平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
神奈川県採択案件一覧（281者）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
下地塗装工程のロボット化による生産性向上および若手技術
者の育成強化
精密冷間鍛造技術で製作したスパイラルギアの開発及びワン
ストップでの製品化
小型移動式水素ステーションを実現する心臓部の部品製造技
術確立
工作機械用ロータリーテーブル製造事業への新規参入に向
けた設備計画
平ダイス転造加工による高強度・高摺動リードスクリューの開
発
アルミナセラミックスの多軸切削加工における大口径精密部
品の開発
電気自動車用コンバータ部品向け外装部材の高強度・高精度
射出成形技術開発

認定支援機関名
株式会社ネクシオ

1 3014110005

神奈川県 株式会社テクノカラーウエムラ

3020001050213

2 3014110010

神奈川県 株式会社三陽製作所

7020001006293

3 3014110011

神奈川県 株式会社キクチ精密

4021001006286

4 3014110012

神奈川県 大久保歯車工業株式会社

3021001019495

5 3014110013

神奈川県 株式会社ミズキ

8021001027626

6 3014110019

神奈川県 有限会社ほさか工業

2021002004522

7 3014110020

神奈川県 ピーエムユー株式会社

1011301015123

8 3014110021

神奈川県 セラコート工業株式会社

2020001017790

これまでにない幅広丸溝形状の高品質なコテ先の試作開発

9 3014110023

神奈川県 株式会社小川製作所

3020001016874

大型長尺シャフト部品加工における工程集約による高度生産
横浜信用金庫
性向上

10 3014110025

神奈川県 石山ネジ株式会社

9013201000560

ワイヤ放電加工技術導入による生産性向上

西武信用金庫

11 3014110001

神奈川県 株式会社プロメーテ

6020001106937

クラウドによる“手書き文字電子化ソリューション”

湘南信用金庫

12 3014110003

神奈川県 有限会社鈴木精機

4021002058384

生産現場プロセスの改善のための設備投資

平塚信用金庫

13 3014110009

神奈川県 有限会社青史堂印刷

2021002021550

14 3014110017

神奈川県 株式会社河坂製作所

1021001011751

15 3014110018

神奈川県 株式会社スタンダードテストピース

1021001048083

16 3014110026

神奈川県 株式会社大野製作所

6020001019718

17 3014110028

神奈川県 マイカ工業株式会社

2021001013961

18 3014111001

神奈川県 有限会社香撰堂本舗

2020002052102

19 3014112001

神奈川県 メイクラフト株式会社

1021001056136

20 3014123001

神奈川県 有限会社山内エンジニアリング

8021002025760

21 3014123002

神奈川県 有限会社サンエイ

2021002020395

22 3014123004

神奈川県 株式会社弘陽電設

1021001045279

23 3014123005

神奈川県 有限会社ハセガワ木工所

6021002042031

24 3014123006

神奈川県 株式会社木村精機

9021001026255

25 3014123007

神奈川県 株式会社不二ＷＰＣ

3021001019124

26 3014123008

神奈川県 株式会社共栄製作所

1021001028572

27 3014123011

神奈川県 株式会社丹後製作所

4021001014974

28 3014123012

神奈川県 株式会社美濃屋あられ

5020001009364

29 3014123013

神奈川県 有限会社伸栄製作所

5020002033966

30 3014123015

神奈川県 株式会社Ｔ＆Ｔエンジニアリング

8021001034928

薄肉センサー部品における高精度加工技術の開発

31 3014123016

神奈川県 有限会社ビナ・テック

7021002045512

最新鋭ファイバーレーザ溶接機活用による、バス関連部品の
株式会社きらぼし銀行
収益拡大

32 3014123017

神奈川県 春日電機株式会社

8020001095410

針リングケーブル通し自動装置の開発

33 3014123021

神奈川県 株式会社山喜

4020001006214

機械稼働状況可視化による多台持ちラインの最適化と働き方
公益財団法人横浜企業経営支援財団
の改善

34 3014123022

神奈川県 キタ工業株式会社

2020001000607

ホームドアとプラットホーム・サイネージの融合

35 3014123023

神奈川県 株式会社クライムエヌシーデー

5021001011905

36 3014123024

神奈川県 株式会社竹内型材研究所

3021001021170

37 3014123025

神奈川県 株式会社小田原エンジニアリング

6021001034104

38 3014123026

神奈川県 株式会社池田工業所

8020001005889

39 3014123030

神奈川県 有限会社坪山自動車

7021002046634

40 3014123031

神奈川県 株式会社平井製作所

1020001000905

41 3014123032

神奈川県 タイヨー印刷株式会社

7021001012975

42 3014123037

神奈川県 有限会社馬場製作所

6021002042048

43 3014123039

神奈川県 有限会社高村工業所

4021002041571

44 3014123040

神奈川県 株式会社トーキンオール

9020001073976

45 3014123041

神奈川県 株式会社海津工業所

7021001022446

46 3014123044

神奈川県 株式会社千代田化工

3020001069690

47 3014123046

神奈川県 有限会社東邦プラテック

1020002086919

従来対比リードタイム半減を実現する高品質印刷製本サービ
スの提供
高精度ＣＮＣ転造による、ボルトの高付加価値化と生産性向
上の実現
高性能ワイヤ放電加工機導入による研究開発用素材、試験
片の高精度化・複雑形状の生産性向上
気象用観測装置部品の製造における加工技術の画期的な開
発
多種多様な型鋼への効率的、かつ高精度な加工を実現するド
リルラインの構築
自社オリジナル製法「炭火焼焙煎茶」の生産ラインの自動化
ワンウェイ方式のビール容器専用ディスペンサーの試作開発
と酒類提供の革新的サービスの拡大
新しい応力検出機能によるデータ取得・解析装置が実現する
プレス金型の知能化
ＮＣ複合工作機械導入による金属加工工程の刷新と紙スト
ロー製造設備の製作体制確立
急増するＯ＆Ｍ需要に対応した当社の強みを活かした独自
サービスの確立
造作家具の大幅な生産性向上による創造革新の産出
高性能複合加工機導入による高精度部品の生産性向上と複
雑形状加工技術の確立
表面物性制御による，食品用部材の洗浄性等，食の安全性
確保の表面処理の確立
自動車部品用高精度金型加工技術を活用した新規加工分野
進出
あらゆる加工を可能にして大型製品の特急品対応で新規顧
客の拡充
米菓製造における包装工程の生産性向上と外観検査無人化
システムの開発
最新ベンディングマシン導入によるオーダーメイド箱物板金の
短納期化

自由曲面を有する複雑形状部品の高速高精度評価の確立と
品質保証体制の強化
『世界中で急拡大するｅ－スポーツ市場が熱望する超平面金
属製メタルマウスパッドの試作開発』
ＥＶ・ＰＨＥＶ向け新型モータ生産設備の技術革新と加工の効
率化
建設機械用新型ディーゼルエンジン向けシリンダーヘッドの高
効率加工体制構築
自動車業界の開発競争に貢献する高精度試作部品の生産性
向上による短納期化
生産ネックとなっているタッピング工程の設備更新と台持ちに
よる生産性向上
ＣＴＰセッターの導入とクラウドサービスの活用による新事業の
開発
非効率バリ取り作業の排除及びカシメ作業の高効率生産シス
テムの構築
ＥＶ部品めっきラインの生産革新
ＮＣ旋盤への鋼管搬送自動化装置導入による生産性向上と
人員配置転換
ロボットとシミュレーションシステムを活用した溶接・組立工程
の変革
異物混入のない高精度・高品質な射出成形技術の習得によ
る競争力強化
高精度・複雑形状の医療機器用外観部品のトライタン樹脂成
形技術の確立による事業拡大

1/6

公益財団法人横浜企業経営支援財団
株式会社コムラッドファームジャパン
株式会社横浜銀行
一般社団法人首都圏産業活性化協会
加藤 哲也
川崎信用金庫
株式会社ブレイブコンサルティング

株式会社きらぼし銀行
公益財団法人相模原市産業振興財団
平塚信用金庫
コンパッソ税理士法人
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社コムラッドファームジャパン
大和商工会議所
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社きらぼし銀行
平塚信用金庫
株式会社さがみはら産業創造センター
税理士法人小形会計事務所
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社横浜銀行
株式会社きらぼし銀行
川崎信用金庫
川崎信用金庫
株式会社横浜銀行

公益財団法人川崎市産業振興財団

横浜信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社商工組合中央金庫
さがみ信用金庫
税理士法人鈴木会計事務所
横浜信用金庫
公益財団法人横浜企業経営支援財団
株式会社きらぼし銀行
株式会社静岡銀行
平塚信用金庫
公益財団法人川崎市産業振興財団
株式会社横浜銀行
株式会社ブレイブコンサルティング
川崎信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
ロボットシステムインテグレータとしての多品種小ロット部品加
工システム構築
カラーオンデマンド印刷機導入による大容量パーソナライズ印
刷の事業化
最新鋭ロボットベンダーによる高精度自動加工と電車内防犯
カメラ用の市場開拓
人材不足を解消する業務用食器洗浄機向け板金部品等の生
産能力増強計画
段ボールシートの打抜精度向上と生産ライン改革による新市
場開拓

認定支援機関名
相愛信用組合

48 3014123047

神奈川県 株式会社ハーベスト

9021001020332

49 3014123049

神奈川県 関東プリンテック株式会社

4020001032350

50 3014123054

神奈川県 株式会社ＴＭＫ

7020002072888

51 3014123055

神奈川県 株式会社都留

5010801014639

52 3014123056

神奈川県 株式会社プライム・パック

8021001016190

53 3014123058

神奈川県 ミツワ工業株式会社

9021001026577

54 3014123059

神奈川県 株式会社川崎製作所

2021001027301

55 3014123060

神奈川県 エムデン無線工業株式会社

7021001000237

56 3014123061

神奈川県 ムラタ計測器サービス株式会社

2020001008096

ドローンを活用した、革新的上空気象観測サービスの実現

57 3014123062

神奈川県 株式会社木村植物園

3021001036383

顧客属性や嗜好に適した販促・顧客対応を実現する営業戦略
株式会社横浜銀行
システム導入

58 3014123063

神奈川県 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

2020001125890

ステレオカメラを利用した養殖魚の検知・測定システムの開発 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

59 3014123064

神奈川県 湘南デザイン株式会社

5021001012606

60 3014123065

神奈川県 有限会社金田製作所

9020002005697

61 3014123066

神奈川県 千曲産業株式会社

9021001013113

62 3014123067

神奈川県 有限会社大槻鈑金工業所

8021002018681

63 3014123068

神奈川県 株式会社フォトデリバリージャパン

5020001087030

64 3014123073

神奈川県 株式会社双葉工業

5021001013835

65 3014123074

神奈川県 株式会社キョーワハーツ

1020001055791

66 3014123075

神奈川県 有限会社樋口製作所

1020002087256

67 3014123078

神奈川県 株式会社ムサシノ精機

9021001021306

68 3014123079

神奈川県 有限会社光製作所

7020002012662

69 3014123081

神奈川県 沢村電気工業株式会社

2010901005029

70 3014123084

神奈川県 株式会社増山製作所

8020001002457

71 3014123086

神奈川県 株式会社ＭＩＲＡＩＳ

6020001059111

72 3014123087

神奈川県 株式会社飯島製作所

3020001016619

73 3014123088

神奈川県 有限会社双葉精機製作所

5021002046883

74 3014123089

神奈川県 株式会社竹本ランドリー

9020001039259

75 3014123091

神奈川県 株式会社萩原製作所

6021001013628

76 3014123092

神奈川県 有限会社富士製作所

8020002035654

77 3014123093

神奈川県 有限会社相模螺子横山工場

8021002020357

78 3014123094

神奈川県 キョウワ工業株式会社

1021001027310

79 3014123095

神奈川県 丸栄工業株式会社

3010801011241

80 3014123097

神奈川県 株式会社双和製作所

5021001016169

81 3014123098

神奈川県 岡田電機工業株式会社

6021001040085

82 3014123102

神奈川県 シナノ紙工株式会社

9020001010021

83 3014123103

神奈川県 合同会社神奈川歯研

8010703002202

84 3014123104

神奈川県 有限会社ワイエスデザイン

1013402006785

火星衛星探査機の開発に寄与する精密加工体制の構築

多摩信用金庫

85 3014123108

神奈川県 株式会社ミヤギ

3021001033265

自動車向け空調部品の海外需要への対応

公益財団法人神奈川産業振興センター

86 3014123109

神奈川県 株式会社横浜工業所

4020001059492

87 3014123110

神奈川県 有限会社和田製作所

6021002025498

88 3014123112

神奈川県 ノムラボ

89 3014123114

神奈川県 株式会社大塚鉄工所

2021001011528

90 3014123117

神奈川県 細谷精機株式会社

9020001032981

91 3014123118

神奈川県 清和電資工業有限会社

1021002058445

92 3014123119

神奈川県 明和エンジニアリング株式会社

7020001046397

93 3014123121

神奈川県 有限会社薫製作所

9020002007727

94 3014123122

神奈川県 株式会社白水製作所

7021001017603

95 3014123123

神奈川県 株式会社ユニオン産業

5020001070366

カップリング部品の完全なる内製化への挑戦

横浜信用金庫
かながわ信用金庫
株式会社エフアンドエム
品田秀行
神奈川県商工会連合会

大型化するパン製造設備部品の製造を実現する生産ラインの
横浜信用金庫
改善
高品質産業用ロボット部品の早期納入に向けた金型製作改
株式会社エフアンドエム
善計画

自動車用部品の鋳物から樹脂への置換を独自技術で確立す
る
次世代自動車部品の受注拡大に向けたレーザー加工とワイ
ヤ加工技術の高度化
「物への投資」「人への投資」で小型製品向け板金工程を刷新
する
アルミ溶接加工の圧倒的な生産性向上で実現する鉄道部品
受注体制の構築
日本初、アニメ・２．５次元ミュージカル特化のブロマイド写真
サービス
曲げ工程の高度化による小型・高精度製品の受注拡大

税理士法人Ｙ－ＴＡＣ古川会計事務所

株式会社横浜銀行
川崎信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社きらぼし銀行
株式会社百五銀行
株式会社きらぼし銀行

新規顧客からの微細・複雑化の要望に対応するためのプレス
公益財団法人横浜企業経営支援財団
加工技術の深化
レーザー加工機導入による試作からの板金・プレス・絞り加工
公益財団法人川崎市産業振興財団
の一貫対応力向上
建築基礎用超軽量固定金具の量産システム構築

公益財団法人神奈川産業振興センター

当社特有の絞り技術を取り入れた１ｍ長尺製品の生産性プロ
神奈川県商工会連合会
セスの改善
コネクテッドインダストリーを実現する次世代無人搬送車用の
株式会社コムラッドファームジャパン
高出力モータ開発
大物製品に対応する高速高精度レーザ加工機導入によるブ
城南信用金庫
ランク革新
業務委託料前払いサービス「ＰＡＹＳ」のシステム開発
医療機器向け高精度板金プレス加工の試作開発による競争
力強化と事業拡大
先端の横型マシニングセンタ導入により深夜無人操業化によ
る受注増への対応
新たな「地域小規模店舗向け短納期クリーニングサービス」の
開発
最新ＣＮＣ自動旋盤の導入により切削加工部品の安定供給を
実現し事業範囲を拡大
難削材加工技術の高度化と生産性向上に向けた新素材製品
の試作開発
輪郭制御技術の高度化と超短納期対応を可能にするオリジナ
ル技術を駆使した新市場開拓
曲げ加工の精度向上と生産力増強で実現する道路・駐車場
部品の受注拡大
内製化を起点として工程全体を強化し、顧客ニーズの多様化・
高度化に対応する
特殊溶接技術強化と切断・穴あけ工程革新によるステンレス
加工事業の拡大
誘電特性に優れたＰＰＳ樹脂（絶縁体）を使った電子部品の誤
作動防止部品の開発
超短納期、多品種少量、高品質に対応した化粧箱製造プロセ
スの確立
現在から将来に渡り地域高齢者歯科治療を支えるデンタルラ
ボの構築

金属部品の高精度切断加工技術の確立と顧客との共同開発
体制の構築
溶接技術及び作業環境の革新による大型製品への対応力向
上と働き方改革の実現
調整回数を減らすデジタル・デュプリケート法による人工歯開
発
加工技術・検査効率・品質保証の飛躍的強化による生産性向
上と受注拡大
通信業界向け極薄素材の超精密・高速曲げ加工システムの
構築
ワイヤーハーネス製造における先端設備と独自技術の融合と
生産性向上
ロボットハンドの高精度化によるロボットシステム構築技術の
高度化
難加工材部品における加工技術を開発することによる他社と
の差別化
リチウムイオン二次電池製造装置部品の高精度加工かつ安
定供給体制の確立
ＳＤＧｓに貢献する環境負荷低減樹脂の生産性向上等のため
の設備導入
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川崎信用金庫
株式会社ブレイブコンサルティング
神奈川県商工会連合会
川崎信用金庫
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社浜銀総合研究所
西武信用金庫
株式会社きらぼし銀行
株式会社横浜銀行
株式会社きらぼし銀行
かながわ信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
アイアンドアイ株式会社

一般社団法人城西コンサルタントグループ
株式会社横浜銀行
アイアンドアイ株式会社
多摩信用金庫
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
平塚信用金庫
川崎信用金庫
横浜信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
川崎信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
超音波診断装置部品の生産性向上による増産体制の確立

認定支援機関名

96 3014123124

神奈川県 有限会社湘南オートカツト工業

4021002002185

横浜信用金庫

97 3014123125

神奈川県 株式会社岸本製作所

4021001025105

98 3014123127

神奈川県 株式会社建成社

4020001014695

99 3014123129

神奈川県 有限会社シンセイ工業

8021002020992

100 3014123132

神奈川県 有限会社伊豆精機製作所

1020002026569

大口径薄肉形状部品に対する等配ピッチ精度の高精度化

101 3014123134

神奈川県 株式会社萬珍食品

9020001059158

高級志向の中華食品製造における熟練技術の自動化がもた
株式会社エフアンドエム
らす製造能力の拡大

102 3014123135

神奈川県 株式会社堀内産業

8020001021671

曲げ加工工程改善による、４Ｋ内視鏡カメラ部品の受注獲得

103 3014123138

神奈川県 有限会社オトダ技研

8012302001056

104 3014123140

神奈川県 有限会社北詰製作所

8020002026018

105 3014123142

神奈川県 松尾工業株式会社

6021001002102

106 3014123145

神奈川県 株式会社磯崎絞製作所

7021001020945

107 3014123147

神奈川県 株式会社シナジー

8020001078324

108 3014123149

神奈川県 株式会社イワセ

5021001027240

革新的駐輪システムによる社会的問題解決サービスの開発

株式会社浜銀総合研究所

109 3014123151

神奈川県 第一パイプ工業株式会社

6020001073566

低環境負荷のクロムフリー塗料の乾燥技術開発

株式会社商工組合中央金庫

110 3014123152

神奈川県 株式会社アルファー工業

9021001031759

111 3014123154

神奈川県 株式会社田中製作所

3020001044479

112 3014123157

神奈川県 有限会社アイン精巧

9020002093882

113 3014123162

神奈川県 株式会社旭商会

1021001011140

114 3014123163

神奈川県 高久製パン株式会社

7021001036900

115 3014123165

神奈川県 まこと歯科医院

116 3014123169

神奈川県 株式会社ＭＡＲＫ

3021001053899

117 3014123172

神奈川県 東新工業株式会社

8020001033139

118 3014123174

神奈川県 株式会社モリセ精工

2020001051831

119 3014123175

神奈川県 有限会社津田製作所

5021002053863

120 3014123180

神奈川県 株式会社住田工業所

8020001004057

121 3014123182

神奈川県 株式会社Ｋａｎｅｙｏ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ

8021001044464

122 3014123184

神奈川県 三井工業株式会社

4021001037406

123 3014123189

神奈川県 株式会社ティークエクシード

2020001054801

124 3014123190

神奈川県 株式会社ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ

6010101006419

125 3014123191

神奈川県 株式会社ティーエム加工

7020001064449

126 3014123193

神奈川県 株式会社末吉ネームプレート製作所

5010401014790

127 3014123194

神奈川県 株式会社工研

7021001026298

128 3014123196

神奈川県 有限会社幸せの丘

8021002031908

129 3014123199

神奈川県 有限会社デンタルオフィスささき

5020002039245

130 3014123200

神奈川県 有限会社星野製作所

1020002090433

131 3014123201

神奈川県 横浜伸銅株式会社

3020001024737

132 3014123202

神奈川県 日本アクセサリー株式会社

9020001021241

133 3014123203

神奈川県 ヒルタ工業株式会社

8260001018512

134 3014123204

神奈川県 株式会社タチキ

3020001020901

135 3014123205

神奈川県 株式会社いしいフードプランニング

6021001058012

136 3014123208

神奈川県 鎌田歯科医院

137 3014123209

神奈川県 株式会社江南

4021001017738

138 3014123213

神奈川県 時吉工業株式会社

9020001071245

デジタル計測データによるビジネスプロセス革新

川崎信用金庫

139 3014123214

神奈川県 有限会社五十畑製作所

7020002091517

ルート案内タッチパネル・ロボット用筐体への挑戦

川崎商工会議所

140 3014123218

神奈川県 株式会社ニチエー

3020001069930

141 3014123219

神奈川県 株式会社吉光工業

7020001067220

142 3014123221

神奈川県 株式会社つま正

5020001023753

143 3014123222

神奈川県 ほりぐち歯科医院

半導体製造現場で必要となる装置部品における生産プロセス
城南信用金庫
の改善
河川災害に備えた革新的な流量観測体制による防災技術の
株式会社エフアンドエム
提供
自動車組み立て治具の需要拡大に応じた生産工程革新によ
城南信用金庫
る短納期化と納入価格低減
公益財団法人神奈川産業振興センター

横浜信用金庫

加工の高効率化による自動車機器製造装置用部品での短納
株式会社きらぼし銀行
期化を実現
金属部品のリバースエンジニアリング事業による生産性向上
横浜信用金庫
施策
チタン鋼板の長尺曲げ加工による化学・医療機市場開拓
新規案件に対する新設備導入と出荷体制の構築による付加
価値向上
タオルたたみ工程のＡＩ化とロボット化による品質向上と短納
期化

カーテンウォールの接続部品等の溶接ロボット導入による技
術継承と生産性向上計画
自動車部品の試作品における加工技術を開発による高度化
の確立
自動車部品の試作品において生産プロセスの改善による短
納期化
廃棄物の選別工程の機械化、再構築による生産性向上と継
続的成長
神奈川県内の子供達に、高品質で安心安全な給食パンをお
届けする事業
独国式セラミック修復機器による神奈川県初の革新的ワン
デー義歯治療、補綴治療の検証と実現
サーボプレス機に搭載するブレーキ部品の製造技術の高度
化
発展から取り残された工法と先端技術の融合によるビジネス
チャンスの創出
新型設備の導入でセラミック材料の切り出し工程を改善する
事業計画
集積回路実装事業への新規参入に伴うコスト競争力の強化と
収益力の向上
次世代建設機械の自動化を実現する高精度ブラケットの製造
技術確立
走水発「超６次化サービス」開発に向けた水産食材加工器の
導入
冷間鍛造技術の転用による革新的な特性を持つ自動車部品
の試作品開発
ドローンを活用した非破壊の建物高所箇所診断サービス
特殊半導体へも対応可能な成膜装置導入により、成膜時間を
半減し売上増加を図る
大判スクリーン印刷機を導入し、曲面加工による大型化に先
行対応する事業
位置決めの自動化によるスクリーン印刷プロセスの改善と生
産性向上
最小φ０．５の工作機械用小径切削刃具の特注対応による事
業拡大
６軸サーボ制御・横ピロー包装機を活用した高品質焼菓子の
試作開発
精密鋳造と同等以上の適合精度を実現させる超・定量方式の
確立
信頼性の高い精密測定器を導入することで業務改善を行い顧
客の要望に応える事業
非鉄金属材料の切断品質と切断効率の向上による顧客対応
力の強化
高難易度・高付加価値タイプの貴金属製細物チェーンの生産
性向上
検査データの信頼性向上による品質保証体制の高度化及び
客先との関係強化
小型グリコヘモグロビン分析装置筐体への挑戦

横浜信用金庫
神奈川県商工会連合会
横浜信用金庫

シェアビジョン株式会社
株式会社横浜銀行
川崎信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
景山洋介
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
かながわ信用金庫
株式会社マイルストーン・コンサルティング・グ
ループ
横浜信用金庫
瀬戸正人
株式会社コムラッドファームジャパン
株式会社ＰＱＭ総合研究所
株式会社浜銀総合研究所
税理士法人及川会計事務所
西武信用金庫
株式会社きらぼし銀行
公益財団法人川崎市産業振興財団
神奈川県商工会連合会
株式会社シャイン総研
アイアンドアイ株式会社
株式会社横浜銀行
株式会社横浜銀行
横浜信用金庫
平塚商工会議所
公益財団法人神奈川産業振興センター

素材の良さを活かしたドレッシング製造の品質安定と製造効
株式会社神奈川銀行
率向上
ＣＴ活用による、上顎洞炎の根尖病巣からの二次感染経路の
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
遮断法の確立
新市場展開のための検査工程生産性向上によるボトルネック
株式会社きらぼし銀行
解消計画

医療・介護施設向け新規小ロット・短納期配送サービスの開
発
宇宙航空部品の高速高精度連続加工を実現するマシニング
プロセス革新
生産地とのコーディネート機能付き受発注、在庫管理システム
の構築
ＣＴを活用した顎変形症の矯正治療に対する外科的アプロー
チ
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横浜信用金庫
株式会社横浜銀行
公益財団法人横浜企業経営支援財団
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号
6020001019833

事業計画名
新興諸国のインフラ整備拡大に伴う樹脂部品の生産能力増
強計画
セラミック製補綴物の院内作製による口腔内細菌発生抑制に
基づく健康寿命の延伸
自動車用金型部品の設備導入と自社技術開発による生産性
向上事業
検査機械導入による品質管理体制の強化と生産性向上の実
現

認定支援機関名
株式会社エフアンドエム

144 3014123223

神奈川県 株式会社河村樹脂

145 3014123224

神奈川県 堀内歯科クリニック

146 3014123226

神奈川県 有限会社代島製作所

6020002027042

147 3014123227

神奈川県 株式会社ＦＲＰカジ

7021001053383

148 3014123228

神奈川県 ユージーハイテックス株式会社

7020001024725

149 3014123229

神奈川県 株式会社大平製作所

7021001021547

150 3014123230

神奈川県 大器機械株式会社

1021001020802

151 3014123234

神奈川県 有限会社須山製作所

4020002034362

152 3014123237

神奈川県 有限会社野中製作所

2021002023225

次世代軽量化技術開発事業

魚谷康行

153 3014123241

神奈川県 フェイス株式会社

3021001013762

基板の実装品質向上による顧客獲得、新規分野受注拡大

公益財団法人相模原市産業振興財団

154 3014123243

神奈川県 有限会社ラ・ベルデュール

8020002051313

155 3014123244

神奈川県 大島機工株式会社

1021001026213

156 3014123245

神奈川県 株式会社ＨＥＬＩＸ

1020001092595

157 3014123247

神奈川県 株式会社ＡｉＴｒａｘ

1021001064304

158 3014123248

神奈川県 都市環境サービス株式会社

1021001013351

159 3014123251

神奈川県 ＳｕｐｅｒＯｘ Ｊａｐａｎ合同会社

8010503003697

160 3014123257

神奈川県 京浜光膜工業株式会社

7020001065166

蛍光Ｘ線方式膜厚測定器による車載部品の信頼性保証

株式会社横浜銀行

161 3014123258

神奈川県 株式会社青山

5011001000586

脱塩機と急速冷凍技術を活用した高品質でヘルシーな和食
料理の開発

景山洋介

162 3014123259

神奈川県 有限会社アクアエンジニアリング

3021002039848

高精度・高機能 排水ろ過ユニットの生産工程の高度化

株式会社静岡中央銀行

163 3014123262

神奈川県 株式会社協栄ダイカスト

3021001011816

164 3014123263

神奈川県 株式会社カマタ

6120001103189

165 3014123265

神奈川県 有限会社湘南技研

2021002009579

166 3014123267

神奈川県 三和クリエーション株式会社

4020001066225

167 3014123268

神奈川県 株式会社ＹＳＲ

1021001017146

168 3014123272

神奈川県 株式会社鎌倉山ＡＨＣ

9021001010589

169 3014123273

神奈川県 有限会社佐伯鉄筋工業所

3020002092312

170 3014123275

神奈川県 ヤサカ工業株式会社

4021001027654

171 3014123279

神奈川県 株式会社ツユキ製作所

8021001031891

172 3014123281

神奈川県 有限会社ダイコー精機製作所

1020002084336

173 3014123282

神奈川県 サンノー技研有限会社

3021002034064

174 3014123287

神奈川県 斎藤樹脂工業株式会社

1021001027351

175 3014123289

神奈川県 吾妻化成株式会社

8010001009081

176 3014123292

神奈川県 大協技研工業株式会社

9021001012916

177 3014123293

神奈川県 株式会社ブルー・スターＲ＆Ｄ

9021001031156

178 3014123295

神奈川県 株式会社山星製作所

2020001008641

179 3014123296

神奈川県 株式会社ユーエムアイ販売

2010601031977

180 3014123298

神奈川県 株式会社カミツマ

9020002033062

181 3014123299

神奈川県 株式会社Ｗｉｌｌ

2020001054396

182 3014123300

神奈川県 伸栄通信有限会社

2020002033969

183 3014123301

神奈川県 株式会社安田製作所

5020001010677

184 3014123307

神奈川県 有限会社たのし屋本舗

8021002065534

185 3014123308

神奈川県 株式会社おかべや

8021001015052

186 3014123309

神奈川県 バイオジェニック株式会社

1010001082564

アスタキサンチンを添加した機能性表示食品用原料の開発

井上大輔

187 3014123311

神奈川県 株式会社アセス

8020001076278

ＭＲ技術を応用した高精度投影システムの開発

川崎信用金庫

188 3014123313

神奈川県 山久興産株式会社

2021001026055

プレス機導入及び手加工技術強化によるグラスウール遮音カ
冨岡弘文
バーの生産性の向上

189 3014123318

神奈川県 株式会社オンダ精機

7020001052949

高精度部品の工程集約によるロボットシステム構築

190 3014123322

神奈川県 有限会社フリーザトーン

3020002067875

191 3014123324

神奈川県 日本電子工業株式会社

7021001014897

安達隆久
横浜信用金庫
中栄信用金庫

解析能力の向上による超精密プラスチック金型の高度化計画 横浜信用金庫
パンチング・レーザー複合機導入による小ロット品の量産体制
ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人
構築
スマート農業普及を加速する高精密農機エンジン部品の製造
株式会社コムラッドファームジャパン
技術確立
高品質＆複雑形状の曲げ加工に対応するフレキシブル曲げ
川崎信用金庫
システムの構築

ショコラの生産性を向上すると同時に斬新な横浜土産を開発
川西京也
し、売上をアップする事業
高精度内径加工技術で実現する建設機械用油圧部品の新規
株式会社きらぼし銀行
受注
２万度の超高温＂水プラズマ＂で産業廃棄物を完全分解する
株式会社ビジネスリノベーション
装置開発
無線中継ソフトウェアを利用した電波可視化システムの開発

鎌倉商工会議所

卓越した破砕技術を活かした高品質リサイクルペレット生成事
神奈川県商工会連合会
業
高温超電導線材生産性向上のための中間層成膜プロセスの
株式会社さがみはら産業創造センター
技術開発

次世代自動車用ヘッドライトのＬＥＤ化を実現する小型ヒートシ
ンクの開発
高品質の化粧品精密充填包装システム導入による化粧品製
造サービスの確立
高精度・高機能 超高真空チャンバー生産プロセス改善によ
るさらなる高品質化の実現
サブμｍ精度の全周輪郭・幾何公差の品質保証体制の構築
と市場の拡大
複合材で構成される次世代航空機の製造を可能とする工作
機械フレームの加工技術獲得

株式会社コムラッドファームジャパン
アドバンスト・エム株式会社
株式会社静岡中央銀行
公益財団法人川崎市産業振興財団
株式会社コムラッドファームジャパン

手術用顕微鏡を活用した人間レベルのペット眼科治療の実現 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
鉄筋自動曲げ加工機導入による生産性向上と労働環境改善
の実現
アルミ溶接の飛躍的生産性向上で実現する建設機械市場か
らの受注拡大
大口径重量カーボン部品のハンドリング改善＆高効率粗加工
システムの構築
宇宙ビジネスを支える人口衛星向け接続部品等の測定計測
技術の獲得
マシニングセンタと円テーブルによる高精度加工システムの構
築による生産性の向上
医療向け難削材金属の高精度加工及び樹脂部品組み立て加
工
スマートフォン等スピーカー素材多層化開発～日本独自の歪
の少ないラミシステム～
高精度ＡＩ自動化システム開発による受注プロセス革新と業界
最短納期化の実現

川崎信用金庫
株式会社みずほ銀行
さがみ信用金庫
株式会社コムラッドファームジャパン
相愛信用組合
株式会社横浜銀行
株式会社東和銀行
公益財団法人相模原市産業振興財団

厚いバリ取りと表面研磨を同時に行う超音波洗浄装置の開発 公益財団法人相模原市産業振興財団
中ロット板金部品の効率化を実現するナローベンディング工
法の構築
制振合金（Ｍ２０５２）において機械装置を導入することによる
生産効率の向上
生産性向上による宇宙機械産業用向け小型小径高精度部品
の多品種小ロット生産の実現
歯列予測を行い根本原因を取り除く予測型の矯正歯科補綴
物の提供
曲げ加工技術の高度化と生産工程革新による国土インフラ強
化事業への進出
高周波モジュール部品の生産性向上

株式会社静岡中央銀行
東京東信用金庫
山地真吾
アイアンドアイ株式会社
城南信用金庫
横浜信用金庫

三浦半島産食材に特化した、レトルト商材販売のための高効
かながわ信用金庫
率量産体制の開発
乾燥おからの量産化対応と天然酵母を使ったおからパンの開
多摩信用金庫
発

横浜信用金庫

電子楽器パフォーマンス分野の裾野を拡げる改良型スイッ
井上大輔
チャーの開発
ワーク自動搬送システム付き高周波焼入れ装置開発による生
公益財団法人相模原市産業振興財団
産性向上

4/6

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

循環型社会に向けたマテリアルリサイクル促進による新たな
平塚信用金庫
サービスフローの実現
次世代移動通信に用いられる高周波デバイス向け微細加工
株式会社商工組合中央金庫
部品の生産システム構築
３Ｄ－ＣＡＭと最新マシニングセンタの融合による精密順送金
西武信用金庫
型の超短納期生産システムの構築

192 3014123326

神奈川県 山下ゴム株式会社

4011501009129

193 3014123327

神奈川県 株式会社由紀精密

2021001007518

194 3014123329

神奈川県 株式会社ティーツー

6021001022281

195 3014123332

神奈川県 株式会社アート１

4021001025550

196 3014123335

神奈川県 株式会社ミツミネ電子

6020001037447

197 3014123337

神奈川県 藤田化工株式会社

7021001037790

198 3014123339

神奈川県 有限会社二戸製作所

8021002023129

超高精度５軸加工技術の習得による競争力強化と事業拡大

株式会社ブレイブコンサルティング

199 3014123340

神奈川県 株式会社コバヤシ精密工業

3021001030997

飛行時間が飛躍的に延びるハイブリッドドローンの実用化の
ための電源ユニットの導入

西武信用金庫

200 3014123343

神奈川県 株式会社ＬＩＮＫ－ＵＳ

3020001107277

超音波複合振動技術を利用した溶接機の開発及び商品化

公益財団法人神奈川産業振興センター

201 3014123344

神奈川県 有限会社良組

4021002036547

202 3014123345

神奈川県 金子歯科医院

203 3014123347

神奈川県 中島歯科医院

204 3014123357

神奈川県 有限会社光伸製作所

6020002088968

205 3014123358

神奈川県 株式会社パパス

3010801009822

206 3014123359

神奈川県 サンビーム株式会社

4021001050920

207 3014123361

神奈川県 株式会社トーコン

6010801008086

208 3014123365

神奈川県 株式会社Ｊｏｕｒｎｅｙ ｃｏｍｐａｎｙ

6021001047642

209 3014123367

神奈川県 ナウ精工株式会社

1010101007033

210 3014123368

神奈川県 ネットワークアディションズ株式会社

9021001055106

211 3014123369

神奈川県 エレックス工業株式会社

2020001065914

212 3014123371

神奈川県 株式会社宮下製作所

5021001014123

213 3014123375

神奈川県 株式会社三精

5010501004840

214 3014123376

神奈川県 金子軽窓工業株式会社

8020001003752

215 3014123386

神奈川県 株式会社あしがら印刷

9021001034910

216 3014123388

神奈川県 ＨＲＳ事業協同組合

2030005004223

217 3014123394

神奈川県 株式会社コスモ測量設計

3020001020199

218 3014124002

神奈川県 有限会社ラメール洋菓子店

8021002012429

219 3014124005

神奈川県 株式会社南部ハウス

8020001058771

220 3014124008

神奈川県 東京電業株式会社

7011001016416

221 3014124009

神奈川県 有限会社泰治産業

6020002084315

222 3014124010

神奈川県 サンエイジグ有限会社

3010802005721

223 3014124011

神奈川県 株式会社グランマップ

9020001036207

224 3014124012

神奈川県 有限会社サガラ印刷所

8021002064461

225 3014124013

神奈川県 株式会社リザーブステーション

4020001119445

226 3014124014

神奈川県 株式会社ベレコ

6020001047421

227 3014124015

神奈川県 ひびき動物病院

228 3014124017

神奈川県 桜井製作所

229 3014124018

神奈川県 株式会社静科

4021001039716

230 3014124019

神奈川県 株式会社ＹＢＣ

7021001054241

231 3014124020

神奈川県 ピオン洋菓子店

232 3014124021

神奈川県 鍛鉄ａｔｅｌｉｅｒ Ｋ－ｐｌｕｓ

233 3014124022

神奈川県 有限会社共栄クリーニング商会

8021002034844

234 3014124023

神奈川県 高津通信株式会社

1020001079535

235 3014124025

神奈川県 株式会社フィールド

6020001020898

236 3014124026

神奈川県 伍縁工業株式会社

4020001103069

237 3014124028

神奈川県 ＯＧＵＲＡ精工株式会社

8021001064917

238 3014124029

神奈川県 株式会社エーエムシー

3020001128414

画像認識システムと自動診断アプリケーションの開発

川崎信用金庫

239 3014124030

神奈川県 有限会社テクノプラン

2021002055227

瓶詰め用充填打栓機導入による、流通可能な瓶ビール製造
環境・体制の構築

神奈川県商工会連合会

高い放熱性のある特殊アルマイトの開発とプロセスの構築

大和商工会議所

最新型印刷機を用いた世界最小サイズの電子部品の実装技
株式会社商工組合中央金庫
術確立
ＥＶセンサー部品用バレルめっき３重構造ライン構築による収
中南信用金庫
益改善

敷板鉄板の運送、矯正機械での修正業務、管理保管を軸とし
公益財団法人神奈川産業振興センター
た運送の革新的サービス
最先端歯科機器を用いたインプラント周囲炎の効果的な治療
中村太郎
事業の試み
地域の特殊性を活かした予防歯科サービスの事業展開
最新装置導入と環境温度制御システムの組合せによる超精
密加工の取組み
集中自動検針・クラウド管理を支えるスマート流量計のワンス
トップ対応
資源物卸売業者の高付加価値型リサイクルビジネスへの挑
戦
多様化・高度化する市場の要求に対応するための生産体制
構築による受注増加と付加価値向上計画
コロンビア自社農園栽培のカカオチョコレート製品の高品質量
産化へ！塗る・掛ける・溶かす工程の自動化による欠品ゼロ
達成と卸売進出
多品種少量生産の完全自動化システムの開発
ＦＭ放送局向け公衆回線網経由デジタル音声同期伝送装置
の開発
広帯域データストレージ装置用ネットワークインタフェースの試
作開発
免震オイルダンパー溶接技術の高度化による生産性向上計
画
循環型製造技術を活用した小型ボール量産システムの開発と
低炭素社会の実現
新型プレスブレーキ導入による鋼製建具の曲げ加工における
生産性の向上
デジタル印刷の完全自動化による、生産プロセスの改善と労
働生産性の向上
外国人労働者と受入れ企業を直接繋ぐマッチングシステムの
開発事業
３Ｄデータの活用による効率的な測量技術サービスの提供

中村太郎
増田考邦
青山裕之
青山裕之
公益財団法人横浜企業経営支援財団
合同会社レイディーバグ・ストラテジーズ
公益財団法人相模原市産業振興財団
中栄信用金庫
川崎信用金庫
株式会社エフピー・ワン・コンサルティング
株式会社商工組合中央金庫
株式会社コンサラート
さがみ信用金庫
合同会社Ｇ＆Ｎ
川崎信用金庫

生地づくり工程の抜本的見直しによる競争力と労働生産性の
湘南信用金庫
向上
パーソナルカルテによるコスタリカ珈琲のシングルオリジンの
横浜信用金庫
提供
マグネシウム空気電池の量産化及び改良に向けた設備投資 公益財団法人相模原市産業振興財団
画像寸法測定器導入による医療分野製品の精度向上と次世
代への技術の伝承
三次元設計システム導入による冶具開発・生産プロセスの革
新
オープンストリートマップで世界街歩き山歩きスマホナビの商
品化
最新ガーメントプリンター導入によるアパレルサービス事業の
開発
ゴルフ業界の集客常識を覆すメタサーチエンジンによるゴルフ
場比較サイト開発
ベーカリー向販売促進ツールの一括対応ビジネス構築のため
の印刷機の導入
ＩＴ利用入院管理で高度医療に通じるかかりつけ動物病院の
医療改革
「円筒・万能研削盤」導入による研磨精度・生産性向上と事業
承継に向けた技術の伝承
吸遮音製品の生産性向上及び品質向上のための設備導入
野球メンバーが集まらなくても。１人で、２人で、楽しめる野球
のプレイランドの構築
フードプリンターを活用したオリジナルクッキーやチョコレートな
どの新サービス提供
オリジナルな鍛造品と体験を提供する新製品・新サービス構
築計画
最新ドライ洗濯機導入による高級品等扱い強化で高付加価値
の実現
高密度プリント基板の製造におけるリフローはんだプロセスの
改善

川崎信用金庫
川崎信用金庫
株式会社神奈川銀行
かながわ信用金庫
株式会社フラッグシップ経営
横浜信用金庫
公益財団法人横浜企業経営支援財団
川崎信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
さがみ信用金庫
川崎信用金庫
多摩信用金庫
神奈川県商工会連合会
公益財団法人相模原市産業振興財団

独自の生産技術と品質管理技術開発による就業体制の改善 川崎信用金庫
ドローンと赤外線カメラによる大～小規模建物の外壁診断
豊中商工会議所
サービス開発
医療向け精密部品の加工品質向上と新事業領域拡大による
瀬戸正人
収益拡大
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受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

240 3014124031

神奈川県 株式会社美幸工業

7020001056743

241 3014124034

神奈川県 有限会社アクア自動車

1021002062455

242 3014124035

神奈川県 株式会社若林製作所

9021001045288

243 3014124040

神奈川県 合同会社ＴＡＫＥＯ

6010603006354

244 3014124042

神奈川県 株式会社コヤワタオフィス

9021001062820

245 3014124043

神奈川県 株式会社ラトリエ１９５９

1020001100119

246 3014124049

神奈川県 佐藤抜型有限会社

6020002089132

247 3014124050

神奈川県 有限会社ミナト商会

9020002036049

248 3014124051

神奈川県 株式会社トンボ

4020001083195

249 3014124052

神奈川県 有限会社アクアライン

7020002073787

250 3014124059

神奈川県 つくい湖犬猫の病院

251 3014124060

神奈川県 ＳＨＡＲＰＩＳ

252 3014124061

神奈川県 有限会社ＴＯＭＡＴＯ畑

8020002106240

253 3014124062

神奈川県 クレバ株式会社

4021001066009

254 3014124066

神奈川県 有限会社加川製作所

7021002046122

255 3014124068

神奈川県 株式会社バイオクロマト

8021001001787

256 3014124069

神奈川県 合同会社黒船

2030003006741

257 3014124071

神奈川県 ゆうデンタルオフィス

258 3014124073

神奈川県 株式会社ヴァリアント

259 3014124075

事業計画名
精密板金加工業における包括的即応力の最大化による優位
性の発揮
タイヤ交換設備の導入で作業の安全性・効率化による付加価
値向上の実現
下水処理装置向け設備設計のディジタル化を進めたプロセス
改革
自社養殖による生鮮食品として新たな食用昆虫食品の生産
販売
ドローンによる農薬散布の自動化と収量増大のためのデータ
解析力の強化
「うま味」と「コク」の相乗効果をコンセプトにした新規グロッサ
リー食品開発
精密な抜型製作で対応素材の拡大と高耐久性による生産性
の向上
安全性・操作性の高い清掃設備で女性も活躍できる施工体制
を構築し競争力強化を図る
工業用製造機器を民生品製造に転用する独自技術の開発に
よる新市場の創造

認定支援機関名
株式会社さがみはら産業創造センター
一般社団法人日本経営士会
株式会社きらぼし銀行
朝日信用金庫
さがみ信用金庫
公益財団法人横浜企業経営支援財団
川崎信用金庫
川崎信用金庫
さわやか信用金庫

ＡＩ記者ニュース配信事業計画

井上大輔

本格的な動物高度歯科医療の開始

西武信用金庫

５つ星のスパセラピストを外国人観光客の客室に派遣するＷ
ＥＢ予約サイト
漆器の小ロット生産と塗り直しを安価に実現する設備導入に
よる収益の多角化
スピーカー技術を革新するフィルムスピーカー用新機能材料
の開発
ロボット溶接機導入で実現する自動車向け試作部品の工程革
新
海外展開拡大に向けた極小ロットの内製化による生産スピー
ド向上計画
社内システム構築による物流体制強化とサービスの付加価値
向上

井上大輔
横浜商工会議所
株式会社きらぼし銀行
かながわ信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
草加商工会議所

「咬合学」から逆算した新たな矯正治療サービスの確立

中村太郎

6020001124534

治療過程のデジタル化を活用した低侵襲治療の実現による
ペットの平均寿命延伸

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

神奈川県 株式会社多摩開発コンサルタント

2020001011703

３次元測量の技術を向上させ収益拡大を図る

原昌孝

260 3014124079

神奈川県 株式会社Ｉｄｅａｌ

7020001096236

261 3014124080

神奈川県 株式会社ケイ・システム

6021001057609

262 3014124084

神奈川県 株式会社日本名刺印刷

9020001060495

263 3014125002

神奈川県 クールチエール株式会社

8430001043055

264 3014125003

神奈川県 株式会社Ａｃｃｕｌｕｓ

6021001064811

265 3014125004

神奈川県 ハワイアンフォレスト株式会社

5020001104256

266 3014125005

神奈川県 有限会社吉工

1021002053421

267 3014125008

神奈川県 バリューソリューション株式会社

5010001167931

268 3014125009

神奈川県 株式会社デジタルストリーム

3021001013201

269 3014125012

神奈川県 アヘッド・バイオコンピューティング株式会社

7020001129078

270 3014125013

神奈川県 株式会社足道

9021001046542

271 3014125015

神奈川県 藤井デンタルラボ

272 3014125018

神奈川県 株式会社エルエーピー

5021001052073

273 3014125019

神奈川県 有限会社オノザワ

1021002051367

274 3014125020

神奈川県 新生産業株式会社

4021001030443

275 3014125022

神奈川県 ニチエツ株式会社

1020001124010

射出成形機用金型交換自動化装置の改良試作品開発

276 3014125026

神奈川県 株式会社花升木工

2021001055112

「世界 茶の湯キット」宮大工の伝統技術で世界に向けてつくる 中南信用金庫

277 3014125027

神奈川県 株式会社Ａｖｅｎｔｉｎｏ

9020001123731

女性の髪の諸問題の対策支援プラットフォーム開発及び実証
公益財団法人横浜企業経営支援財団
試験

278 3014125030

神奈川県 ｅｎ景観設計株式会社

8010401111602

新素材を利用した自社オリジナル植木鉢の製造・販売

公益財団法人横浜企業経営支援財団

279 3014125031

神奈川県 株式会社ＭＣ企画

5021001063244

画期的な書き込みができるＬＥＤサイネージ看板の開発

大和商工会議所

280 3014125038

神奈川県 株式会社ＴＡＯＳ研究所

6020001097508

見守りＩｏＴ車イスの開発

所英樹

281 3014125042

神奈川県 株式会社日昇テクノロジー

2020001084542

ＡＩ機能付き介護記録自動生成及びスケジュール調整システ
ム開発

一般社団法人首都圏産業活性化協会

環境汚染を抑制する電動車産業向け複雑形状加工技術の獲
得
廃棄品の重量を正確にクラウド管理するタブレット型端末アプ
リによる新サービスの開発
印刷物の表面加工プロセス改善による生産性向上と新規需
要創出
ロケーションＡＲ技術で自動的に詳細情報を提供する革新的
サービスの実現
深層学習による映像内人物の姿勢検出および行動認識技術
の試作開発
世界初！着衣トリートメント施術の試作開発による生産性向上
の実現
粉体塗料用熱可塑性樹脂の常温で微粉砕出来る粉砕機を開
発する。
ＩｏＴ機器フリーズ対策における製品化事業
画期的に優れた再生音を得られる針先の動きを光で読み取る
アナログレコード針の開発
クラウドＳａａＳ移行によるバイオ情報解析サービスの高収益
化
足整治療で患者別の足整板を作成する為の材料と装置の試
作開発
５軸加工機導入による自費補綴物の生産性向上と新材料応
用の実現
リハビリとフレイル予防を兼ねた両足用ロボット量産化のため
の試作
クレーン導入と資材吊上器の開発による建築現場への高効
率資材納品の実現
低日照地点での使用が可能な降雪地域用視線誘導標識の開
発

6/6

株式会社コムラッドファームジャパン
大和商工会議所
株式会社横浜銀行
横浜商工会議所
鎌倉商工会議所
山田盛史
小田原箱根商工会議所
横浜信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社横浜銀行
藤沢商工会議所
一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパート
ナーズ
株式会社静岡銀行
神奈川県商工会連合会
大和商工会議所
横浜信用金庫

