平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧
申請者名称

事業計画名

1 株式会社コジマ

オリンピックイヤーに向けた商品開発と生産プロセス改善でビジネスを創
造

2 株式会社ミズキ

交付決定額

交付決定日

3,966,666

平成28年6月15日

強力型転造機導入による埋込み型ピンの生産性改善

10,000,000

平成28年6月17日

3 株式会社ＪＫＢ

高脱脂高性能洗浄装置の導入による持続的成長戦略：企業力向上好循
環の創造

10,000,000

平成28年6月17日

4 株式会社ティーツー

最新ＣＮＣ倣い研削盤システム導入による金型パーツの高精度化と生産
性の向上

10,000,000

平成28年6月17日

5 株式会社川崎製作所

ステンレス切断加工範囲拡大による大型曲げフレームの生産体制の確
立

30,000,000

平成28年6月17日

6 株式会社高橋製作所

高精度、多品種少量短納期対応可能なＢｔｏＣ金属切削事業体制確立

10,000,000

平成28年6月17日

7 株式会社古賀電子

基板実装における２．５次元検査装置導入による高品質検査の実現

5,000,000

平成28年6月17日

8 有限会社湘南オートカット工業

レイアウトマシーン用部品の製造における生産性の効率化

2,666,660

平成28年6月17日

9 フジ・プロダクト株式会社

自社開発オリジナル製品の量産化に伴う新規加工方法の確立

21,000,000

平成28年6月17日

10 株式会社佐藤自動車

最新塗装設備の導入による多様化する自動車整備ニーズへの対応と生
産性向上

10,000,000

平成28年6月17日

11 株式会社ギデオン

大規模事業者向けサイバー攻撃対策機器の試作開発、製品化

5,000,000

平成28年6月17日

12 サイトウデンタルラボラトリー

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入により歯科医療技工物製造の内製化への挑
戦

4,237,333

平成28年6月17日

13 株式会社栄文舎印刷所

３Ｄ－ＣＡＤ導入によるテイクアウト用紙器の低価格提供サービス事業

4,613,333

平成28年6月17日

14 株式会社此木製作所

ワイヤー放電加工による顧客ニーズに合致する「高精度モータコア試作
品」生産体制の構築

25,000,000

平成28年6月17日

15 有限会社中間製作所

複合射出成形を可能にする特殊金型の開発事業

27,960,000

平成28年6月17日

16 有限会社荏原技研

革新的超細型建築用コンクリートアンカー開発及び生産体制の構築

7,780,000

平成28年6月17日

17 株式会社協進工業所

エレベータ関連重要保安部品の製造管理のデジタル化

15,080,000

平成28年6月17日

18 トーカイ工業株式会社

産業用ロボット部品における難加工材曲げ工程の高精度化の実現

5,000,000

平成28年6月17日

19 株式会社興版印刷

冊子制作において最新製本設備導入による人に優しい製品生産と顧客
満足度の向上追求

4,933,000

平成28年6月17日

20 有限会社石村製作所

インサート材に炭素繊維を利用するプラスチック成形用金型の開発

10,000,000

平成28年6月17日

21 芙蓉樹脂工業株式会社

ＩｏＴを駆使したディスプレイデバイス 製造装置向け樹脂部品精密加工工
程の構築

30,000,000

平成28年6月17日

22 甘木工業株式会社

当社最大の強みを生かす 自動車組立設備向け軽量化アタッチメントの
実現

30,000,000

平成28年6月17日

23 株式会社モルテック

薄肉／インサートの高付加価値樹脂成形品の金型製作技術確立

6,580,000

平成28年6月17日
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申請者名称

事業計画名

24 株式会社トクナガ

ワイヤーカット放電加工技術革新化による光学機器精細部品の高精度
低コスト化

25 相模コンベヤー工業株式会社

延伸コンベヤーベルト用新型加硫機の導入

株式会社エービーモデル玉川工

交付決定額

交付決定日

3,000,000

平成28年6月18日

10,000,000

平成28年6月18日

26 場

樹脂型の開発による生産プロセスの革新

9,933,333

平成28年6月18日

27 株式会社ナノテック

超高精細８Ｋ画像信号製品開発用設備導入

7,932,000

平成28年6月18日

28 有限会社ファクトリーゼロ

舟艇用台車の多様化・大型化ニーズに応える製造リードタイムの圧縮

8,766,666

平成28年6月20日

29 株式会社大新工業製作所

ハイス鋼による「転造平ダイス」の特殊形状加工の実現と短納期化計画

30,000,000

平成28年6月20日

30 株式会社浜製作所

５軸加工設備導入による複雑形状金属加工工程の革新

30,000,000

平成28年6月20日

31 アルファ工業株式会社

注入用プラグを用いる新たなコンクリート母材補修工法の開発体制強化

10,000,000

平成28年6月20日

32 株式会社デジタルハンズ

高精度・高効率な頭部用小型三次元スキャンニング装置の試作開発

10,000,000

平成28年6月20日

33 株式会社ニットー

車椅子起立補助具の開発及び生産数に合わせた多様な生産プロセス改
革

30,000,000

平成28年6月21日

34 株式会社不二ＷＰＣ

短パルスレーザ加工による高分子材料用刃物の高寿命化

6,830,333

平成28年6月21日

35 株式会社アイリー

ＵＶプリンター導入によるその場で出来る低コスト高品質のオリジナル商
品試作開発

2,033,333

平成28年6月21日

36 有限会社丸信製作所

複雑化する設計／製造ニーズへの迅速な対応を可能とする新規設備導
入と生産ラインの一新

27,333,333

平成28年6月21日

37 社

「ナノレベル」での高精度加工と精度保証の実現および自社内での解析
技術の強化

10,000,000

平成28年6月21日

38 日本エイブル株式会社

超精密ＭＩＭ金型製作による最先端金属部品開発のサポート体制確立

21,266,666

平成28年6月21日

39 有限会社小倉製作所

新事業参入での航空機用部品の製造工法確立と受注獲得

10,000,000

平成28年6月21日

40 有限会社吉田製作所

板金カシメ作業の機械化による製造プロセス改革

5,000,000

平成28年6月21日

41 株式会社仙崎鉄工所

最新ＹＡＧレーザー溶接機の導入による高精密製品加工を実現し先端産
業への参入

10,000,000

平成28年6月21日

42 浜田歯科医院

顎関節症および不正咬合に関する革新的治療サービスの開発と提供

5,000,000

平成28年6月21日

43 有限会社福田製作所

「社内標準化とブランド力強化」

4,253,000

平成28年6月21日

44 株式会社キョーワハーツ

抜き差し自在ファイルの販路拡大と付加価値向上のための新方式綴じ具
の試作開発

3,000,000

平成28年6月21日

45 株式会社曽我製作所

最新鋭レーザー加工機導入による高精度・短納期・低コスト化の実現と新
規顧客開拓

30,000,000

平成28年6月21日

46 株式会社ナックル

高度な曲線カット工程内製化による一貫生産体制の構築

5,000,000

平成28年6月21日

47 有限会社吉川木型製作所

工作機械・建設機械向け高精度鋳造木型製造における短納期・生産性
向上の実現

5,000,000

平成28年6月21日

クリーンサアフェイス技術株式会
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申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

48 株式会社ダット

最新マシニングセンタ導入による、試作金型の精度向上とリードタイム短
縮、本金型の開発

21,333,333

平成28年6月21日

49 キョウワ工業株式会社

ＩｏＴ仕様プレスブレーキ導入による社内マシンネットワーク化と新素材加
工生産体制の確立

17,066,666

平成28年6月21日

50 株式会社プロスリンク

３Ｄプリンター導入によるフィギュア製作プロセスの改善

10,000,000

平成28年6月21日

30,000,000

平成28年6月21日

51 株式会社小田原エンジニアリング ＥＶ・ＰＨＥＶ向け新型アッパーツールの生産ラインの構築
52 株式会社光陽

最新設備導入によるデザイン性の高い建築用ガラスフィルム・壁紙の試
作開発および生産性の飛躍的向上

10,000,000

平成28年6月21日

53 株式会社松本地盤技研

差別化を強化するための地盤工学分野の高速三次元ＦＥＭ解析技術導
入

1,666,666

平成28年6月21日

54 株式会社Ｓａｎｓｅｉ

コンテナＭＲＩ車（災害対策車）試作品の製作

30,000,000

平成28年6月21日

55 株式会社タイホー

相模原市の間伐材を使用した、外部電源を必要としないピクトサイン

4,529,866

平成28年6月21日

56 安田通商株式会社

高速・高精度な最新鋭ベンダー導入による飛躍的な競争力強化と新規需
要獲得

22,000,000

平成28年6月22日

57 有限会社深沢製作所

板金加工の生産能力向上による既存顧客からの受注機会ロス解消

30,000,000

平成28年6月22日

58 権田金属工業株式会社

国内唯一のＭｇ合金を用いた建材向け耐震用エキスパンションジョイント
の量産化

27,333,333

平成28年6月22日

59 複写印刷株式会社

卒業アルバム合本専用の卒業文集を開発する事業

7,666,666

平成28年6月22日

60 株式会社井上蒲鉾店

創業１３７年の味をご家庭へ！蒲鉾店の新しい生産ラインの革新事業

2,332,666

平成28年6月22日

61 有限会社あぶくま製作所

複雑３次元形状部品の精密５軸マシニング加工技術実施体制構築事業

5,451,600

平成28年6月22日

62 株式会社横山製作所

難削材の精密加工技術の確立

8,200,000

平成28年6月22日

63 株式会社山喜

ロボット部品の高度生産性向上を目指すファクトリーマネジメントの構築

30,000,000

平成28年6月22日

64 株式会社相模プリント

画像認識型クロスメディアと高性能デジタル印刷機の連携による新規ビ
ジネス開拓と既存事業拡大

3,468,960

平成28年6月22日

65 石山ネジ株式会社

ＬＥＤ照明製造装置向け蒸着源の製造ラインのＩｏＴ化による品質と生産性
の向上

30,000,000

平成28年6月22日

66 北澤工業株式会社

プラスチック容器用超微細採色立体装飾成形金型の製作システムの高
度化

17,686,666

平成28年6月22日

67 有限会社原精機製作所

３Ｄ ＣＡＤ・ＣＡＭソフト導入による、生産プロセスの改善及び新分野への
アプローチ

3,000,000

平成28年6月22日

68 田中プレス工業株式会社

熟練作業者のノウハウのデジタル化による金型試作期間の短縮

10,000,000

平成28年6月23日

69 オーエス精工株式会社

三次元形状測定器導入による発電素子部品製造技術の高度化

4,920,000

平成28年6月23日

70 有限会社田中製作所

遠心分離機用金属製ドライブシャフト等の精密加工技術導入事業

7,000,000

平成28年6月22日

71 株式会社エーシーエム

ＣＦＲＰ簡易成形型による成形効率向上技術開発

30,000,000

平成28年6月23日
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交付決定日

72 株式会社ビット・トレード・ワン

中小企業向け製造設備／ラインＩｏＴ化サービスの開発と展開

10,000,000

平成28年6月23日

73 株式会社ジーエフシーサービス

新たな自動車塗装サービスの開発による新市場開拓の実現

9,962,960

平成28年6月23日

74 丸栄工業株式会社

超大型部品の金属加工による新たな強みの創出と、新規市場での新規
顧客開拓

30,000,000

平成28年6月23日

75 有限会社ＵＧペット

野生の猪や鹿肉を活用した主原料国産、日本国内生産ドッグフードの開
発・製造・販売

10,000,000

平成28年6月23日

76 株式会社ソノテック

熱可塑性ＣＦＲＰ切断可能な超音波カッター刃の試作開発

6,716,333

平成28年6月23日

77 高周波粘弾性株式会社

大ひずみ付加可能な高周波粘弾性測定装置の開発

4,731,100

平成28年6月24日

78 京栄工業株式会社

超短納期ワンストップサービスを実現する高効率金型・成形加工システ
ムの構築

21,333,000

平成28年6月24日

79 ＡＯＳエンジニアリング株式会社

銅管加工用モータの高速化で新たな市場のニーズに応える

4,960,000

平成28年6月27日

80 社

アサヌマコーポレーション株式会

メイクアップ化粧品製造におけるロボットと充填設備の複合による多品種
少量生産の確立

30,000,000

平成28年6月27日

81 株式会社ミツミネ電子

最新モデル実装機導入による小型電子部品０３０１５サイズの実装挑戦と
実装能力強化

10,000,000

平成28年6月27日

82 株式会社ドリーメックステクノ

タレパン導入による建設業界向け高粘度スリットコーター装置の市場獲
得

10,000,000

平成28年6月27日

83 株式会社第五電子工業

ロボットを用いたプラズマ溶接機の導入による技術課題の解決と生産性
向上

6,533,333

平成28年6月27日

84 株式会社ヒラミヤ

３Ｄスキャナーと３Ｄデータを用いた建築内装部品製作の事業化

6,633,464

平成28年6月27日

85 株式会社山装

屋上防水改修工事時における低コスト環境対応型雨水排水ドレンの開発

10,000,000

平成28年6月27日

86 田中水力株式会社

部品内製化による精密加工技術の確立と短納期化、原価低減の達成

10,000,000

平成28年6月27日

87 昭和精工株式会社

ＩｏＴ利活用による超精密金型用自動無人生産ラインの構築

30,000,000

平成28年6月27日

88 有限会社共伸テクニカル

最新鋭レーザー加工機導入による価格競争力強化と成長著しいアジア
市場への進出

25,333,333

平成28年6月27日

89 情報印刷株式会社

コールドフォイルによる高付加価値印刷物の小ロット提供サービス

24,666,666

平成28年6月27日

90 有限会社豊実工業所

自動車部品関連の熱処理装置設備を生産するプロセスの改善

18,611,666

平成28年6月27日

91 株式会社シールーン

マーケティング調査業界に革新をもたらす、直感的な判断を用いた調査
システムの開発

4,976,543

平成28年6月27日

株式会社末吉ネームプレート製作 自動化装置の導入によるエッチングプロセスの改善と排水リサイクルの
実現

10,000,000

平成28年6月28日

93 株式会社金沢鉄工所

蒸気タービン「内部補強のある中空ノズル翼」の最新一体曲げ成形金型
による試作開発

10,000,000

平成28年6月28日

94 株式会社ファルネックス

液晶ナノ微粒子化技術の独自性を活かした製品開発

5,000,000

平成28年6月28日

95 有限会社高一製作所

医薬品生産装置部品の製造工法確立

2,816,000

平成28年6月28日

92 所
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96 株式会社共立

低温大気圧Ａｒプラズマを用いた低消費電力型ＰＦＣ除害装置の製品化

10,000,000

平成28年6月28日

97 日本新聞インキ株式会社

インクジェット用水性発泡点字インクの開発

10,000,000

平成28年6月28日

98 株式会社池田工業所

高効率火力発電向けタービンブレードの高精度加工技術開発事業

24,533,333

平成28年6月28日

99 ピオン洋菓子店

洋菓子店の商圏拡大を目指したサービス提供プロセス革新

5,000,000

平成28年6月28日

100 株式会社ラッキーソフト

介護予防システムの利便性向上と市場拡大へ繋げる革新的ＳＴＢの試作
開発

4,579,999

平成28年6月29日

101 マイクロ・スクェア株式会社

硬化した樹脂、インク表面に粘着性が残らない紫外線ＬＥＤ照射器の開発

3,950,733

平成28年6月29日

102 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ

レーザー測長システムを用いた高精度ＸＹステージ製造技術の確立

6,711,260

平成28年6月29日

30,000,000

平成28年6月29日

海外に向けて日本の高品質製品・技術の高さを発信する新サービス

10,000,000

平成28年6月29日

105 グ

医療機器部品の高精度化の試作開発

10,000,000

平成28年6月29日

106 株式会社サンエス

樹脂加工機導入による作業の平準化と品質向上・スピード納品実現事業

10,000,000

平成28年6月29日

107 株式会社エスエムケイ

最新鋭ロボット導入による自動化生産システムの構築と国際競争力強化
の実現

23,940,000

平成28年6月29日

108 カサハラ印刷株式会社

フルデジタル化による高効率生産プロセスの確立と地域密着サービスに
おける競争力強化

4,666,666

平成28年6月29日

109 有限会社三同工業

カーエアコン用高精度ピストンリングの試作開発による競争力強化

10,000,000

平成28年6月29日

110 株式会社宮崎印刷所

紙加工製品における自社一貫生産体制の確立によるワンストップサービ
スの提供

5,000,000

平成28年6月29日

111 株式会社青山プラスチック塗装

意匠性と塗膜性能を高めるパイプ内面塗装の塗装技術確立

3,633,332

平成28年6月29日

112 有限会社ら・ふらんす

焼菓子風味保持の為の不活性ガス封入式高効率包装システムの導入

10,000,000

平成28年6月29日

113 Ｓｔｕｄｉｏ Ｍｅｌｌｏｗ Ｂ．

和紙のレースネックレス等制作キット国内・海外通販事業

1,055,999

平成28年6月29日

114 株式会社ツジマキ

屋内外印刷物の耐久性を向上させる高硬度ＵＶコーティング技術の開発

3,937,333

平成28年6月30日

115 株式会社ナウ産業

ＣＡＤ／ＣＡＭの統一とネットワーク化により飛躍的なコスト削減と生産性
向上を実現

2,160,671

平成28年6月30日

116 大島機工株式会社

横形マシニングによる工程集約と自動化による生産プロセスの改善

28,466,000

平成28年6月30日

117 株式会社石原製作所

３Ｄスキャナーによる画期的な検査方法の確立

10,000,000

平成28年6月30日

118 株式会社湘南テクノ

小量多品種パイプ製品の高付加価値化及び測定の確立とＩＯＴ活用

18,200,000

平成28年6月30日

119 株式会社アート１

放射率の高い特殊陽極酸化皮膜の開発とプロセスの構築

10,000,000

平成28年6月30日

株式会社ライプロンコーポレーショ 生産工程の改善によるリサイクルビニール袋の小ロット化と自治体指定
ゴミ袋製造の実現

103 ン

104 有限会社秋山木工
有限会社エムテックエンジニアリン
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申請者名称

事業計画名

120 有限会社山内エンジニアリング

プレス精密絞り加工で実現する次世代車搭載高精度モーターケース用金
型開発

121 株式会社上田製作所

横形マシニングセンタでのスルースピンドルクーラントの有効利用

122 富士ウッドワークス株式会社

交付決定額

交付決定日

5,000,000

平成28年6月30日

10,000,000

平成28年6月30日

オーダー家具製造における高品質・超短納期・低コストの実現

4,720,000

平成28年6月30日

123 株式会社アデック

中小自動車部品メーカの型技術を向上させる独自データを盛り込んだＩＴ
技術の提供事業開発

5,000,000

平成28年6月30日

124 アドガドネット

直感的漢字学習アプリの開発と提供

2,880,000

平成28年6月30日

125 ＢＯＤＹ ＳＨＯＰ ＴＲＩＮＩＴＹ

高級輸入車に特化した、最高級鈑金塗装技術の確立による競争力強化

5,000,000

平成28年6月30日

126 相模ピーシーアイ株式会社

最新レーザーに依るプリント基板の外形加工生産プロセスの改善

30,000,000

平成28年6月30日

127 イーラムダネット株式会社

小型低価格な４Ｋ／８Ｋテレビ用ホーム光配線システムの開発

4,999,998

平成28年6月30日

128 株式会社河坂製作所

高圧燃料ポンプ用ボルトの高品質化・低コスト・工期短縮を実現

10,000,000

平成28年6月30日

129 村井鋼機株式会社

破砕機カッター製造の生産管理体制確立による不良率の改善

3,000,000

平成28年7月1日

130 株式会社坂口屋

横浜地産『浜なし』クラフトビール醸造で酒文化伝承と地域交流を実現

10,000,000

平成28年7月1日

131 オ

音響技術 アレイプロセッシング導入計画

29,866,988

平成28年7月1日

132 株式会社ツユキ製作所

次世代パワー半導体向け複雑形状及び薄肉部品のオリジナル切削工法
の確立

10,000,000

平成28年7月1日

133 高久製パン株式会社

急速冷凍技術でパン生地の発酵を抑え、美味しいカレーパンを届ける

10,000,000

平成28年7月1日

134 リオス株式会社

超細型ラインアレイスピーカと専用パワーアンプセットの開発・製品化

1,449,972

平成28年7月1日

135 ヤマックス株式会社

高付加価値化した車両フィルム開発による新規市場への展開

4,670,000

平成28年7月1日

136 アステック株式会社

新型洗浄装置の導入による半導体製造装置カーボン製治具の再生・洗
浄の高度化と新素材への対応

7,786,666

平成28年7月1日

137 株式会社オンダ精機

ＩｏＴを活用した難加工材料における量産化生産体制の確立

30,000,000

平成28年7月1日

138 株式会社むつみ工業

鍛圧機の難溶接材補修における作業効率大幅改善と技能継承の促進

10,000,000

平成28年7月1日

139 株式会社ワン・ツー・ストック

危険物保管の高層ラック化と入出庫作業の自動化の実現

10,000,000

平成28年7月1日

140 株式会社三益

ＩｏＴ技術を活用したステンレス鋼高周波造管機の設備立上げ工期短縮

29,078,213

平成28年7月1日

141 東京電業株式会社

液化水素貯蔵・輸送のための振動監視システムの開発

6,666,666

平成28年7月1日

142 有限会社山口工業所

加工精度の向上と短納期化を実現する新設備の導入で受注拡大

4,746,666

平成28年7月1日

1,276,834

平成28年7月1日

株式会社アーチドゥーク・オーディ

３Ｄプリンター等の導入による、ロボット開発の効率化と試作内製能力の

143 株式会社アサイ・エンジニアリング 獲得。
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申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

144 南工業株式会社

自動車業界向け特殊高精度治具・研究開発用部品の生産性向上

10,000,000

平成28年7月1日

145 吉田製麺店

採れたて新鮮野菜を練り込み栄養を気軽にとれる野菜麺の開発

9,996,500

平成28年7月1日

146 宇都宮螺子株式会社

精密シャフト・ネジの画像認識検査による合理化と１００％品質保証

9,991,999

平成28年7月1日

147 クズミ電子工業株式会社

産業機械向けＥＤＬＣ用急速充電器の開発

7,550,000

平成28年7月1日

148 株式会社プロシェア

高周波増幅器の開発スピ－ドの短縮と 小型化・軽量化への挑戦

2,401,233

平成28年7月1日

149 株式会社横浜ベイサイドネット

ハイブリッド型オーディオパネル「アーティパネル」の開発・販売

4,000,000

平成28年7月1日

150 モノワイヤレス株式会社

ＩｏＴ無線モジュール世界市場向け生産

5,000,000

平成28年7月1日

151 有限会社とちぎや

史上初！こぼすのにこぼれない業務用日本酒専用計量カップの開発製
造

5,000,000

平成28年7月1日

152 株式会社城山測量設計

測量技術・地域実績を活かした３次元地形情報提供サービス

5,000,000

平成28年7月1日

153 有限会社インデックス

全ての自動車メーカーに関わる流体機器の高度可視化モデル実現によ
る、製品開発や基礎研究の支援

9,680,000

平成28年7月4日

154 株式会社ジェイエスピー

離床センサーとナースコールシステム間の転倒事故防止装置の開発

4,995,998

平成28年7月4日

155 ザクトクラフト

オリジナルルアーの迅速な開発体制の構築

1,380,000

平成28年7月4日

156 林精鋼株式会社

磨棒鋼加工設備の効率化・高精度化による生産能率向上の計画

25,733,333

平成28年7月4日

157 株式会社テレメディカ

かかりつけ薬局スキル研鑽のための中央配信型フィジカルアセスメントト
レーニングソフトウェア試作開発

3,660,000

平成28年7月4日

158 有限会社今村仏具店

仏具店の新たな提案「香りの終活」による顧客獲得

1,767,666

平成28年7月4日

159 東邦電子株式会社

各種温度センサ用加工機の導入による生産性向上

22,000,000

平成28年7月4日

160 有限会社エイ・テクノス

高精度・難加工材が要求される精密金型加工の革新的短納期化の実現

5,000,000

平成28年7月4日

161 株式会社メディナ

３Ｄスキャナー・プリンター等導入による義歯製作工程の革新

8,587,333

平成28年7月4日

162 株式会社モリセ精工

ＳｉＣ等難研削セラミックスの研削加工を内製化する事業

20,400,000

平成28年7月4日

163 ヤマセ精機株式会社

超硬合金を使った金型製造における高精度化・高品質化の推進

4,773,333

平成28年7月4日

164 株式会社ミスギ

ＪＲ車両使用 車椅子用バリアフリースロープ開発

3,086,417

平成28年7月4日

165 株式会社ベネクス

高機能で販売好調なリカバリーウェア増産のための生産管理システム構
築

5,000,000

平成28年7月4日

166 東立電機株式会社

熱伝導率を高めた高信頼性長尺シーズヒーターの開発と超短納期実現

5,533,332

平成28年7月4日

167 アルファラパン株式会社

『マルチ計量スプーン』の試作開発

4,300,000

平成28年7月4日
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申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

168 とも動物病院

血液分析装置及び血液凝固分析装置を用いたより安全で高度な動物医
療の提供

1,040,000

平成28年7月4日

169 ｉ－Ｓｔｙｌｅ

鍼灸・指圧マッサージによる整体において、身体の状態変化が「見える」
サービスの展開

2,766,666

平成28年7月4日

170 株式会社グッドマン

水道インフラ整備における危機的状況を救う画期的漏水探索システムの
ＰＲ事業

5,533,333

平成28年7月4日

171 有限会社中本製作所

日本文化を継承する希少性の高い国産オリジナル鈴製品（お守り等）に
係る製造工程の刷新

6,480,846

平成28年7月4日

172 株式会社アスター電機

高齢者見守りセンサシステムの開発

4,930,865

平成28年7月4日

173 株式会社ミスズ

顧客のアイデアを具現化する、製品開発無償対応の新生産システムの
展開

9,060,000

平成28年7月4日

174 有限会社デンタルオフィスささき

「永久歯先天性欠如」向けの先進的施術に対する歯科技工物の開発

9,698,452

平成28年7月4日

175 松村テクノ

従来の不満を解消した、使い勝手の良いラップホルダーの試作開発

1,340,730

平成28年7月4日

176 株式会社シェリーズ

西欧化する食シーンに対応したテーブルオリーブ製品の開発

10,000,000

平成28年7月4日

177 株式会社ガステック

低コスト化に対応した気体検知管の試作開発

7,503,727

平成28年7月5日

178 株式会社エンゼルライフ

湧水から高品質の天然バナジウム水を生成する画期的な給水システム
の試作

5,000,000

平成28年7月5日

179 有限会社アヤセ木型

生産効率を倍速化する最新設備等によるフルモールド鋳造模型製造技
術を活用した業界初の福祉用座位保持装置（チェア）の試作開発

30,000,000

平成28年7月5日

180 株式会社新鋭産業

加飾アルミ密着接合成形事業

26,759,000

平成28年7月5日

181 有限会社柳瀬工業所

ＭＲＩ室への対応を目的とした非磁性金属製品の開発

6,896,000

平成28年7月5日

182 有限会社地域住環境研究所

座姿勢矯正商品の生産効率を上げ安価で販売可能な商品をつくる。

3,720,000

平成28年7月5日

183 株式会社フラスト

レーザ加工機導入による高精度製品の効率的生産の実現

2,779,000

平成28年7月5日

184 Ｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ株式会社

【Ｔ－ＢＬＡＤＥ】背面ＱＷＥＲＴＹキーボード搭載ｉＰａｄケース試作品テスト
販売事業

5,000,000

平成28年7月5日

185 株式会社ケイ・ジー・ケイ

設計・精密加工技術高度化による高粘度難材料向け極少量定量弁の開
発製造

7,037,266

平成28年7月5日

186 株式会社大磯教育研究会

学習意欲を維持させ、高得点へと導く ｎｅｔ－ｓｃｈｏｏｌ の構築

1,760,000

平成28年7月5日

187 株式会社アポロジャパン

バリアブルコードの検査機新システム開発

3,733,330

平成28年7月5日

188 泉橋酒造株式会社

国内・海外向け高付加価値の清酒増産を目的とした放冷新設備導入

10,000,000

平成28年7月5日

189 新生産業株式会社

特殊太陽電池を活用した低コスト降雪地域用視線誘導標識の開発

4,889,674

平成28年7月5日

190 有限会社キャムサービス

複雑ギヤボックスの位置決め５軸加工データによる機械稼働率向上の確
立

3,000,000

平成28年7月5日

191 株式会社クロスメディア

保温カバー生産プロセス革新による自動裁断の実現及び異分野展開

9,103,333

平成28年7月6日
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申請者名称
メディサイエンス・エスポア株式会

事業計画名

192 社

可搬型酸素リキッド製造システムの試作開発

193 株式会社川熱

通信架空線路構造物の長寿命化を目的とした「粉体塗装防食被覆つり
線」の開発事業

194 株式会社コレッド

交付決定額

交付決定日

4,716,000

平成28年7月6日

10,000,000

平成28年7月6日

要介護者向け足筋肉トレーニング装置の試作開発

4,470,912

平成28年7月6日

195 株式会社淀商

ペットボトルキャップ再生品の付加価値向上およびリサイクルの広域化

7,419,999

平成28年7月6日

196 有限会社テイクスペース

業界初！手作り品委託販売ＰＯＳレジ導入による生産性向上と販路拡大

1,800,000

平成28年7月6日

197 株式会社アドたかはし

湯河原温泉水を活用した機能性植物の栽培及び高機能化の検討

5,000,000

平成28年7月6日

198 スプーン有限会社

湘南地区でのロケ撮影事業者に対する、ロケ弁共同受注システムの構
築

2,000,000

平成28年7月6日

199 Ｈ＆Ｅ Ｔｅｃ株式会社

磁性鋼鈑・パルス電流の活用による「高効率発電機」の開発事業

5,000,000

平成28年7月6日

200 株式会社電研社

高品質なＣＦＲＰ製品の一貫生産体制の確立

10,000,000

平成28年7月6日

201 株式会社共栄堂

「地域密着デザインコンビニサービス」の展開

5,000,000

平成28年7月6日

202 株式会社ナカムラ

瞬間硬化性２液混合装置導入による塗装工程の工期短縮と耐候性向上

5,000,000

平成28年7月6日

203 都市拡業株式会社

「酸化被膜工法ＴＭ」における水改質効果モニタリングシステムの試作開
発

5,000,000

平成28年7月6日

204 原製作所

『脱下請け・法人成り』飛躍のためのプラスチック部品の試作受託の精度
向上事業

5,000,000

平成28年7月6日

205 三和クリエーション株式会社

「ＣＮＣ５軸円筒研削盤と独自ノウハウの融合による高度生産性向上及び
革新的技術開発」

30,000,000

平成28年7月6日

206 株式会社マキシマム・テクノロジー ラインの構築

10,000,000

平成28年7月6日

207 株式会社由紀精密

同時５軸複合加工機導入によるフレキシブル生産システムの構築

28,726,666

平成28年7月7日

208 株式会社グローカリズム

エネルギー変換に要するターボ機器の技術者養成教材の開発

1,069,720

平成28年7月7日

209 南真化学工業株式会社

自動車部品市場獲得のための異種プラスチックやゴムの異材接合技術
開発

3,666,666

平成28年7月7日

210 株式会社ＢＥＥＶＡＬＬＥＹ

女性起業家事業支援ＷＥＢサービス「ＷＯＭＡＮ ＣＯＮＮＥＣＴ」

5,000,000

平成28年7月7日

211 南開工業株式会社

マテリアルリサイクルを実現させる収益性の高い分解洗浄工程の開発

4,922,717

平成28年7月7日

212 株式会社エイコ―プリント

「ブランディング名刺」製作サービスのための生産プロセス確立

2,687,200

平成28年7月7日

213 株式会社成光工業

自然エネルギー・電気自動車向け電気誘導部材である導体棒（ブス
バー）の試作開発

6,000,000

平成28年7月7日

214 有限会社フジ・グラインド

工具の寿命が判断でき「早く且つ安全に」加工をアシストする治具

5,000,000

平成28年7月7日

215 有限会社ファースト

オーダーメイド食品木材加工ショーケースの再現性／装飾性／季節性の
実現による海外販路開拓事業

9,333,330

平成28年7月7日

ジーゼルエンジン向けブローバイガス還元装置用ヒーターの開発と製造
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216 株式会社草野製作所

ＹＡＧレーザ溶接機を用いた、半導体製造装置（洗浄・乾燥装置）の軽量
化フレーム構造の開発

10,000,000

平成28年7月7日

217 合同会社マイニチデザイン

設備投資によるオリジナルキャラクターグッズの革新的な生産能力向上
計画

2,972,666

平成28年7月7日

218 株式会社ＦＯＲＴ

日本の米農家を元気にする、米販売の多角化サービスの提供

8,413,333

平成28年7月7日

219 ＭＤＩ株式会社

低温域排熱エネルギーの高効率回収を促進する革新的サービスの確立

4,303,871

平成28年7月7日

220 熊沢酒造株式会社

無濾過・非加熱「地ビール」の長期常温保存化による流通革命の実現

10,000,000

平成28年7月7日

221 池田薬草株式会社

機能性成分スダチチンを高含有したスダチ果皮エキスの開発

4,987,505

平成28年7月7日

222 ＳｕｐｅｒＯｘ Ｊａｐａｎ合同会社

装置の集中管理・制御による超電導線材製造のコスト低減及び生産性向
上

12,151,533

平成28年7月7日

有限会社湘南グッドライフインダス

223 トリー

短納期で個々人の身体によりフィットする装具の試作品開発事業

5,000,000

平成28年7月7日

224 株式會社ヨーマー

振動打撃と高速上下振動による鋳造品の中子砂落とし装置の試作

5,000,000

平成28年7月8日

225 株式会社ビーキャット

低コストで安心・安全な多機能ガラス商品の試作開発事業

5,000,000

平成28年7月8日

226 三立工業株式会社

複合繊維廃材の革新的再生装置開発と再生事業のビジネスの新規開発

9,966,666

平成28年7月8日

12,804,400

平成28年7月8日

227 株式会社サービステックジャパン ジーンズ用レーザー加工機による鵜新規ファッションジーンズの新展開
228 株式会社エムイーエス

トレーサビリティ確立と工程設計システム確立等の基板製造一貫体制へ
の革新的取組

5,000,000

平成28年7月8日

229 株式会社日本油剤研究所

伸線スラッジの銅粉リサイクルと付加価値の向上

4,192,195

平成28年7月8日

230 サクラテック株式会社

ＭＩＭＯレーダ方式による２４ＧＨｚ帯レーダプラットフォームの開発

10,000,000

平成28年7月11日

231 有限会社アネスト

スチームコンベクションオーブン対応型「使い捨て厚紙焼成容器」の開発
事業

4,999,331

平成28年7月11日

232 株式会社ストロングハート

低温減圧乾燥技術を用いた規格外青果の商品化拡大及び海外進出

2,666,666

平成28年7月11日

233 光輝化成株式会社

射出圧縮成形によるプラスチック厚肉高精度歯車の開発

7,106,666

平成28年7月11日

234 株式会社ファイ・マイクロテック

ＩｏＴ時代に求められる高速光通信用ケーブル向けＩＣチップの試作品製作

5,000,000

平成28年7月11日

235 株式会社アイデンＭＥ

リアルタイム・高画質な通信を可能とする小型・軽量の無線伝送装置の
開発

3,516,050

平成28年7月11日

236 ―

新しい製法と素材による高齢者に優しいコーヌスデンチャーの開発

5,338,933

平成28年7月11日

237 株式会社共栄製作所

冷間鍛造加工による軸受用『ころ』の量産化

10,000,000

平成28年7月11日

238 株式会社二幸技研

３Ｄスキャナー導入による、ナイロン注型プラスチック部品の検査・管理体
制と精度安定化の確立

3,686,666

平成28年7月11日

239 有限会社タケダ印刷

デジタル印刷機導入による宿泊業者向け効果的宣伝サービスの事業化

4,266,666

平成28年7月11日

株式会社コスモデンタルラボラトリ
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240 株式会社エスク横浜分析センター 土壌汚染物質測定における高精度化及び大幅な作業効率向上計画

交付決定額

交付決定日

5,000,000

平成28年7月11日

241 株式会社シノテスト

電子タグ自動貼付・書込機の開発による検査用試薬ボトルの生産コスト
削減の実現

8,800,000

平成28年7月12日

242 株式会社常光

湿式ジェットミルによるナノ材料の大量生産用基盤技術の開発

9,347,932

平成28年7月12日

243 株式会社冲セキ

高付加価値のガラス墓石組み込みに対応可能な墓石追加・改修サービ
ス体制構築

5,000,000

平成28年7月12日

244 株式会社哲英

不動産業者向け初期接客の自動応答システムの試作開発

2,400,000

平成28年7月12日

245 株式会社コモンイースト

めっき工程における水洗方式変更と排水処理設備更新による品質改善・
生産性向上

6,842,886

平成28年7月12日

246 株式会社ＴＥＺＺＯ

ものづくり技術の伝承に繋がる名車・旧車のオーバーホール・レストア事
業の展開

3,320,000

平成28年7月12日

247 株式会社洗車の王国

排気ガス中の有害物質を無害化する自動車用コーティング剤の開発

4,925,924

平成28年7月12日

248 テクノガード株式会社

胃腸管障害を起こす医薬品の副作用を軽減するヒアルロン酸添加経口
剤の開発

5,000,000

平成28年7月12日

249 株式会社積製作所

最新型ＣＡＤ／ＣＡＭと表面粗さ・輪郭形状統合測定器導入による、ＮＣプ
ログラム作成サービス事業の開発

5,000,000

平成28年7月13日

250 株式会社スタディパーク

ＩＣＴを活用した学習塾向け「実技４教科」指導システムの提供

4,832,664

平成28年7月13日

251 合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ

シルクの機能性を生かした肌と環境にやさしい美容道具と化粧品の開発

4,275,222

平成28年7月13日

252 ｆａｂｉｉ

インバウンドおもてなし多言語販促ツール 和物通販サイト

4,058,604

平成28年7月13日

253 古澤歯科医院

新規低ウ蝕性製菓試作開発と視覚的効果を伴った食育指導による患者
の口腔環境改善計画

2,729,970

平成28年7月14日

254 有限会社ハイアンドロー

昇降機速度計測器

2,322,333

平成28年7月14日

255 サルーステック株式会社

耳からの各種生体信号取得デバイスとフィードバックシステムの開発

2,447,269

平成28年7月14日

256 株式会社いかす

たんじゅん野菜の加工品製造とその品質検証による付加価値の向上

4,953,432

平成28年7月14日

257 日本微生物クリニック株式会社

レジオネラ菌等に対する迅速・低コストな検査の提供

3,000,000

平成28年7月14日

258 日本金泰株式会社

金型用工具の新機能性複合処理法の開発

10,000,000

平成28年7月14日

259 株式会社ジーエーシー

生産者・猟師と連携して取り組む熟成肉製造業への挑戦及び熟成技術
の高度化

10,000,000

平成28年7月14日

260 株式会社ボンディ

美容師・ネイリストのためのモバイルでの集客プラットフォーム開発

3,000,000

平成28年7月14日

261 スペースリンク株式会社

ＣＮＴマグネシウム燃料電池

5,725,333

平成28年7月15日

262 ベンチャーマテリアル株式会社

「儲かるＩＴ農業システム」をオールインワンで提供するシステムの開発

4,883,572

平成28年7月15日

263 株式会社テクニカル

捕獲対象認識機能付きＩｏＴ罠システムの試作開発

5,000,000

平成28年7月15日
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264 有限会社ヴィジョンズ

使用済コンテイナーのリフィール事業

2,975,016

平成28年7月15日

265 株式会社ＣＱ－Ｓネット

２４ＧＨｚレーダーセンシング技術を用いた安心見守りシステムの開発

4,260,430

平成28年7月15日

266 株式会社フード・シェルパ

一流シェフ手作り高級食品のレトルトでのネット販売

2,480,000

平成28年7月15日

267 株式会社フィート

横浜市西区地域での「ミルクラン方式による１ｄａｙ歯科治療サービス」の
展開

5,000,000

平成28年7月15日

268 横浜電子株式会社

保護熱板法（ＧＨＰ法）による熱伝導率測定装置の試作開発

3,884,731

平成28年7月19日

4,887,423

平成28年7月19日

5,000,000

平成28年7月19日

10,000,000

平成28年7月19日

ＰＲＥＭＩＥＲ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式会 音響技術を活かしたバーチャル楽器用高品位音源ソフトウェアの創作と
世界進出

269 社

270 有限会社ユニオン電器

誰でも安心・安全で使える防犯用液体銃の開発

271 株式会社コードタクト

ＡＩを利用した教員・生徒のため授業ログ活用エンジンの開発

272 Ａｒｔｉｓｔｉｃ Ａｃｏｕｓｔｉｃｓ

非音響製品のスピーカー化技術を含む当社第二世代製品となる、新音響
システムの開発

1,690,977

平成28年7月19日

273 グリーンブルー株式会社

ファインバブル技術を応用した養豚排せつ物浄化槽の機能向上支援シス
テムの開発事業

9,975,466

平成28年7月19日

274 株式会社ＳＨＣデザイン

３Ｄプリント義足製作ソリューションの日本仕様変更及び臨床実験

2,915,791

平成28年7月19日

275 有限会社オーシャンデンタル

地域の高齢者に優しい安心・安全・高品質な最新の歯科技工サービスの
提供

3,593,066

平成28年7月20日

276 株式会社フジノライン

釣り糸への天然素材１００％樹脂によるコーティング処理の新生産方式

1,898,866

平成28年7月20日

277 株式会社ＴＡＣ２１

新たなナッツ類摂取方法の提案により消費者の健康と収益性アップを実
現

5,000,000

平成28年7月27日

278 式会社

リラクゼーションや更には医療効果を狙ったハイレゾスピーカーの最適化
試作開発

2,063,766

平成28年7月28日

279 株式会社鳴神

ベストデンティストネットワークの構築事業

4,650,000

平成28年8月3日

280 パル・ライフサポート株式会社

膝十字靭帯手術後の患者の早期社会復帰・医療・療養費の削減を実現
する膝装具の開発

2,980,000

平成28年8月5日

281 タローコーポレーション株式会社

成人教育学を活用した看護教育サービスの開発・事業化による新規顧客
層への展開

4,570,554

平成28年8月10日

282 株式会社ハルツ

超精密ワイヤ放電加工機導入による、国内屈指の精密プレス金型製造
販売会社への飛躍

10,000,000

平成28年10月26日

283 伸光写真サービス株式会社

世界初！エッチング法によるセラミックス基板上での２０µｍ線実現への挑
戦

10,000,000

平成28年10月26日

284 有限会社早川製作所

高真空内精密部品における測定技術の高度化による面品位の向上

10,000,000

平成28年10月29日

285 有限会社ほさか工業

アルミナセラミックス高精度複雑部品における加工技術の開発

10,000,000

平成28年10月29日

286 株式会社昭和真空

量産用の真空光学膜成膜装置の高度化開発

7,991,333

平成28年11月1日

287 エステー産業株式会社

クリーンルーム内の製袋装置へ付加機能機材を導入し、液晶パネル素材
用袋の製造に革新を齎す！

10,000,000

平成28年11月1日

ディー・クルー・テクノロジーズ株
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288 株式会社田代吉右衛門本店

伝統製法への最新設備導入による、驚きを感じる揚げ蒲鉾作り

4,666,666

平成28年11月11日

289 エレックス工業株式会社

小型かつ高精度なマイクロ波放射測定を実現する受信機の開発。

2,216,128

平成28年11月11日

290 シリコンライブラリ株式会社

超高速ミリ波無線通信モジュール（マッハポート）の応用開発

3,509,333

平成28年11月22日
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