法

の勉強会をお店で開催する。 

② 子育て中ママの集まるイベントに定期

的に出店して（2カ月に1回程度）子連れ

でもネイル・まつエクを楽しんでいただ

く機会を作る。 

③ きらきらママサークル等の規模の大き

いママの為のコミュニティサークルで

ネイル・まつエクの講師として美容の勉

強会を開催し子連れでお店に来店でき

ない方々にも美容の楽しさをお伝えす

る。 

④ お店で、親子でネイルを楽しめる日を企

画し子供、おばあちゃんも一緒にネイル

を楽しんでもらう。 

⑤ 地域の老人ホームやデイサービスに出

張美容をして、楽しみを作って生きがい

作りをする。 

1,000 

２ 

創業支援

事業 

野上 有子 

（宇都宮市） 

 

あん摩・マッサージ・指圧に

よる、地域住民の健康寿命を

支えるための環境整備 

 

【コミュニティビジネス】 

心身の健康増進を図るため、国家資格を持

った「あん摩マッサージ指圧師」が、患者一

人一人に合わせた施術や運動法を提供する。 

① 体調不良を感じる人に対する首・肩・肘・

腰・膝などの調節 

② 特定疾患などにおける関節拘縮、筋萎縮

への対応（関節リウマチなど） 

③ 女性特有の疾患への対応（子宮癌・乳癌

術後のリンパ浮腫など） 

1,000 

３ 

創業支援

事業 

株式会社清賀 

（栃木市） 

 

介護保険法に基づき通所サー

ビスにおける周知と信用得る

ための宣伝広告事業 

 

【創業支援事業修了】 

以下の方法により、介護関係者、それ以外

の方に多く開所と支援内容を伝える媒体と

し、利用者に理解と安心を提供することで事

業の安定運営を図る。 

〇看板設置 外壁フェンスを利用し設置し

来所と問合せにつなげる。 

〇ホームページ 検索しヒットすることで

内容の確認が出来きるものをつくる。 

〇パンフレット 写真を多く使用し内容の

イメージが伝わりやすいもの、かつ必要な情

報を表記するものを作成。 

310 



４ 

創業支援

事業 

青木 佑太 

（さくら市） 

 

空き店舗を活用した「WAKAZO 

Dining Aoki」の運営事業 

 

【創業支援事業修了】 

空き店舗の活用並びに地産地消を軸とし

た飲食店を開業し、さくら市及び氏家駅前の

活性化を図る。 

・地元食材を活用した料理並びにお酒を含む

飲料の提供 

・挽きたてコーヒーのテイクアウト 

・氏家駅前におけるイベントの開催及び臨時

出店 

1,000 

５ 

創業支援

事業 

星野 晃宏 

（日光市） 

 

日光国立公園内でのアウトド

アアクティビティガイド業及

びアウトドアショップ運営 

【創業支援事業修了】 

昨今アウトドア愛好家の間で人気となっ

ている小規模な国内アウトドアメーカー（ガ

レージブランド）を中心にセレクトしたアウ

トドア用品の販売および民芸品の販売。また

日光国立公園内にてトレイルランニングや

フライフィッシング等のアウトドアガイド

ツアーの実施。 

1,000 

６ 

創業支援

事業 

Melaleuca 堤崎 亜弥子 

（宇都宮市） 

 

小売生花販売業 

 

【創業支援事業修了】 

・切り花、鉢苗、花瓶などの雑貨販売 

・ギフト商品（花束やアレンジメントなど）

の販売 

・レッスン（花教室） 

・ウエディング商品販売（ブーケ、会場装花

など） 

・イベント出店 

701 

７ 

創業支援

事業 

鹿妻 武洋 

（鹿沼市） 

 

自ら考える力を育成する学習

支援事業 

 

【創業支援事業修了】 

 子供の思考力を高め、変化に対応できる人

材を育成する。 

 ワークショップを催し、子供同士の哲学対

話などを通じ、理解力、コミュニケーション

力の向上につなげる。 

また、基礎学力の向上を図るために少人数

での学習塾を運営する。 

733 

８ 

創業支援

事業 

大笑堂 齋藤 弘美 

（宇都宮市） 

 

栃木県の名産品と宇都宮の名

物を利用した「宇都宮の新名

物」を創造し、地域の活性化

と経済効果を狙う。その新名

物とは…「まき餃子」 

【創業支援事業修了】 

まき餃子の製造所/販売所を保有し、店舗

販売に加えスーパー/直売所/道の駅などで

販売をする。 

また、栃木県の物産展や各種イベントでの

販売も手掛け、販路拡大による売上拡大を狙

う。 

1,000 

９ 

創業支援

事業 

合同会社リビングアーティス

ト 

（高根沢町） 

 

精神障害者の“自分で暮らす”

を応援する共同生活援助事業 

【創業支援事業修了】 

共同生活援助事業（障害者グループホーム

事業） 

地域の空き家を活用した福祉サービスに

より、地域の受け皿を提供する。 

同時に、精神病院等から当事者を地域生活

へ移行を支援するための共同生活援助事業

を行う。 

1,000 

１－① 創業支援事業 計 7,744 

１ 創業分野                                 合計 7,744 



 

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） 

１０ 

技術高度

化助成事

業 

【環境】 

ツインパスカル株式会社 

（小山市） 

 

エコ容器試作開発事業 

 

 

廃プラスチック問題に配慮すべく環境に

優しいサトウキビを原料とした天然由来材

料プラスチック容器の試作開発活動を実施

する。 

また、環境に優しいプラスチック製品営業

展開を通じての国内外への啓蒙活動につな

げる。 

3,000 

１１ 

技術高度

化助成事

業 

【食品】 

株式会社アキモ 

（宇都宮市） 

 

有用微生物を利用した発酵食

品の開発 

発酵食品の健康増進への有用性が注目さ

れる中、微生物が持つ機能性を付与した付加

価値のある商品開発を行うため、大学及び専

門家の指導の下、安全性にも配慮した浅漬や

キムチの商品開発を行う。 

浅漬においては独自の発酵調味料の研究

開発を行い、好ましい発酵の風味やGABA含有

などの機能を付与した商品の開発を行う。 

キムチについては、発酵により生まれるう

ま味や機能性の研究に加え、殺菌技術の研究

を行い、発酵後の品質の安定化を図り、賞味

期限1ヶ月以上のロングライフキムチの商品

化を目指す。 

1,899 

１２ 

技術高度

化助成事

業 

【ロボッ

ト】 

株式会社堀ノ内産業 

（真岡市） 

 

水門、樋管等の構造物ひび割

れ調査技術の開発 

産業用ドローンに２次元プロファイル測

定器を搭載し、移動しながらプロファイルデ

ータを取得して、壁面の３次元的な形状デー

タを保存する。 

形状データをパソコンで解析処理するこ

とにより、壁面のひび割れ抽出を行い、水門

樋管等の壁面の管理に資するシステムを開

発する。３次元形状データを取得することに

より、検査者の人的誤差のない定量的な情報

が得られます。 

また、調査にはドローン操作に習熟する必

要はありますが、専門的な検査者は必要な

く、１か所の測定時間が大幅に短縮すること

ができます。 

2,177 

２－① 技術高度化助成事業 計 7,076 



１３ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【自動車】 

【環境】 

株式会社アイ・シイ・エス 

（栃木市 本社：神奈川県） 

 

エヌプラス展示会出展による

販路開拓 

2020 年 11 月 4 日～11 月 6 日に東京ビッグ

サイト南館 で開催される エヌ プ ラス

（COAT-TEC）に出展し、コーティング、溶

射、熱処理及びろう付け加工のサンプル、パ

ネル等を展示し PR、商談を実施する。 

本展示会では広告・宣伝のためパンフレッ

トを作成、配布し、自動車産業や航空・宇宙

分野の新規顧客開拓、既存顧客からの新規ア

イテム発掘、拡販などの販路開拓を目指す。 

1,000 

１４ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【自動車】 

株式会社 TANOI 

（鹿沼市） 

 

第 3 回名古屋 クルマの軽量

化技術展出展による, 

海外量産型低価格「削出しイ

ンペラ」の主要ターボメーカ

ー及びティア１（一次サプラ

イヤー）への商品説明と販路

開拓 

2020 年 10 月 21 日（水）、22 日（木）、23

日（金）の 3日間にポートメッセなごや 名

古屋市国際展示場で開催される、第 3回名古

屋クルマの軽量化技術展出展に 0.5小間（3M

×2.7M=16.2㎡）のスペースに海外量産型「削

出しインペラ」を出展します。 

ここで我々の海外工場で量産しているタ

ーボ関連部品と補助事業で商品化に成功し

た「削出しインペラ」の海外量産化技術等、

今まで築いてきた実績を基にメーカーの購

買担当の方々のニーズに直接結びつく丁寧

な商品説明をしていき、新たな海外での販路

開拓を積極的に展開していきます。 

1,000 

１５ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【環境】 

株式会社カナメ 

（宇都宮市） 

 

日本ものづくりワールド2021

内第３回工場設備・備品展へ

の出展による販路開拓 

2021年 2月 3日（水）～5日（金）に開催さ

れる日本ものづくりワールド 2021内 第３回

工場設備・備品展に、廃棄物が少なく、省エ

ネルギー化を実現する製品・工法の出展する

ことで、「環境」分野の発展に貢献したい。 

 ※前回実績：同展示会来場者数のべ 66,049

人。 

既存の波形スレート屋根を撤去せずに上を

新設屋根でカバーすることで廃棄物を減ら

す波形スレート改修工法、通気によって屋根

の老朽化を遅らせて熱い断熱材を用いて光

熱費を節減させる通気断熱改修工法を展示

予定。 

1,000 

１６ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【食品】 

株式会社野州たかむら 

（茂木町） 

 

「FOODEX JAPAN 2021」への出

展による新商品「和べっこう

飴」の販路開拓 

「FOODEX JAPAN 2021」(2021年3月9

日～12日、幕張メッセにて開催)に出展し、

弊社新商品「和べっこう飴」を食品バイヤー

等にアピールし、販路開拓を図っていきま

す。出展の目的・成果を明確化した上で、成

果獲得に向けたストーリーを策定し出展準

備を進め、展示会当日のブースへの来訪者

数・商談数の増加を図ります。 

また、事後フォローを徹底することによ

り、成約率のアップ、新規取引先の開拓につ

なげていきます。 

971 



１７ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【食品】 

株式会社日光食品 

（日光市） 

 

スーパーマーケットトレード

ショー2021 への出展による

「日光ゆばチップス」の販路

開拓 

・2019年～2020年3月にかけて弊社商品「日

光ゆばチップス」の改善を図りました。従来

の「ゆばチップス」は、簡易な円錐状のビニ

ール包装で冷蔵品として流通を行っていま

した。新しい「日光ゆばチップス」は、アル

ミ素材で長期保存可能、かつ土産品展開が最

適なデザインと持ち運びに便利な長方形の

形状に刷新し、栃木県産業技術センターのご

支援も頂き、常温流通化を実現しました。当

商品を食品展示商談会「スーパーマーケット

トレードショー2021」に出展し、健康志向の

国内市場に向けて販路開拓を行います。また

日本人の海外への手土産品などアウトバウ

ンドを中心とした海外向け展開を視野に販

路開拓に取り組むことで、経営力の強化を図

ります。 

・昨今の激変する社会情勢を考慮し、グロッ

サリー部門への販売や国内外への土産品と

しての展開も強化し、多様な販路の確率を目

指します。 

・さらに「日光ゆば関連商品」として全国及

び海外バイヤーにＰＲすることで「日光ゆ

ば」の知名度向上やブランド力向上の一翼を

担い、地域活性化に貢献したいと考えます。 

688 

１８ 

販路開拓

助成事業

（展示） 

【ヘルス

ケア】 

株式会社小林縫製工業 

（栃木市） 

 

自社独自開発生地“ピーチテ

ック”を主役とした 

「第９０回東京インターナシ

ョナル ギフト・ショー秋2020 

“美と健康ビレッジ” カテゴ

リー」展示会への出展による

販路開拓 

自社独自開発の生地“ピーチテック”を主

役として10月7,8,9日の3日間行われる「イン

ターナショナル・ギフト・ショー秋2020“美

と健康ビレッジ”」展示会への出展を行いま

す。 

ピーチテックの特性である柔らかい風合

いや、肌感の良い着用感。見て、触れて体感

できるような世界観のある設えを考え、生地

の良さを知ってもらいます。 

弊社はこのピーチテックで、既に『おかえ

り安心快腹帯』というメディカルケアの腹巻

を製品化しており、モニターの競合を経て通

販生活への掲載が決定するなど、製品の形状

や品質面には自信を持っています。 

このおかえり安心快腹帯以外にも、ピーチ

テックの特性を活かした健康とファッショ

ンを重視した製品を模索し、販路拡大へと繋

げます。 

1,000 

２－② 販路開拓助成事業 計 5,659 

２ 特定振興産業分野及び成長産業分野                     合計 12,735 

                                                                

 



（総括表） 

１ 創業分野 ９件  ７，７４４千円 

① 創業支援事業 ９件 ７，７４４千円 

２ 特定振興産業分野及び成長産業分野 ９件 １２，７３５千円 

① 技術高度化助成事業 ３件 ７，０７６千円 

② 販路開拓助成事業 ６件 ５，６５９千円 

総合計 １８件 ２０，４７９千円 

 


