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（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

1 2612210364 千葉県 茂野製麺株式会社
メタボ対策用「低糖質麺」試作のためのデータ分析型製麺
開発機の導入

千葉銀行

2 2612210365 千葉県 有限会社鵜沢自動車
プレパレーションおよび環境配慮型塗装システム導入に
よる即日納車および水性塗装サービスの開始

野々上総合研究所

3 2612210366 千葉県 コスモテック株式会社
ＩＴ活用による小ロット生産を可能とする生産工場への挑
戦

公益財団法人千葉県産業振興
センター

4 2612210367 千葉県 株式会社ＫＨＫ野田
複合加工機を使用した高精度歯車の一貫生産体制を実
現する

千葉銀行

5 2612210368 千葉県 株式会社武井製作所
高性能二次元画像測定機導入による測定品質向上と航
空機分野への進出

松戸商工会議所

6 2612210369 千葉県 株式会社三枝製作所
高度旋盤加工技術を核とする難削材製品の加工技術開
発

千葉興業銀行

7 2612210370 千葉県 株式会社ホソヤコーポレーション
強固な危機管理体制を訴求ポイントに据えた新規顧客層
への展開

千葉銀行

8 2612210372 千葉県 有限会社タマチ製作所
樹脂成型用金型の精密加工方法の改善による顧客ニー
ズへの対応

公益財団法人千葉県産業振興
センター

9 2612210373 千葉県 株式会社ナカオサ
真「ナカオサ」企業ブランド確立に向けた、総合印刷生産
管理システム導入による企業革新

千葉銀行

10 2612210375 千葉県 株式会社テクノ・アイ
ＢｔｏＢで顧客がデザイン工程を操作できるＷＥＢシステム
印刷モデル

京葉銀行

11 2612210377 千葉県 水戸部製缶株式会社
ＵＶインクジェットプリントシステム導入による金属缶の新
たな用途の創造

株式会社経営ソフトリサーチ

12 2612210378 千葉県
株式会社　ＴＥＲＲＡ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ Ｐ
ＯＯＬ （テッラ ロジスティクス プール）

過去の経験則による素材改良した物流用パレットの開発 千葉銀行

13 2612210379 千葉県 株式会社ライフエージェント ＩＴを利用したビル・住宅リフォームコンシェルジュサービス 京葉銀行

14 2612210380 千葉県 株式会社山村商店
多層フィルム廃棄物のリサイクル及びコンパウンド加工の
試作開発

京葉銀行

15 2612210381 千葉県 吉野酒造株式会社 酒造りの吸水工程の改良による安定量産化 千葉銀行

16 2612210382 千葉県 株式会社ルミテック
形態素解析を活用した小中学校向け「いじめ関知システ
ム」の構築

千葉銀行

17 2612210383 千葉県 大和原工事株式会社
加工工程を変革し生産性を向上するための最新ＮＣルー
ターの導入

京葉銀行

18 2612210384 千葉県 株式会社エフテック
ディーゼルエンジンの排出ガス環境基準維持システムの
事業化

千葉銀行

19 2612210385 千葉県 株式会社スマートセンシング
超小型風向風速温度計測システムの計測感度と精度の
向上

京葉銀行

20 2612210386 千葉県 株式会社メガテック バリューチェーン構築による蕎麦事業について 京葉銀行

21 2612210387 千葉県 オータ精工株式会社
医療機器部品の多品目化（倍増）、納期半減、高精度化
に対応できる精密加工システム構築

京葉銀行

22 2612210388 千葉県 妙中鉱業株式会社
高性能ワイヤ放電加工機の導入による高付加価値精密
鋳造品の開発と新規受注拡大

商工組合中央金庫

23 2612210389 千葉県 株式会社誠心堂薬局
中国漢方医の処方を伝承する「オーダーメイド漢方薬」支
援システムの開発

税理士松丸会計事務所

24 2612210391 千葉県 島村金属工業株式会社
服飾用ホックの高効率生産ラインによる生産力増強と
輸出力強化

東京東信用金庫

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新事業

２次公募　採択案件一覧（１３１件）
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25 2612210392 千葉県 有限会社サムテック
自動ブレーキシステム用金型のためのモールドベース生
産システムの高度化

千葉興業銀行

26 2612210393 千葉県 窪田味噌醤油株式会社 醸造醬油の膜濾過システムによる量産技術の開発 京葉銀行

27 2612210394 千葉県 有限会社紅小町の郷
多様化する「道の駅」の顧客ニーズに対応した革新的鮮
度保持技術の開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

28 2612210396 千葉県 星野興業株式会社 新型切削加工機導入による金型の完全内製化事業 みずほ銀行

29 2612210398 千葉県 株式会社下田金型工業 ペットボトル用金型の精度向上と生産性向上 蛭田昭史税理士事務所

30 2612210399 千葉県 有限会社エムエスイー
電源の大容量化設計に基く、水・空調・情報等用ソーラー
ハウスの開発

公益財団法人千葉市産業振興
財団

31 2612210400 千葉県 株式会社さくら印刷
クラウド活用の「自分史」を中心とした『さくら本作り倶楽
部』の立上げ

公益財団法人千葉県産業振興
センター

32 2612210401 千葉県 株式会社志村精機製作所 多軸加工機を用いた生産リードタイムの短縮 城南信用金庫

33 2612210402 千葉県 アメリカン電機株式会社
広範な温度環境下で使用可能な耐寒・耐熱高容量配線
器具の開発

商工組合中央金庫

34 2612210403 千葉県 鍋店株式会社
日本酒製造における品質・生産性向上と国内外日本酒市
場の開拓

千葉銀行

35 2612210405 千葉県 株式会社シーティージャパン
多層樹脂フィルムのマテリアルリサイクル効率化と工程の
短縮

千葉銀行

36 2612210406 千葉県 キノエネ醤油株式会社
キノエネの味と革新的システムの融合による業務用つゆ
たれ市場ポジションの確立

千葉銀行

37 2612210408 千葉県 株式会社キヨシゲ
シャーリングマシンの導入および加工技術の標準化によ
る生産体制の強化

千葉銀行

38 2612210411 千葉県 有限会社ＧＵＳＵＫＵ
ユニット先組み工法による生産性向上及び工程短縮への
取組み

千葉銀行

39 2612210412 千葉県 株式会社ニッチュー
三次元曲面ピーニング＆ブラスト加工精密計測システム
の構築

千葉銀行

40 2612210413 千葉県 サトー熱処理工業株式会社
高品質・低コスト・短納期を実現する、メッシュベルト炉を
使用した高精度浸炭焼入れ技術の開発

りそな銀行

41 2612210414 千葉県 小野莫大小工業有限会社
染みになりにくく、肌触りの良い新感覚のシルク生地の開
発

東京中央経営株式会社

42 2612210417 千葉県 大金興業株式会社
バイオディーゼル燃料製造・販売の革新、高品質装置の
導入とトラック市場参入

公益財団法人千葉市産業振興
財団

43 2612210418 千葉県 株式会社兆星
面倒な魚の骨を取った製品を国内一貫生産し、食の安
心・安全を消費者に届けたい

商工組合中央金庫

44 2612210420 千葉県 伝統建築上総匠の会株式会社
地域産材を活用した、特許取得工法による高耐久住宅の
標準化・量産化

木更津市富来田商工会

45 2612210424 千葉県 トーヨーテック株式会社
新しい工法（特許取得）による天井内に設置された空調機
等の振れ止め金物の製作、販売

千葉銀行

46 2612210425 千葉県 大橋機工株式会社
横型マシニングセンタを活用した精密金型製造方法の革
新

米田晴彦税理士事務所

47 2612210427 千葉県 スミテック株式会社
小型化・複雑化が進む次世代自動車向け電装部品の高
精度プレス成形技術の確立

公益財団法人千葉県産業振興
センター

48 2612210432 千葉県 有限会社かねちょう水産 地域資源を活用した高付加価値商品の提供について 銚子信用金庫

49 2612210434 千葉県 有限会社三滝コンクリート工業
新規型枠導入による高速道路遮音壁用遮音板の生産能
力の向上と事業拡大

館山商工会議所

50 2612210435 千葉県 富洋観光開発株式会社
新たなオリジナルスウィーツの開発（ストーンクーヘン）並
びに販売事業

商工組合中央金庫
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51 2612210436 千葉県 株式会社遠藤製作所
研磨工程を省略したプレス金型工法による量産化体制の
構築

公益財団法人千葉県産業振興
センター

52 2612210437 千葉県 株式会社心電技術研究所 家庭用導出１８誘導心電計の開発
公益財団法人千葉県産業振興
センター

53 2612210438 千葉県 杉崎基礎株式会社
新技術“ＭＯＶＡＸ工法”による老朽した橋脚補強耐震工
事の短期ローコスト化の実現

瀬賀弥平税理士事務所

54 2612210439 千葉県 入船鋼材株式会社
建築関連製品の高付加価値化に対応する生産プロセス
の改革

さわやか信用金庫

55 2612210440 千葉県 稲荷鐵工株式会社
老朽化下水道インフラ緊急修理対応用に特急大型部品
製作体制の構築

銚子信用金庫

56 2612210441 千葉県 有限会社芝野オートサービス 塗装工程における前処理の簡略化による競争力強化 千葉銀行

57 2612210442 千葉県 ワヨー株式会社
【エアーＰＯＰ】の低価格・短納期・高品質での製作プロセ
スの実現

朝日信用金庫

58 2612210443 千葉県 株式会社関口ゴム製造所
縦型射出成形機に横型射出成形機の脱型技術を応用し
ての高付加価値製品の生産

東京東信用金庫

59 2612210444 千葉県 株式会社高橋製作所
小型５軸加工機導入による難削材への対応が可能な社
内体制整備

千葉銀行

60 2612210445 千葉県 有限会社元助商店
高品質冷凍フライの提供及び生産量増大に向けた生産ラ
インの確立

千葉銀行

61 2612210446 千葉県 株式会社ビスト
空気圧制御機器用電磁弁における新工法技術開発の為
の新設備導入

常陽銀行

62 2612210447 千葉県 株式会社石源商店
前浜で水揚げされた高鮮度な魚をジャストインタイムで提
供するシステム構築

千葉銀行

63 2612210451 千葉県 ガラスリソーシング株式会社
廃清涼飲料水を基媒とし、乳酸菌を培養した植物活性化
材の開発とその製造設備の構築

銚子信用金庫

64 2612210452 千葉県 光洋商事株式会社
最新型コラム開先機を導入し、加工技術、生産能力高
め、顧客ニーズへ対応する

商工組合中央金庫

65 2612210453 千葉県 株式会社進富 住宅構造用メッキ鋼板接合技術の開発 商工組合中央金庫

66 2612210454 千葉県 株式会社山崎商店
地元産鰯を高鮮度・高品質で消費者へ提供するための生
産ラインの新たな構築

千葉興業銀行

67 2612210455 千葉県 ブルーワークス株式会社
歯科における、国内初となるペクトンを使用した技工物
（入れ歯）の開発、製作システムの構築

京葉銀行

68 2612210456 千葉県 ナノキャリア株式会社
副作用の低減と効果の増強を両立する革新的な癌標的
型複合材料技術の開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

69 2612210457 千葉県 有限会社アイシン精工
複合型マシニングセンタ導入による生産プロセスの変革と
事業拡大

京葉銀行

70 2612210459 千葉県 株式会社シー・ヴィ・リサーチ
大面積用革新的熱プラズマユニットでの次世代パワー半
導体熱処理装置開発

公益財団法人産業振興セン
ター

71 2612210460 千葉県 株式会社久永製作所
青酸化合物（シアン）を使用しない合金めっきの量産技術
確立

京葉銀行

72 2612210462 千葉県 株式会社つくも
３次元計測による維持管理の視覚化・定量化及び道路台
帳管理システムの有効活用

千葉銀行

73 2612210464 千葉県 太平洋印刷株式会社 アッと驚く絵はがき作りの秘密。世界の人びとに感動を！ 株式会社ＧＩＭＳ

74 2612210465 千葉県 有限会社山平商店 地元産原料魚を活用した高付加価値製品の提供 千葉銀行

75 2612210466 千葉県 協進デンタルサービス
デジタル技術による歯科医療品質と生産性を向上させる
歯科技工ＩＴプロセスの開発

千葉銀行

76 2612210468 千葉県 株式会社フジキン光来
食の安全を保証した加工肉食品の多品種開発および小
ロット生産体制の構築

西武信用金庫
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77 2612210469 千葉県 コトブキテクレックス株式会社
クレーン導入によるリチュービング作業のコストダウン及
び効率化

商工組合中央金庫

78 2612210470 千葉県 株式会社小名木川ギヤー 難削材における高回転歯車の革新的製造の確立 東和銀行

79 2612210472 千葉県 株式会社渡辺冷食 新型スパイラル冷凍機の導入 千葉銀行

80 2612210473 千葉県 有限会社田中金属
医療器向け精密板金部品のスタッド溶接工程における競
争力の強化

千葉興業銀行

81 2612210474 千葉県 ＥＹＴＥＸ株式会社
オリンピック開催に向けたテロ対策のための官公庁仕様
ショルダーホルスターの試作開発

千葉銀行

82 2612210475 千葉県 株式会社太陽堂印刷所
ロータリー複合加工機と試作刃を使った高精度な小ロット
特殊印刷サービスの実現

野々上総合研究所

83 2612210476 千葉県 株式会社ジィ・シィ企画
グローバル展開企業向けグローバルペイメントサービス
環境の整備

公益財団法人千葉県産業振興
センター

84 2612210479 千葉県 株式会社メディアーバー
職人が有する技術を継承するための医療機器用ステンレ
ス鋼線の専用加工装置開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

85 2612210480 千葉県 データハウス合同会社 難削材料加工技術を基盤とした瓦専用工具の開発事業 京葉銀行

86 2612210483 千葉県 株式会社栄進
高精度で多品種に対応した、バルブガイドの検査装置の
開発

京葉銀行

87 2612210484 千葉県 株式会社ゼクセロン
施設向け利用者間通信遮断仕様専用の情報処理装置開
発

常陽銀行

88 2612210486 千葉県 日南鉄構株式会社
軽量鉄骨住宅システム「Ｃスタイルハウス」の量産化への
試作開発

東栄信用金庫

89 2612210488 千葉県 株式会社大西製作所
樹脂射出成形機部品の新規ニーズを先取り！複雑形状
加工実現のため設備導入と試作開発

銚子信用金庫

90 2612210493 千葉県 株式会社中込工業所
３次元計測・３次元設計を活用した耐震補強工事の設計
施工一貫サービスへの拡大

公益財団法人千葉県産業振興
センター

91 2612210496 千葉県 アクテイブ株式会社
牛糞を原料に生産したグルコースを燃料とする発電機の
試作機開発

商工組合中央金庫

92 2612210499 千葉県 日笙（ニッショウ）株式会社
竹資源を利活用し、 安全、 安価な家畜用の竹飼料の製
販拡大事業

市原商工会議所

93 2612210502 千葉県 日本機材株式会社 自動車トランスミッションギヤの焼結化への挑戦 商工組合中央金庫

94 2612210503 千葉県 有限会社栗山ブロック工業所
ごみ溶融スラグを使った化粧ブロックの試作開発および
高速スプリッターマシン導入による量産体制の構築

横芝町商工会

95 2612210504 千葉県 合資会社寒菊銘醸
流通鮮度維持可能な新市場向け希少酒ベースの香味生
酒の開発

銚子信用金庫

96 2612210505 千葉県 株式会社山﨑組
情報化施工導入によるのり面施工の短納期を目指した体
制の構築

茂原商工会議所

97 2612210509 千葉県 やちよ村株式会社 古代米普及のための生産委託システムの事業化
公益財団法人千葉県産業振興
センター

98 2612210511 千葉県 土谷ゴム化成株式会社
患者の肉体的負担を軽減できる内視鏡検査装置用ゴム
部品の開発と量産化

公益財団法人千葉県産業振興
センター

99 2612210513 千葉県 株式会社カナヤ食品 食の安心・安全に応える製造工場への挑戦
公益財団法人千葉県産業振興
センター

100 2612210520 千葉県 株式会社井浦製作所
地域のものづくり企業の特注品ニーズに応える生産工場
への挑戦

公益財団法人千葉県産業振興
センター

101 2612210523 千葉県 有限会社なかや
創作ビスケット生地等の提供による製菓・製パン店向け商
品施策支援への取り組み

千葉興業銀行

102 2612210524 千葉県 しのはらプレスサービス株式会社
３Ｄスキャナ導入による総合的プレス メンテナンス事業の
高付加価値化

公益財団法人千葉県産業振興
センター
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103 2612210531 千葉県 有限会社澤地シェルモールド
新型シェルマイン等の導入により品質向上及び生産性向
上を実現、主要顧客との連携強化及び更なる市場拡大を
図る

公益財団法人千葉県産業振興
センター

104 2612210533 千葉県 木村プログレス工業株式会社 同質出隅用一体型加工方法の開発
公益財団法人千葉県産業振興
センター

105 2612210536 千葉県 増田工業株式会社
ライン見直しによる治具跡を付けないアルミ特殊めっきの
生産性向上

公益財団法人千葉県産業振興
センター

106 2612210537 千葉県 株式会社マサキ工業
高精度三次元測定機およびラベル機導入によるプラス
チック容器製造プロセスの改善

商工組合中央金庫

107 2612210541 千葉県 昌和プラスチック工業株式会社
ガス抑制による品質向上、高付加価値化した肉厚製品の
生産体制構築

茂原商工会議所

108 2612210546 千葉県 アクティブ販売株式会社
穀物の色彩区分・形状区分の判定装置及びデータ集積
回路の開発

千葉銀行

109 2612210547 千葉県 株式会社ニチオン 医療従事者のための医療機器マニュアルの開発と提供
公益財団法人千葉県産業振興
センター

110 2612210548 千葉県 株式会社風土食房 農家さん御用達の農産物小ロットレトルト加工サービス 千葉銀行

111 2612210556 千葉県 株式会社大野紙器
貼箱の価値の再発見と生産プロセスの革新による事業拡
大

東京東信用金庫

112 2612210562 千葉県 吉山プラスチック工業株式会社
特殊な複合成形品を安価かつ高品質で提供する生産シ
ステムの構築

公益財団法人千葉県産業振興
センター

113 2612210563 千葉県 プラネットコム株式会社
ＥＣサイトが無くても来店客にネット販売が可能なリアル店
向け”どこでも販売”システム

千葉銀行

114 2612210565 千葉県 株式会社フジテック
特殊船舶（救命ボート等）向け防護塗装と複合材料の開
発とその施工方法の開発

亀有信用金庫

115 2612210569 千葉県 システムエンジサービス株式会社 低コストと環境負荷軽減を実現する普及型
公益財団法人千葉市産業振興
財団

116 2612210574 千葉県 株式会社ハニック・ホワイトラボ 高機能な新規口腔保湿ジェルの開発及び商品化
公益財団法人千葉市産業振興
財団

117 2612210576 千葉県 有限会社ミカタ
言語聴覚士によるクラウド型『認知症脳リハビリ教材』の
開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

118 2612210577 千葉県 有限会社日本豆腐大和屋
新たな製造工程と新機能冷却機の開発による冷凍豆腐、
冷凍豆腐惣菜品の販売

田代税務会計事務所

119 2612210582 千葉県 株式会社アーティエンス・ラボ
導光板型３Ｄフルカラーホログラムの開発、及び製造シス
テム構築

茂原商工会議所

120 2612210605 千葉県 明和プラスト株式会社
樹脂一体成形の製造工法改善による品質向上及び低コ
スト生産技術の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

121 2612210607 千葉県 トラストワン株式会社
太陽光パネルリフォームの無料診断とリフォームによるエ
ネルギー事業参入

若杉公認会計士事務所

122 2612210620 千葉県 黒船
地域初の多品種中量生産体制構築による手土産市場へ
の販売拡大

茂原商工会議所

123 2612210623 千葉県 Ｇｅｎｏｍｅｄｉａ株式会社
熟練技術者の人手不足を解消する、スマートサンプル調
製システムの試作開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

124 2612210624 千葉県
京葉プラントエンジニアリング株式会
社

豚疾患ＰＲＲＳの発症を抑制する粘膜免疫系の賦活化シ
ステムの開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

125 2612210634 千葉県 株式会社いしだ屋
電子レンジによる加熱・保温可能な身体拭き用ウエットタ
オルの試作品開発・製造

商工組合中央金庫

126 2612210646 千葉県 株式会社吉野機械製作所
高圧力発生装置の画期的最新鋭機種開発および増産に
むけた量産体制の確立

公益財団法人千葉県産業振興
センター

127 2612210647 千葉県 青柳食品株式会社 低塩低糖且つロングライフの新商品開発 京葉銀行

128 2612210651 千葉県 株式会社東京螺旋鋲
多品種・少量生産・難作材に対応した完全自動の横穴自
動機の開発

東和銀行
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129 2612210653 千葉県 中央ビルト工業株式会社
プラス１０センチで現場作業が劇的改善！枠組足場用ジョ
イントの試作開発

公益財団法人千葉県産業振興
センター

130 2612210655 千葉県 有限会社岩井製作所
内視鏡手術用処置具の開発による医療機器製品製造分
野への進出

鎌ヶ谷市商工会

131 2612210658 千葉県 白金樹脂工業株式会社
顧客の成形品質安定ニーズに対応するための生産体制
の革新

群馬銀行
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