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1 12120017 千葉県 株式会社ラインワークス
多目的溶接（溶接ロボット搭載型、溶接トーチ搭載型、高
所作業用）支援装置の開発

2 12120019 千葉県 林時計工業株式会社 マイクロ波電力素子組立における新技術開発

3 12120020 千葉県 OST株式会社 集束超音波用ファントムの試作開発

4 12120025 千葉県 株式会社関鉄工所 難削材におけるテストピース加工

5 12120026 千葉県 株式会社ニッチュー
動力伝達部品長寿命化ショットピーニング処理効果実証
技術の確立

6 12120030 千葉県 株式会社ファソテック
生体質感造形と3Dモデリング技術を用いた胸腔鏡・胸郭
モデルの商品開発

7 12120032 千葉県 株式会社大西熱学
自動車エンジン試験に使用される省エネ対応で、低湿度
の吸入空気供給装置の試作開発

8 12120035 千葉県 ニホンハンダ株式会社 電子部品実装用導電性接着剤の低価格化

9 12120036 千葉県 ヨシザワエルエー株式会社
次世代型医用画像診断装置（SPECT）用の大型鉛コリ
メータ試作開発

10 12120040 千葉県
しのはらプレスサービス株式
会社

「融合プレス加工法」の実用化を目指して行う難加工製品
の試作開発

11 12120042 千葉県 株式会社オプティ
プリント基板実装用高耐熱・長寿命レーザはんだ加工ヘッ
ドの量産化に向けた製造装置の開発

12 12120044 千葉県 株式会社藤井製作所
切削加工と3次元計測の効率化による粒子線がん治療用
器具の短納期化開発

13 12120048 千葉県
株式会社プロテイン・エクス
プレス

ブレビバチルス菌を用いた有用タンパク質の高品質製造
技術の開発

14 12120052 千葉県 日機電装株式会社
ムービングマグネット方式の高精度サーボモータ制御シス
テムの開発

15 12120053 千葉県 ナプソン株式会社 高速/高精度のウエハー平坦度測定装置の試作開発

16 12120054 千葉県 株式会社みらい
人工光型植物工場における機能性野菜の生産技術と試
作品の開発

17 12120055 千葉県
エム・エム・プラスチック株式
会社

給湯器運搬用木製パレットのプラスチック化検討開発

18 12120056 千葉県 株式会社エーディエス 文化財用大型スキャナ及び表示システムの試作開発

19 12120060 千葉県 株式会社トリマティス 近距離大気／ガス計測のための超小型ライダーの開発

20 12120061 千葉県 株式会社エヌ・シィー・エス
高性能・高耐久性の工作機械用軸受部品の試作品開発
及びテスト販売事業

21 12120063 千葉県 株式会社竹中製作所 既存膜式ガスメーターのスマートメーターへの改造開発

平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
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22 12120064 千葉県 株式会社新上 自社製品の強化による楽器関連市場の開拓

23 12120067 千葉県 フィーサ株式会社 高精度バルブゲートシステムの開発

24 12120069 千葉県 株式会社アイ・メデックス 優れたパルスオキシメーター用プローブ開発

25 12120070 千葉県 株式会社新領域技術研究所
MRI（超伝導断層画像装置）用HCS（ヘリウム循環装置）の
開発

26 12120071 千葉県 有限会社石田製作所
小物精密部品受注増を目的とするNC旋盤導入による生
産効率化

27 12120073 千葉県
株式会社メイプルバイオラボ
ラトリーズ

筋肉疾患診断薬及び筋ジストロフィー症診断薬の開発

28 12120074 千葉県 株式会社昭和精機
超精密研削加工に向けた設備機の増設・環境整備及び
測定機器の導入

29 12120075 千葉県 鎌ケ谷製袋株式会社
エアー式製袋ヒートシール検査装置「けんさくんⅡ」の開
発事業

30 12120077 千葉県
有限会社協和デンタル・ラボ
ラトリー

CAD/CAMを用いた歯科技工物の新素材対応、及び、歯
科技工のデジタル革命への準備

31 12120078 千葉県 東和パーツ株式会社
外部エネルギーを使用しない、ブレーキ機能付きヘリカル
インターナルギヤードモーター（以下ハスバギヤードモー
ターとする）の開発

32 12120081 千葉県 株式会社河野製作所 低侵襲医療を実現する眼科用前嚢切開刀の開発

33 12120082 千葉県 株式会社樋口製作所 フエルフィラーヒンジのインライン自動検査装置の開発

34 12120084 千葉県 船橋電子株式会社 モーター整流子製造方法のワンストップ化

35 12120085 千葉県 赤星工業株式会社 チタンの表面研磨における最適作業条件の研究開発

36 12120086 千葉県 株式会社平和化学工業所
植物由来プラスチックを利用した環境配慮型包装容器の
製造技術開発

37 12120088 千葉県 京葉ベンド株式会社
2次元ファイバーレーザーパイプ切断機及びレーザー切断
機を組み込んだパイプベンダーシステムの新規開発

38 12120089 千葉県 フルトラム株式会社 ロボットに替わる、内視鏡手術の支援デバイスの開発

39 12120096 千葉県  株式会社ヤマトマネキン
ローコスト軽量金型を用いたディスプレイ器具の国内一貫
生産体制の構築

40 12120101 千葉県 株式会社フッカクローム
炭素繊維を使用したロール上のめっき技術開発と試作研
究

41 12120109 千葉県 株式会社精工技研
微細形状による反射防止機能を有する光学成形品の事
業開発

42 12120111 千葉県 プログレッシオ合同会社
半導体製造装置向けグリースレス振り子式真空バルブの
開発

43 12120116 千葉県
株式会社エイ・オー・テクノロ
ジーズ

新情報処理原理のプロセッサによる画像物体位置検出装
置の試作開発
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44 12120131 千葉県 株式会社いしだ屋
電子レンジ対応包装袋開発事業（電子レンジで調理や再
加熱の可能な袋を開発）

45 12120133 千葉県 株式会社ニチオン 腹腔鏡下ニードルデバイスの開発

46 12120134 千葉県 有限会社日本クレセント
心房細動治療用電極カテーテルの操作性向上に資する
製造プロセスの確立

47 12120138 千葉県 コスモテック株式会社
新たな部材の結合技術による防災・備蓄倉庫の開発及び
販売

48 12120141 千葉県 小澤産業株式会社
橋梁免震及び落橋防止装置製作における製造コスト削減
及び高効率化による工期短縮事業

49 12120143 千葉県 株式会社寺田本家 酒粕・麹でおいしく楽しく元気に発酵生活を

50 12120149 千葉県 エスケイ工業有限会社
バイオマス暖房機燃料用木質チップ乾燥機（遠隔制御機
能付き）の試作開発

51 12120152 千葉県 岡本硝子株式会社
3D形状のスマートフォン用カバーガラスの成型金型の開
発

52 12120154 千葉県 ケーイーエフ株式会社
射出成型によるバリ無しインクジェットプリンター用ゴム製
品の開発および量産技術の構築

53 12120157 千葉県 菊川工業株式会社
摩擦撹拌接合を使用 した高意匠建築用内外装金属製品
の試作開発と事業化

54 12120159 千葉県 株式会社カトー
高い強靭性を有する高耐摩耗性大型鋳鉄部品の試作開
発と事業化

55 12120162 千葉県 株式会社関根産業 バイオマスの高速メタン発酵システムの試作

56 12120165 千葉県
株式会社マーキュリーシステ
ム

2D映像を3D映像に自動変換するセットトップボックス
（STB）の開発

57 12120168 千葉県 株式会社トーテック 難めっき材、 チタ ンへのめっき加工

58 12120171 千葉県 株式会社イワサテック 汎用NC工作機による山歯ポンプローターの製作

59 12120175 千葉県 株式会社KHK野田
材料の残留応力を低減した加工方法により低コストで高
精度歯車の生産体制を構築

60 12120177 千葉県 株式会社吉野機械製作所
業界初、省電力・汎用型最新サーボプレスブレーキの開
発と量産化への対応

61 12120179 千葉県 株式会社鈴木ラテックス 挟持部ずれを生じ難<した樹脂製の風船用クリップ

62 12120180 千葉県 東京ケミカル株式会社
新製品開発のスピードアップ（コストダウン）並びに小ロッ
ト短納期品対応型テストコーターの製作

63 12120183 千葉県
株式会社セリッシュエフ
ディー

大腸菌発酵による高純度人工増殖因子ペプチドの試作開
発

64 12120185 千葉県 三立機械工業株式会社 操作の安全を目的にした油圧式アリゲーターシャーリング

65 12120186 千葉県 株式会社阪上製作所
複合旋盤導入による試作品製作効率化・短納期化と、そ
れによる量産品受注増の実現
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66 12120187 千葉県 株式会社大同工業
冶具を活かし蝶番金物を溶接ロボットと連動させで高精度
に取り付ける試作装置

67 12120191 千葉県 株式会社国際情報ネット
「模造品流出防止に資す新しい考え方」による真贋判定シ
ステムの市場への提供

68 12120192 千葉県 株式会社藤井製作所
特殊銅合金の細線材加工を可能にする為の細線材熱処
理技術の開発

69 12120196 千葉県 有限会社エスエヌ金型
小型対向液圧成形装置の試作開発による高精度金型の
実現

70 12120200 千葉県
株式会社アーティエンス・ラ
ボ

世界初「動く3Dカラーホログラム」ハンディライト型の製品
開発及び実用化

71 12120202 千葉県
タクボエンジニアリング株式
会社

モバイル機器向け塗装外観検査装置の試作開発

72 12120203 千葉県 株式会社インスメタル
高速パレットチェンジャー導入における大ロット受注獲得
及び夜間無人運転計画


