平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
１次公募 神奈川県採択案件一覧＇３００件（
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110001 神奈川県 エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社

新型ホットプレス炉の導入による、環境負荷の低減と作業者負
商工組合中央金庫
担の軽減

2614110002 神奈川県 株式会社デジタルストリーム

瞬時に食中毒検査を行うための蛍光偏光測定装置の開発

公益財団法人相模原市産業振興財団

2614110003 神奈川県 田中プレス工業株式会社

難加工材用プレス金型製作の高寿命化工法の開発

公益財団法人相模原市産業振興財団

2614110004 神奈川県 有限会社早川製作所

情報通信システムに使用されるシャーシにおける品質保証体 公益財団法人神奈川産業振興セン
制の構築
ター

2614110006 神奈川県 東京スリーブ株式会社

自動検査装置の開発による高品質部品製造の競争力強化

2614110007 神奈川県 株式会社サンコウ

航空機産業のグリーン調達要求に対応する製造プロセス全体 公益財団法人神奈川産業振興セン
の高度化による販路拡大
ター

2614110008 神奈川県 株式会社ヨシクラ

３次元プリンタ部品に対応したレーザー切断部品のＲ面取り技
湘南信用金庫
術の開発

2614110010 神奈川県 株式会社新廣

次世代自動車用樹脂部品製造用金型の高度加工技術導入事
横浜信用金庫
業

2614110011 神奈川県 南開工業株式会社

複写機消耗品の再資源化工程の革新的プロセスの開発

2614110012 神奈川県 日本サーモニクス株式会社

アルミニウム合金接合部の高強度化を実現する超音波振動装
一般社団法人首都圏産業活性化協会
置の開発

2614110013 神奈川県 株式会社遠藤製作所

工程統合によるリードタイム短縮を実現する新ブランクシステ
ムの確立

2614110014 神奈川県 株式会社三陽製作所

プレス加工への工法転換によってコスト削減と品質向上を両立
横浜銀行
させるための自動化技術開発

2614110015 神奈川県 有限会社榎本鉄工所

高性能自動溶接機導入による作業効率の改善と高精度溶接
による不良率の低減

2614110017 神奈川県 株式会社ミドリ産工

ＰＣＤを素材とした複合曲面＇３次元（での鏡面加工技術の確立 横浜銀行

2614110018 神奈川県 株式会社不二パッキング

高性能カッティングマシンによる高温及び低温に対応するガス
横浜銀行
ケット製品の開発

2614110021 神奈川県 株式会社コモンイースト

プリント基板薄化に対応するめっき処理プロセス改善による品 公益財団法人神奈川産業振興セン
質改善、生産性向上
ター

2614110022 神奈川県 株式会社竹内型材研究所

「成長分野向け焼入れ研削済合金工具鋼プレート＇ハードンプ
商工組合中央金庫
レート（の試作開発」

2614110023 神奈川県 株式会社相武通信

多品種尐量生産における高品質・低価格のはんだ付工程の確
公益財団法人相模原市産業振興財団
立

2614110026 神奈川県 株式会社オンダ精機

ロボット産業におけるロードセルの加工技術開発と品質安定化

2614110028 神奈川県 神﨑プレス金型工業株式会社

雑形状化する自動車部品に対応したプレス回数を半減する金
株式会社エフアンドエム
型の開発

2614110029 神奈川県 株式会社東北モールド

金型・生産不具合削減を可能にする不具合リアルタイム集約
型技術循環システムの試作開発

2614110031 神奈川県 株式会社ラボ

ＰＥＴ貼合ＰＰフィルムを利用した「真空熱転写加飾用フィルム」
横浜銀行
の開発

2614110034 神奈川県 株式会社精美堂

３Ｄプリンターによる防災・災害立体地図作成及び試作品開発 平塚信用金庫

2614110036 神奈川県 株式会社高橋精密工業

精密治具中グリ盤＇ジグボーラー（位置読み取り装置の高精度
相模原商工会議所
化

2614110037 神奈川県 株式会社産公精機

高加工精度を柱としたマグネシウム合金の切削加工ラインの
構築

2614110042 神奈川県 株式会社ナノカム

病原菌の自己融解を誘導する生分解性ナノポリマーを用いた
税理士法人松江税務会計
グリーン・ライフイノベーション

株式会社浜銀総合研究所

南足柄市商工会

横浜信用金庫

静岡中央銀行

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

川崎信用金庫

関口会計事務所

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110043 神奈川県 スピック株式会社

『異形鉄筋スタッド』の生産ラインを連結させてＱＣＤの向上が
可能な革新的な生産体制の構築

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110045 神奈川県 株式会社マイス

「ＣＡＤの更新と独自プログラムとの融合による革新的設計環
境の実現」

公益財団法人川崎市産業振興財団

2614110046 神奈川県 株式会社クエイザーテクノロジー

電子機器向け超高密度接続コネクターの開発・評価事業

大和商工会議所

2614110053 神奈川県 中央環境開発株式会社

再生石膏と廃プラスチックの二種類の循環資源を活用した新
建材の開発

商工組合中央金庫

2614110059 神奈川県 有限会社宮内工業

複雑形状の深絞り自動車部品の高効率試作板金システムの
構築

八千代銀行

2614110061 神奈川県 サンノー技研有限会社

五軸制御マシニングセンタ導入による工程短縮と高精度加工
相愛信用組合
システムの構築

2614110063 神奈川県 有限会社三興技研

高精度測定設備の導入による水素ステーション仕様設備部品 株式会社マイルストーン・コンサルティ
の試作開発
ング・グループ

2614110064 神奈川県 石塚製作所

最新ワイヤカット放電加工機とＣＡＤの導入による部品試作の
小田原市橘商工会
精度向上

2614110065 神奈川県 株式会社トリニティ・リンク

手作業による歯型製作から、ＣＡＤＣＡＭ化による生産プロセス
平塚信用金庫
の革新的な改善と品質及び労働環境の向上

2614110068 神奈川県 株式会社レナテック

血液の血清中の微量金属を分析し、がんのスクリーニングを
行う体外診断事業

2614110069 神奈川県 株式会社不二ＷＰＣ

成膜チャンバーを用いた窒化・ＤＬＣ被覆とＷＰＣ処理との複合
公益財団法人相模原市産業振興財団
技術の開発

2614110073 神奈川県 ユーエスディ株式会社

様々な異形部品に対応が出来る、射出成形品用異物混入検
査装置の試作開発

公益財団法人相模原市産業振興財団

2614110076 神奈川県 光明理化学工業株式会社

ガスセンサー評価用機器の導入 ＇長寿命化の試作開発（

税理士法人誠和コンサルティング

2614110077 神奈川県 松尾ハンダ株式会社

パワー半導体製造プロセスに適したはんだならびにフラックス
大和商工会議所
の開発と接合技術の確立

2614110079 神奈川県 関東冶金工業株式会社

検査工程の高精度化によるＣ／Ｃコンポジットにおけるろう付
加工技術の確立

2614110080 神奈川県 株式会社渡辺鐵工所

多様な型鋼材の穴あけ加工に対応する高効率３軸ドリルシス
中南信用金庫
テムの構築

2614110082 神奈川県 株式会社ファルネックス

液晶被膜によるスプレー型癒着防止材の治験申請に向けた研
八千代銀行
究開発

2614110083 神奈川県 株式会社トヤマ

「金属ガスケット適用極／超高真空用ゲートバルブの国内製品
商工組合中央金庫
化」

2614110084 神奈川県 株式会社 ＭＩＣ

人体骨格に有機的に対応する衣料製造装置及び金型

厚木商工会議所

2614110089 神奈川県 小林商工株式会社

小ロット多品種対応可能な難削材ねじの試作開発

株式会社ブレイブコンサルティング

2614110092 神奈川県 株式会社スポーツウェザー

流体解析技術を用いて、テレビ制作のニーズに存分に応える
体制つくり

川崎信用金庫

2614110098 神奈川県 ヤブタ塗料株式会社

自動調色機及び塗装ブース導入による色彩・塗装提案でＤＩＹ
静岡銀行
マーケット開拓計画

2614110104 神奈川県 株式会社エムテック

自走式 電源取出し可能型災害対策用浄水機の開発と製品
事業化

2614110105 神奈川県 ミヤタエレバム株式会社

小惑星探査機「はやぶさ３号＇仮称（」へ搭載するキセノンフラッ
静岡中央銀行
シュランプの形状開発と発光機能向上に向けた技術開発

2614110106 神奈川県 有限会社大平技研

次世代プラネタリウム装置の試作開発

Ａ－ＭＥＣ株式会社

2614110112 神奈川県 株式会社拓斗化成

取引先の製品開発期間短縮に向けた複合的な開発プロセス
の提供

横浜信用金庫

2614110113 神奈川県 アップコン株式会社

布基礎住宅の傾きを短工期・低コストで修正する工法の開発

公益財団法人川崎市産業振興財団

りそな銀行

株式会社マイルストーン・コンサルティ
ング・グループ

藤沢商工会議所

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110118 神奈川県 セラミックコート株式会社

溶剤を必要としない耐熱粉体塗料の開発製造販売

2614110119 神奈川県 株式会社遠藤精機

精密粉砕機の生産能力向上・歩留り向上に必要な大口径部品
かながわ信用金庫
加工に係る技術の開発・確立

2614110121 神奈川県 株式会社泉八

既存のマーケット・販路を活用した天然酵母パンの量産化によ
横浜銀行
る新分野への進出

2614110127 神奈川県 屛風浦工業株式会社

ロボットによる自動車部品試作期間短縮

2614110128 神奈川県 株式会社日本インターシステム

アルミ電線の接続において銅線と対等な信頼性を確保する圧
公益財団法人相模原市産業振興財団
着構造の試作開発

2614110129 神奈川県 株式会社シュービ

デザイン力を活かした独自性の高い小ロット印刷サービスの
提供

横浜信用金庫

2614110130 神奈川県 清和電資工業有限会社

ワイヤーハーネスの尐量多品種需要に対応した圧着技術の
確立

株式会社エフアンドエム

2614110132 神奈川県 株式会社アトラス

大型３Ｄプリンター導入による大型一体モデルの制作と生産性
公益財団法人相模原市産業振興財団
向上

2614110133 神奈川県 株式会社目黒電波測器

ソフトウェア無線技術によるＡＭ／ＦＭ信号発生器とオーディオ
公益財団法人川崎市産業振興財団
アナライザの一体型製品の試作開発

2614110134 神奈川県 トーカイ工業株式会社

薄肉部品事業への本格参入に向けた 試作・小ロット対応型組
株式会社浜銀総合研究所
立・溶接工程の開発

2614110136 神奈川県 株式会社タスコ

革新的な技術を用いた、個性ある輝きや特徴を持つ宝飾用ダ
平塚信用金庫
イヤモンドの試作・開発

2614110139 神奈川県 株式会社ツクモ

パワーヒートパイプ技術を用いた低コスト高品質な食品乾燥装 株式会社エフピー・ワン・コンサルティ
置の開発
ング

2614110147 神奈川県 株式会社マトリックス

プラスチック及び金属試作部品の生産プロセス革新による試
作リードタイム大幅削減

2614110148 神奈川県 株式会社オーエイ

成長市場での新規受注獲得に向けた最新型溶接ロボット生産
商工組合中央金庫
ラインの構築

2614110149 神奈川県 Ｍｙｗａｙプラス株式会社

充放電試験に適するパワー回路技術を用いた小型・回生型直
株式会社浜銀総合研究所
流電源システムの試作開発

2614110150 神奈川県 株式会社ＭＥＭＯテクノス

真空管アンプ製造・販売事業における飛躍的な音質向上とデ
相模原商工会議所
ザイン性改良

2614110152 神奈川県 株式会社ニックス

シリコンフリーのプラスチック製品を作る為の完全無人成形技
朝日税理士法人
術の開発

2614110157 神奈川県 株式会社日本化学研究所

食品・飲料容器向け、高ガスバリア性キャップライナー材の開
みずほ銀行
発

2614110158 神奈川県 日の本工業株式会社

「図面レス製品の顧客満足度を画期的に向上させるものづくり
公益財団法人相模原市産業振興財団
工法」の開発

2614110161 神奈川県 株式会社石川産業

安定的な高濃度の水素水を作るユニットの開発

2614110162 神奈川県 ＨＫＴ株式会社

海外市場を見据えた、受注増、短納期ニーズに対応する生産
多摩信用金庫
効率の向上

2614110163 神奈川県 株式会社ガステック

可燃性ガスセンサの試作開発

2614110164 神奈川県 株式会社クライムエヌシーデー

革新的なＣＧ可視化技術の開発による生産現場の段取り情報
公益財団法人相模原市産業振興財団
の“見える化”

2614110167 神奈川県 株式会社ＰＲＥＦ

完全オーダーメイドの高精度・短納期インプラント・ボーンアン
株式会社ブレイブコンサルティング
カード・フルブリッジの開発

2614110174 神奈川県 株式会社エイアールティ

クラウドを利用した、糖尿病患者およびその予備軍の重症化・
横浜商工会議所
発症予防のための摂取栄養量提供サービスの開発

2614110175 神奈川県

東京東信用金庫

かながわ信用金庫

Ａ－ＭＥＣ株式会社

静岡中央銀行

横浜銀行

ロイヤルブルーティージャパン株式会 高級ボトリングティーによる「茶宴」の本格展開におけるサービ
川崎信用金庫
社
ス向上

2614110177 神奈川県 株式会社岩崎

ＵＶ硬化と３Ｄ両プリンター活用により食品サンプルの品質と生
協同組合さいたま総合研究所
産性を飛躍的に向上

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110186 神奈川県 合同会社英徳社

患者・被介護者が楽しく学べ、安心して病気や介護に向き合え 公益財団法人神奈川産業振興セン
るサービス
ター

2614110188 神奈川県 株式会社ケイツープリント

オリジナルウェア製作をＷｅｂでデザイン、ダイレクトプリント、ク
さがみ信用金庫
ラウド管理までのシステム構築

2614110191 神奈川県 アンナペレンナ株式会社

遠隔地の高齢者向けに動画を活用したリハビリテーションサー
八千代銀行
ビスの開発

2614110192 神奈川県 株式会社ミトリ

ＩｏＴ機器／ロボットとの指示・報告連携を可能とする次世代
ワークフローシステムの開発

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110198 神奈川県 有現会社ヤママス食品

「三崎のマグロ」の未活用部分を活用した新商品開発

かながわ信用金庫

2614110203 神奈川県 株式会社ミヤギ

低コスト化を目的とした金属表面鏡面仕上げ加工技術の革新 公益財団法人神奈川産業振興セン
化
ター

2614110210 神奈川県 平塚金属工業株式会社

品質管理体制の高度化による，ディーゼルエンジン用ピストン
平塚信用金庫
の高品質化と製品コストの低減

2614110212 神奈川県 株式会社瀧野工業

車載デバイスの高度化に追随するための三次元測定器を用
いた開発・品質メインフレームの革新

平塚信用金庫

2614110214 神奈川県 株式会社菅原モデル

犬猫用の内視鏡手術処置具の試作開発

相模原商工会議所

2614110215 神奈川県 共立工業株式会社

オゾンナノバブルを活用した低コスト脱臭システムの試作開発 一般社団法人首都圏産業活性化協会

2614110216 神奈川県 プロテインケミカル株式会社

超微細粉末製造技術の導入による新用途向け機能材料の試
株式会社浜銀総合研究所
作開発

2614110219 神奈川県 クズミ電子工業株式会社

産業機械向け瞬停対応のウルトラキャパシタを採用したＵＰＳ
静岡銀行
の開発

2614110220 神奈川県 株式会社ボード・プランニング

高度医療業界向けに特化した汎用プリント基板の試作開発お
相模原商工会議所
よび事業化

2614110221 神奈川県 株式会社トッケン

塗装プロセス革新による安全性・デザイン性に優れた金属性
屋外遊具の試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2614110222 神奈川県 株式会社中央発條製作所

複合機向け特殊ばね製品の機械加工化による生産革新およ
び収益拡大

八千代銀行

2614110224 神奈川県 株式会社ミズキ

切削工程廃止による締結用ピンの軽量化・低コスト化のため
の試作開発

一般社団法人首都圏産業活性化協会

2614110226 神奈川県 株式会社イノウエ

組紐、細幅織物製品のデザイン性と生産性向上のための織機
株式会社さがみはら産業創造センター
の導入

2614110227 神奈川県 ＳｕｐｅｒＯｘ Ｊａｐａｎ 合同会社

高磁場応用機器のための高温超電導線材製造プロセスの開
発

2614110228 神奈川県 株式会社東部産業

精度５／１００㎜プレス加工を活用した付加価値の高い意匠製
横浜銀行
缶の量産技術開発

2614110229 神奈川県 泰栄産業株式会社

自動車向けクローム鍍金に代わる環境対応型超高輝性塗料
の開発

株式会社さがみはら産業創造センター

2614110230 神奈川県 株式会社ティアンドティ

ローコスト、コンパクト、防水仕様を実現する演色計測定器の
試作開発

八千代銀行

2614110231 神奈川県 昭和精工株式会社

自動車のＣｏ２削減、燃費向上に対応した金型の高精密、大型
横浜銀行
化への技術確立

2614110234 神奈川県 株式会社ＳＧＫシステム技研

簡易型海中３Ｄ障害物ソーナー＇ＡＩＳ－１００（の商品化

2614110236 神奈川県 ユタカ精工株式会社

深刻な咬み癖をもつ飼い犬に対する行動修正療法を目的とし
静岡中央銀行
た新型口輪の試作開発

2614110237 神奈川県 株式会社アルテックス

供給電力約２倍を実現するＰｏＥ＋対応「同軸ＬＡＮコンバー
ター」の試作開発

2614110240 神奈川県 株式会社バイオクロマト

前処理なしの直接質量分析イオン化を促進する支援デバイス 公益財団法人神奈川産業振興セン
の事業化
ター

2614110242 神奈川県 三光ライト工業株式会社

撥水表面構造化技術による易洗浄・易除染プラスチック食器
生産

株式会社さがみはら産業創造センター

静岡中央銀行

相模原商工会議所

公益財団法人川崎市産業振興財団

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110245 神奈川県 株式会社トモエレクトロ

高濃度窒素充填を活用した高周波・高密度基板の実装技術の
西武信用金庫
高度化

2614110246 神奈川県 株式会社アズマ

走査型電子顕微鏡の導入によるプリント配線板技術の革新

2614110253 神奈川県 高砂エンジニアリング株式会社

化石燃料依存の脱却に資する廃食油を原料とした新燃料化装
さわやか信用金庫
置の試作開発

2614110254 神奈川県 株式会社堀口工業所

新溶射法による金属製品の高耐久性防滑塗膜の設備開発

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110256 神奈川県 株式会社ケイ・ジー・ケイ

複数印刷機に大容量ＵＶインキを安定供給するシステムの試
作開発

公益財団法人相模原市産業振興財団

2614110257 神奈川県 株式会社脳機能研究所

脳波解析と表情反応を用いたハイブリッド感情推定システムの
公益財団法人横浜企業経営支援財団
開発

2614110259 神奈川県 フジ・インバック株式会社

固定翼式無人航空機用短距離自動発進システムの開発

横浜銀行

2614110260 神奈川県 山下マテリアル株式会社

プラズマ処理装置による超音波診断装置向け高難度ＦＰＣの
製造

商工組合中央金庫

2614110269 神奈川県 株式会社電子応用

ターボセンサの生産効率改善

静岡銀行

2614110271 神奈川県 株式会社ナガオシステム

恒温機能を装備した新方式３次元ボールミルの試作開発

川崎信用金庫

2614110274 神奈川県 株式会社両津工業

超短納期対応を実現する高効率ステンレス曲げ加工システム
神奈川銀行
の確立

2614110276 神奈川県 有限会社アヤセ木型

豪華客船等の造船分野における新たな立体造形・デザイン技
城南信用金庫
術を活用した舶用デザイン型枠の試作開発

2614110280 神奈川県 ワッティー株式会社

接着層を持たないポリイミドヒータの貼り合せ技術の開発

2614110283 神奈川県

株式会社リキッド・デザイン・システム 肌質を自動判断する小型マッサージ器と健康ＬＯＧクラウドシ
ズ
ステム

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

商工組合中央金庫

公益財団法人横浜企業経営支援財団

2614110287 神奈川県 有限会社オリエンジニアリング

マイクロ波給電装置パラボラアンテナ用分配器用基板の開発 横浜銀行

2614110288 神奈川県 株式会社きらり

「殺菌キャビネットの事業化に向けたＰＣＴ出願・実証試験・試
作開発」

2614110289 神奈川県 株式会社日本治具製作所

最新ＮＣプレスブレーキ導入による高張力鋼＇ハイテン材（加工
横浜信用金庫
技術の確立と向上

2614110299 神奈川県 株式会社仙北谷

３Ｄデータを活用した高精度部品の試作加工方法の確立

横浜銀行

2614110300 神奈川県 有明セラコ株式会社

耐久性の良い溶融アルミ搬送用セラミックラドルの開発

商工組合中央金庫

2614110301 神奈川県 株式会社忠技研

新型シャーリングマシン及び新規金型導入による、製造プロセ
八千代銀行
スの最適化

2614110302 神奈川県 ＷＨＩＬＬ株式会社

パーソナルモビリティ無人レンタルサービスのインターフェース
公益財団法人横浜企業経営支援財団
開発

2614110304 神奈川県 スーパーレジン工業株式会社

アンダーカット形状を有するボス・リブ構造体とＣＦＲＰとのｏｎｅ
横浜銀行
－ｓｈｏｔ成型

2614110306 神奈川県 ＪＥＴ株式会社

ハードディスク製造装置用部品の微細穴加工の生産性向上と
西武信用金庫
次世代製品対応事業

2614110307 神奈川県 東新工業株式会社

フープ材自動接続装置導入による高精度、高速スポット金めっ 株式会社マイルストーン・コンサルティ
き処理の高度化
ング・グループ

2614110308 神奈川県 東和グラビヤ印刷株式会社

超高品質食品パッケージ印刷用の検査工程の三重化及び形
株式会社浜銀総合研究所
状品質向上化工程の開発

2614110311 神奈川県 南信工業株式会社

“医療内視鏡先端ガイドアダプター”用の“５ｍｍφ ・高精度金
城南信用金庫
型”の開発で新分野へ参入

2614110314 神奈川県 株式会社畑電機製作所

顧客ニーズに応じたカスタムメイド電気炉の生産能力強化事
業

公益財団法人川崎市産業振興財団

川崎信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110315 神奈川県 株式会社依田儀一商店

構造体撮影／診断用の高性能ＲＣマルチコプターの試作開発 横浜銀行

2614110316 神奈川県 株式会社エイケン

寒冷地公共工事の問題点を解決する凍結融解防止強化剤開
横田税務会計事務所横田昭夫
発に向けた設備投資

2614110318 神奈川県 ハイメタル工業株式会社

９９．９％モリブデン材料による高機能部品の試作開発

Ａ－ＭＥＣ株式会社

2614110322 神奈川県 フジダン株式会社

燃えない紙の実現、低コスト・リサイクルを実現する防炎協会
認定防炎厚紙の開発事業

座間市商工会

2614110323 神奈川県 株式会社高田金属塗装工業

クローズドブラスト処理装置の工程構築による生産性と信頼性
静岡中央銀行
の増強

2614110324 神奈川県 ゼプト株式会社

長期連続生産可能な生成装置を自社開発し、画期的な低コス
公益財団法人横浜企業経営支援財団
トナノファイバーを製造する。

2614110325 神奈川県 日鉄工営株式会社

低炭素社会に向けた住まい作りを実現する「創エネ薪ストー
ブ」の開発

2614110326 神奈川県 峰光電子株式会社

盗難防止ＲＦＩＤセキュリティゲートでの応答精度等を飛躍的に
Ａ－ＭＥＣ株式会社
改善する新制御方法の開発

2614110327 神奈川県 株式会社コッチ

Ｗｅｂ受注オーダーメイド自転車の生産量増強の設備投資とシ
横浜銀行
ステム開発

2614110331 神奈川県 山陽印刷株式会社

情報セキュリティ強化と短納期化を実現する生産プロセスの革
かながわ信用金庫
新

2614110332 神奈川県 有限会社タカギ商事

セルフ式本格そば屋＆日本酒バルの二毛作業態サービスの
展開

三浦商工会議所

2614110334 神奈川県 有限会社ランテクノロジー

「微細加工」に特化したレーザー加工サービスの提供

東京中央経営株式会社

2614110339 神奈川県 株式会社湘南ぴゅあ

発色剤の代替となる、独自の「乳酸菌発酵」新技術を用いた安 公益財団法人神奈川産業振興セン
全なハム・ソーセージ量産化システム開発
ター

2614110341 神奈川県 株式会社スマートパワーサービス

電力使用を最適化する集合住宅向け自家発電電気供給シス
テムの開発

東京中央経営株式会社

2614110349 神奈川県 合同会社サウンドロープ

１枚から簡単にオーダーできるオリジナルレコードサービスの
開発

税理士法人三浦会計

2614110355 神奈川県 株式会社アポロジャパン

「見えないコード」でＣＳＲ＇社会的貢献（を見せるサービスの構
公益財団法人横浜企業経営支援財団
築

2614110356 神奈川県 インタードメイン株式会社

「体力発電」と発電情報サービスの開発

公益財団法人横浜企業経営支援財団

2614110358 神奈川県 株式会社バンテック

対面利用機能を向上させた多目的電子看板、及び映像情報
の試作開発

平塚信用金庫

2614110359 神奈川県 株式会社テレメディカ

薬剤師が一般生活者の病気相談応需の際に利用する「症状
判定支援システム」試作開発

公益財団法人川崎市産業振興財団

2614110361 神奈川県 有限会社ラファイエット

若者の心と財布を掴め！ファッション市場でリスクを減らし機会
藤沢商工会議所
を増やす。

2614110363 神奈川県 東京エンボス工業株式会社

高意匠エンボス柄ロールを低価格・短納期で提供できる仕組
みの開発

2614110366 神奈川県 株式会社ダントッツ

除菌・洗浄効果を高めたマイクロバブル入り強アルカリ電解水
株式会社エフアンドエム
クリーナーの開発

2614110368 神奈川県 株式会社食品微生物センター

高精度検査設備導入による異物混入検査の作業効率向上の 株式会社マイルストーン・コンサルティ
実現
ング・グループ

2614110369 神奈川県 株式会社クロスウェル

客観的生理指標である自律神経を軸にした復職支援システム 公益財団法人神奈川産業振興セン
の開発
ター

2614110371 神奈川県 株式会社ケイ・フロント・サービス

新しい顧客層の開拓 商品の有用性を見える化し契約率向上
湘南信用金庫
の実現

2614110374 神奈川県 株式会社コメドール

咀嚼・嚥下困難者を含む高齢者向けお弁当・惣菜宅配システ
ムの構築

川崎信用金庫

2614110375 神奈川県 有限会社旭技工所

健康保険適用治療の歯科技工のデジタル化による事業革新

川崎信用金庫

八千代銀行

相模原商工会議所

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110376 神奈川県 株式会社ゼロワン

ハイブリッド無線による医療機器ネットワークの構築

2614110379 神奈川県 Ｏｍｏｔｅｎａｓｙ合同会社

ダンス・スポーツ用に特化した非接触スピーカー型無線配信機
横浜銀行
能付きヘッドフォンの試作開発

2614110382 神奈川県 吾妻印刷株式会社

ＬＥＤ－ＵＶ乾燥装置導入によるオフセット印刷事業の革新

横浜信用金庫

2614110383 神奈川県 エヌ・エイ・アイ株式会社

多様な顧客需要に対する多言語翻訳サービス提供フレーム
ワークの開発

税理士井出秀一

2614110385 神奈川県 有限会社光製作所

お客様のアイディアをカタチにする商品開発支援サービス事業
綾瀬市商工会
の拡大を目指す町工場の挑戦！

2614110388 神奈川県 株式会社ダイトーフジテック

産業廃棄物プラスチック類、原料化リサイクルシステム促進計
横浜信用金庫
画

2614110390 神奈川県 竹内化成株式会社

バスタブにおける環境対応型リフレッシュバス工法の確立

商工組合中央金庫

2614110396 神奈川県 株式会社連合社印刷

ワンストップサービスを通じて新生産プロセスの開発とコン
シューマービジネスの創造

りそな銀行

2614110398 神奈川県 富士黒鉛工業株式会社

膨張黒鉛の供給品質向上及び低コスト化のためのワンストッ
プ供給体制構築

株式会社さがみはら産業創造センター

2614110401 神奈川県 秋元精機工業株式会社

急速急冷温間成型を用いたＣＦＲＴＰプレス加工

城南信用金庫

2614110402 神奈川県 株式会社インターローカス

グーグルマップ航空写真を用いた屋根面積算出システムの開
深谷康祐税理士事務所
発

2614110405 神奈川県 株式会社テクノリサーチ

訪日外国人向け提案型オーダー旅行サイトの構築

静岡銀行

2614110408 神奈川県 有限会社クレイト印刷

プレートセッター導入による顧客満足度の向上。

川崎信用金庫

2614110412 神奈川県 株式会社エー・シー・イー

ＰＯＭ溶液を用いたウェットプロセスによるダメージレスのシリ
コンウェーハ薄化加工装置事業

横浜銀行

2614110414 神奈川県 株式会社村上製作所

アルミ板金加工の生産能力向上による医療機器メーカからの
大和商工会議所
受注機会のロス解消

2614110415 神奈川県 スタッフ株式会社

Ｗｉｇｉｇ無線通信に対応した６０ＧＨｚ帯レンズアンテナの設計・
みずほ銀行
開発・試作事業

2614110416 神奈川県 東京電業株式会社

シェールガス対応ポンプ振動監視センサーの開発

公益財団法人相模原市産業振興財団

2614110418 神奈川県 東神電工株式会社

微細ワイヤハーネス加工の生産効率化＇自動化（

商工組合中央金庫

2614110420 神奈川県 株式会社コアデンタルラボ横浜

歯科用口腔内計測器を用いた革新的な製作プロセスの構築

商工組合中央金庫

2614110421 神奈川県 内堀製作所

高精度な精密加工技術と最新設備導入による生産能力の強
化

川崎信用金庫

2614110423 神奈川県 横浜マテリアル株式会社

鏡面内部精密加工による日本初のＬＥＤ間接照明ミラー及び
腕時計カバーガラス内部精密加工の試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2614110427 神奈川県 タピルス株式会社

メルトブロー法の高度化によるナノ繊維不織布の上市に向け
た試作開発

商工組合中央金庫

2614110429 神奈川県 株式会社日本システム研究所

肌および頭皮撮像用マイクロスコープの光学ブロック部分の開
公益財団法人川崎市産業振興財団
発

2614110430 神奈川県 信明ライト工業株式会社

最新鋭設備導入によるガラスエキポシ製品の提案→試作→量
川崎信用金庫
産ニーズへの一貫対応強化

2614110431 神奈川県 株式会社洗車の王国

シラン系素材に代わるポリウレタン系素材による被膜の厚い
自動車用ラッピング剤の開発

2614110432 神奈川県 ダイヤ工芸株式会社

微細印刷技術「ミラクルビジョンフラッシュ」＇ＭＶＦ（多面形状へ
川崎信用金庫
の印刷技術確立

2614110433 神奈川県 有限会社日信プレス工業

革新的な曲げ加工技術の確立による高能率加工システムの
開発

川崎信用金庫

横浜銀行

横浜銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110434 神奈川県 サイエナジー株式会社

包装機械に組み込み可能な、小型且つ低エネルギーＸ線検査
公益財団法人相模原市産業振興財団
機器の開発

2614110436 神奈川県 株式会社三益

ステンレス管の高強度化に対応する新しい冷間圧延プロセス
の開発

ＮＰＯ厚木診断士の会／あつぎ活性化
プロジェクト

2614110437 神奈川県 株式会社松本製作所

新規光触媒技術の導入による競争力の強化と抗菌性樹脂製
品の開発

公益財団法人川崎市産業振興財団

2614110441 神奈川県 ミツワ工業株式会社

ＮＣ旋盤導入による国際規格対応部品の開発

座間市商工会議所

2614110442 神奈川県 相模コンベヤー工業株式会社

移動・伸縮・昇降機能を備えたベルトコンベヤーの開発

八千代銀行

2614110444 神奈川県 株式会社リプロセル

創薬応用可能な高機能なヒトｉＰＳ細胞由来肝細胞キットの試
作品開発

公益財団法人横浜企業経営支援財団

2614110445 神奈川県 株式会社ツーデン

老朽化インフラ整備事業における革新的なワイヤレス漏水検
知システムの開発

城南信用金庫

2614110446 神奈川県 株式会社エスエムケイ

革新的な溶接用チップの試作開発とＮＣ旋盤＋ロボット導入に
相模原商工会議所
よる次世代型生産ラインの実現

2614110449 神奈川県 株式会社ＳＰＨ研究所

ＳＰＨ粒子法を適用した高精度で欠陥予測ができる鋳造解析ソ
一般社団法人首都圏産業活性化協会
フトの開発

2614110450 神奈川県 株式会社エム・アイ・シー

環境負荷が小さい新添加材料＇抗菌・防カビ効果（の試作開発 株式会社浜銀総合研究所

2614110451 神奈川県 ニイガタ株式会社

光学素子部品向けの樹脂精密加工とその評価方法の確立

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110452 神奈川県 株式会社十和田電機

ハイブリッド高速高精度切削加工機の開発

税理士法人ＬＲパートナーズ

2614110453 神奈川県 新羽金属工業株式会社

高周波熱処理設備の導入による良品質製品の提供・生産性
向上

公益財団法人横浜企業経営支援財団

2614110457 神奈川県 株式会社モリモト

次世代小型半導体の検査装置向け検査ボードの試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2614110458 神奈川県 キョーラク株式会社

押出し発泡技術を使った自動車内装部品の軽量化と吸音性付
大和商工会議所
与。

2614110459 神奈川県 株式会社ディサプライング

ワイヤレス給電を用いた「さめないテーブルウエア関連製品」
の開発と販売

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110461 神奈川県 藤沢工機株式会社

ホットプレス用金型製作における生産技術の高度化

かながわ信用金庫

2614110462 神奈川県 デリーター株式会社

「ＬＥＤ－ＵＶ乾燥装置」の導入による生産プロセスの改善で効
川崎信用金庫
率化と新商品開発を行う。

2614110463 神奈川県 城山工業株式会社

トラック向け大型ギア部品のプレス工法による加工技術の開
発

株式会社さがみはら産業創造センター

2614110464 神奈川県 株式会社サーフ・エンジニアリング

長尺難加工物のＮＣ加工技術開発

かながわ信用金庫

2614110465 神奈川県 アルファ工業株式会社

浸透性エポキシ樹脂系塗床材の開発

株式会社マイルストーン・コンサルティ
ング・グループ

2614110466 神奈川県 有限会社テクノＫ

部品の仕上り具合を記憶・学習する「知能型の仕上げ～バリ
取り機」開発プロジェクト

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110469 神奈川県 株式会社大野工業

ＮＣ加工機導入による、木工家具の生産性向上および技術継
さがみ信用金庫
承高度化の計画

2614110470 神奈川県 株式会社 エルエーピー

日常生活補助型パワーアシストハンドの開発

遠藤哲也税理士事務所

2614110471 神奈川県 株式会社太陽住建

三方良し！屋上活用太陽光発電新ビジネスモデル

一般社団法人日本経営士会

2614110475 神奈川県 有限会社ヒダ塗料店

色見本帳にない調色塗料の製作・販売の本格展開

座間市商工会

2614110478 神奈川県 有限会社竹林石材店

地元の本小松石を使用した建築資材＇割肌加工（の新製品開
真鶴町商工会
発と販売

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110479 神奈川県 富士ウッドワークス株式会社

高級特注家具のセミオーダー化によるブランド確立及び新規
顧客の開拓

2614110483 神奈川県 あとりえ矯正歯科クリニック

ＩＴ利活用で歯列矯正とむし歯治療との一体化治療サービス開
横浜銀行
発

2614110491 神奈川県 株式会社おいぬビジョン

超小型高精細管検査画像計測用センサーモジュールの開発

2614110495 神奈川県 丸栄工業株式会社

大幅な加工精度の向上が求められる「油圧工具部品」市場へ
相模原商工会議所
の新規参入

2614110497 神奈川県 株式会社日本油剤研究所

医療用極細管の人体への安全性を考慮した潤滑剤と洗浄剤
の開発

2614110498 神奈川県 有限会社共伸テクニカル

最新鋭ベンディングマシン導入と生産体制見直しによる生産能
相模原商工会議所
力の向上

2614110499 神奈川県 有限会社高城電気製作所

最新鋭設備導入で実現するファインピッチ対応における大幅な
相模原商工会議所
競争力強化

2614110500 神奈川県 トーツー工業 株式会社

レーザー溶接とめっきの複合工程による、はんだ付け用長寿
命こて先の開発

2614110501 神奈川県 株式会社ウェイド

高精度歯科技工製品の短納期提供と新製品・サービス開発力 特定非営利活動法人ＮＰＯビジネスサ
向上を実現する最先端設備の導入
ポート

2614110502 神奈川県 株式会社ＳＤＫ

カメラモジュール用高周波対応型検査システムの試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2614110503 神奈川県 スペースリンク株式会社

ＵＨＦ電波距離計測応用装置の開発

公益財団法人湘南産業振興財団

2614110504 神奈川県 大船熱錬株式会社

クラッチ部品の製造ラインにおける加工精度検査の自動化

商工組合中央金庫

2614110506 神奈川県 株式会社コイワイ

金属粉末工法における金属粉末リターン材配合の適正化

商工組合中央金庫

2614110508 神奈川県 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ

高分解能・高速サンプリング可能な超小型デジタイザーの開
発

横浜銀行

2614110509 神奈川県 インフィニテグラ株式会社

サーマルカメラシステムの開発

石橋文税理士事務所

2614110512 神奈川県 ファーストネーションズ株式会社

家庭用ＣＣＦＬ照明の製造・販売の事業化

城南信用金庫

2614110514 神奈川県 萬世リサイクルシステムズ株式会社

『新設する古紙回収事業を活用した高品質なバイオマス燃料
の試作開発』

株式会社浜銀総合研究所

2614110519 神奈川県 株式会社レゾニック・ジャパン

感覚を数値にする！ スポーツ用品の革新的な慣性特性計測
八千代銀行
サービスの新規開拓

2614110523 神奈川県 有限会社エーエス

鋼板加工を無垢鋼材加工へと変化させ、立体造形物に取り組
相模原商工会議所
む設備導入

2614110526 神奈川県 株式会社ジョブ

ハイブリッドキャパシタを用いた充電式携帯型Ｘ線撮影装置の
税理士法人仲田パートナーズ会計
開発

2614110530 神奈川県 有限会社佐藤製作所

世界で戦う補聴器の「ものづくり」を支える超微細プラスチック
成型加工技術開発

2614110531 神奈川県 株式会社サザン音響

世界初！ハイレゾ対応オーディオ／通信機器用音響測定装置
公益財団法人湘南産業振興財団
の開発

2614110535 神奈川県 マリエンバード工房株式会社

ガラス製大型造形物の制作に係わる設備の導入

横浜中央税理士法人

2614110536 神奈川県 有限会社ホテイ産業研究所

バイオの力で残り湯用給水ポンプのヌメリを除去させるカート
リッジの開発

佐々木豊子税理士事務所

2614110538 神奈川県 有限会社シマダ機工

チタン素材対応と同時５軸加工導入によるハイブリットエンジン
平塚信用金庫
部品の開発

2614110540 神奈川県 フレアーナガオ株式会社

３次元画像認識とロボットを活用した熱交換器部品装着工程
自動化

成長戦略株式会社

2614110543 神奈川県 株式会社ファランドール

幻の繭＇まゆ（「天＇てん（蚕＇さん（シルク」の食用シルクパウ
ダーの開発と新たな販路開拓事業

横浜商工会議所

座間市商工会

公益財団法人横浜企業経営支援財団

一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティング
パートナーズ

城南信用金庫

藤野商工会

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110544 神奈川県 株式会社ビーエイト

空間装飾及び空間演出の業界向け総合ポータルサイトを活用
税理士法人ＨＯＰ
した革新的検索サービスの提供

2614110545 神奈川県 株式会社オクト

加圧式オーブン機導入による航空機用内装品のコストダウン
と短納期の実現

2614110546 神奈川県 株式会社中川研磨製作所

大型シャフト・ロール等の製造における完全一貫体制の確立に
株式会社浜銀総合研究所
よる製造工程の高度化

2614110547 神奈川県 株式会社レスコン・ジャパン

ＰＥＴ樹脂プリフォーム技術を応用した容器のインナー＇内袋（
の開発及び商品化

2614110550 神奈川県 株式会社青山プラスチック塗装

意匠性を高めるための高光沢、高輝度な塗装設備構築と試作
公益財団法人川崎市産業振興財団
開発

2614110551 神奈川県 株式会社キョーワハーツ

精密金型・精密プレス加工の可能性を広げるための新用途開
公益財団法人横浜企業経営支援財団
発

2614110555 神奈川県 岩成株式会社

世界初の超小型アクチュエータ製品の試作開発事業

横浜銀行

2614110560 神奈川県 ＲＥＶＳＯＮＩＣ株式会社

人協働型ロボットの実用化に向けたシステム開発

税理士法人Ｃ Ｃｕｂｅ

2614110562 神奈川県 株式会社新生産業

船舶等の軽量化対応高精度薄物溶接加工品の試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2614110566 神奈川県 株式会社富祥

新加工方法による複雑形状加工の対応と熟練技術のデジタル
中南信用金庫
化計画

2614110567 神奈川県 有限会社富塚豆腐店

脱酸素水による本づくり豆腐の消費期限の延長

2614110572 神奈川県 芙蓉樹脂工業株式会社

次世代半導体製造装置に対応した樹脂溶接加工部品の試作
株式会社浜銀総合研究所
開発

2614110580 神奈川県 株式会社マサオプレス

スキャニングレーザー導入による製品付加価値の向上

2614110584 神奈川県 近代化学株式会社

小規模美容院に差別化手段をもたらす「パウダーヘアカラー」
横浜銀行
の開発

2614110587 神奈川県 有限会社西山製作所

「薄板歪レス溶接技術」の確立と生産プロセス改革による新規
静岡中央銀行
参入

2614110588 神奈川県 株式会社セプテム総研

化粧品分野における紫外線のみでなく近赤外線をも遮断する
株式会社ケイエスピー
板状複合紛体の開発

2614110589 神奈川県 レボックス株式会社

樹脂スタンパ＇金型（の自動欠陥検出機能を有す寸法計測装
置開発

2614110590 神奈川県 富士ボトリング株式会社

リターナブル瓶の排斥率最適化による空瓶検査工程のプロセ
株式会社浜銀総合研究所
ス革新

2614110594 神奈川県 日本ケミカルコート株式会社

米国市場に向けたカテーテル留置用持続神経ブロック針の増
西武信用金庫
産に向けた設備投資

2614110595 神奈川県 株式会社ペンタ・シー・グループ

アクリルシート表面に対するハードコートの技術開発。

川崎信用金庫

2614110596 神奈川県 エクストコム株式会社

世界最高レベルの小型・高精度・高速応答エンコーダの開発

大和商工会議所

2614110597 神奈川県 株式会社瑞起

ＡＲＭコア・コンピューターボードの小型化開発

公益財団法人横浜企業経営支援財団

2614110598 神奈川県 有限会社啓

加速器向け高性能ビームポジションモニター開発のための評
価手法の確立

株式会社さがみはら産業創造センター

2614110599 神奈川県 東洋ドライルーブ株式会社

自動車の摺動部における高耐久潤滑コーティング剤の開発

株式会社さがみはら産業創造センター

2614110601 神奈川県 株式会社共栄製作所

成形シミュレーション導入による超高張力鋼板部品の試作開
発

横浜銀行

2614110602 神奈川県 ＣＯ２システムズ株式会社

小型＆無電源の弱酸性次亜塩素酸除菌水製造装置の開発

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2614110605 神奈川県 株式会社アシストナビ

超広視野角プラスチックレンズ成形用高耐久性光学材料の開
小川正人税理士事務所
発

綾瀬市商工会

伊藤慧介税理士事務所

厚木商工会議所

フュージョンナレッジ

株式会社さがみはら産業創造センター

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110606 神奈川県 株式会社むげん

廃グリセリンの有効活用による高品質燃料の製造

静岡銀行

2614110607 神奈川県 株式会社ミラ

位置センサーを用いた自律型群衆サービスロボットの試作開
発

プログライズ総合会計事務所

2614110608 神奈川県 有限会社相原製作所

電機コネクタ用の小径・複雑形状部品の精密加工技術の確立 協同組合さいたま総合研究所

2614110612 神奈川県 株式会社湘南貿易

地域分散型ケミカルリサイクルを実現する小型脱塩油化装置
の開発

2614110613 神奈川県 株式会社クライム

非接触３次元測定器を利用した産業動物の人工授精手技・超
公益財団法人相模原市産業振興財団
音波検査用子宮モデルの開発

2614110617 神奈川県 株式会社タイセイ製作所

マシニングセンタによる超硬合金材の高精度・高スピード加工
座間市商工会
技術の確立と事業化

2614110618 神奈川県 株式会社ミツル光学研究所

加工硝子の変更に伴う、品質向上及び生産性向上の為の設
備導入

静岡銀行

2614110621 神奈川県 株式会社ガイアフィールド

オープン化したスチールハウスによる廉価な３階建て耐火構
造共同住宅の試作品開発

川崎信用金庫

2614110623 神奈川県 株式会社厚栄商会

全自動式ランニングソー導入による樹脂板加工リードタイムの
厚木商工会議所
短縮

2614110624 神奈川県 有限会社根本製作所

大型コントロールバルブ用部品の自動加工技術の確立

静岡中央銀行

2614110626 神奈川県 株式会社エアロクラフトジャパン

炭素繊維を用いた高強度・軽量タイプの中型・小型部品の試
作開発

株式会社浜銀総合研究所

2614110627 神奈川県 富士システムズ株式会社

内視鏡手術用マルチファンクショナルポートの試作開発

辻・本郷税理士法人

2614110628 神奈川県 株式会社景泉機器

建機用油圧シリンダ製造を活かした免震ダンパーの試作開発 かながわ信用金庫

2614110633 神奈川県 株式会社トニー

膜材料を使用した建築製品の開発

静岡銀行

2614110636 神奈川県 みらい地震予測株式会社

国土強靭化に向けた「大津波級地震・３０分前速報」サービス
の開発

一般社団法人エンタープライズサポー
トジャパン

2614110640 神奈川県 株式会社Ｎａｔｕｒａｌｓｈｉｐ

医療＆介護“介護度に合わせた機能訓練型複合新サービスの
上田公認会計士事務所
提供

2614110649 神奈川県 株式会社テクノメディアラボ

地域防災拠点の開設をスピーディに行う絆サービスの開発

公益財団法人横浜企業経営支援財団

2614110650 神奈川県 株式會社日相印刷

相模原初、オリジナルプリントアイテム創造センター ― 発想
にカタチを与える創造拠点をめざして ―

八千代銀行

2614110658 神奈川県 株式会社栄文舎印刷所

箱形簡易撮影装置を活用した商品カタログ等の通販印刷サー
株式会社ＧＩＭＳ
ビス

2614110679 神奈川県 株式会社コートテック

床用自走式ＵＶ照射機の軽量小型化及び省コスト自動施工ロ
城南信用金庫
ボットの試作開発

2614110681 神奈川県 三愛電子工業株式会社

ヘッドホン不要で本人のみに聞こえる革新的な新モバイルス
ピーカの開発

2614110686 神奈川県

アールエフ・チップス・テクノロジー株
式会社

商工組合中央金庫

一般社団法人首都圏産業活性化協会

ＣＭＯＳ＿ＩＣによる低価格・高分解能の近距離検出６０ＧＨｚミ
税理士法人ＬＲパートナーズ
リ波センサー技術の確立・製品化

2614110692 神奈川県 エルスエンジニアリング株式会社

木材切断面の木粉及び炭化を防止する炭酸ガスレーザー加
工機の自社開発・製造販売事業

平塚信用金庫

2614110693 神奈川県 ユニカ食品株式会社

無味無臭のナノ分散型カルシウム製造技術の確立

株式会社ウィレコンサルティング

2614110694 神奈川県 湘南ステンレス工業株式会社

『バーチャル試作システム＇ＶＰＳＳ（』導入による製造プロセス
税理士法人湘南
改革

2614110696 神奈川県 東雄技研株式会社

熟練技能を有するハンドレイアップ成形ロボットの開発

横浜銀行

2614110700 神奈川県 株式会社オールジーン

再生細胞医療を促進する迅速無菌検査の導入およびその事
業化

商工組合中央金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2614110702 神奈川県 サーチＡＩネット株式会社

サ高住に住む認知症高齢者向けの低価格見守りサービスの
試作

城南信用金庫

2614110703 神奈川県 株式会社フォルマーデザイン

Ｔｏｋｙｏ Ｆｒｅｅ ＷｉＦｉ Ｍａｐ アプリ

りそな銀行

2614110704 神奈川県 株式会社トーケン

割れにくい、反りにくいスレート＇繊維強化セメント板（建材の開
商工組合中央金庫
発

2614110706 神奈川県 有限会社神崎

ハウスシック症候群対策と永続的な環境配慮を可能とするセ
ルロースファイバー断熱材の自社開発

山田典正

