平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（140件）
（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

認定支援機関名

1 2812110002

千葉県

株式会社日本クロス圧延

7040001059389

軽量と高強度の特性から電子、航空宇宙、医療分野への活 公益財団法人千葉県産業振
用が期待される高抗張力鋼板の薄板の生産方法の開発
興センター

2 2812110003

千葉県

有限会社ワイピーシー

8040002019746

屋外で使える子ども向けブロックの安全性強化と量産体制
京葉銀行
構築

3 2812110004

千葉県

有限会社ジャスト販売

1040002076843

最新型ＮＣフライス導入による既存事業の生産性向上及び
千葉銀行
革新的インテリア事業の設計開発

4 2812110005

千葉県

株式会社ニッチュー

2010501009917

次世代軽量化部材対応・精密亜鉛球粒製造システムの開
発

5 2812110007

千葉県

株式会社糸川製作所

1040001063454

世界的な慢性疾患を改善するための血液分析装置部品の
株式会社エフアンドエム
生産性向上

6 2812110010

千葉県

株式会社サヤ

8040001023914

加速度計一体型インフラサウンドセンサーの面的多点配置 公益財団法人千葉県産業振
による津波観測システムの構築
興センター

7 2812110012

千葉県

Ｆ・ヒロタキ株式会社

8010001145232

建築ラッシュに対応する２次加工済み厚鋼板建材の増産及
株式会社エフアンドエム
び短納期体制の確立

8 2812110013

千葉県

ニホンハンダ株式会社

8010601014712

メカニカル分散製法によるはんだペーストの高性能化

三菱東京ＵＦＪ銀行

9 2812110014

千葉県

株式会社シーティージャパン

1040001056400

農業用ポリエチレンフィルムリサイクル事業の生産性向上

千葉銀行

10 2812110015

千葉県

スピック株式会社

5011701004309

溶接ロボットの導入および特殊冶具開発による鉄骨等の革
東栄信用金庫
新的生産方法の確立

11 2812110016

千葉県

山本歯科医院

12 2812110020

千葉県

三水鐵工株式会社

5040001058145

地域のインフラ整備に資するロボット・ＩｏＴ技術活用による
次世代鉄骨生産体制の構築

13 2812110025

千葉県

株式会社テクノプローブ

2040001032128

ダイアモンドニッケル接点のＰＣＢを使った次世代光通信機
京葉銀行
用測定治具の開発と事業化

14 2812110026

千葉県

株式会社協同住宅

5040001029427

洗剤レス＆ＩｏＴ利活用！最新コインランドリーモデル店舗の
千葉銀行
開発

15 2812110029

千葉県

有限会社オサダ

2040002099265

最新式畳製作機械の導入により生産性の向上・品質の安
定化・省力化と新型畳開発による事業の拡大

16 2812110032

千葉県

株式会社ア・ファン

8040001057037

メーカー保証が切れたＡＩＢＯ及びビンテージ機器の修理部 公益財団法人千葉県産業振
品の内製化
興センター

17 2812110033

千葉県

株式会社アガツマ

1040001052754

地域密着で超短納期、当日納品枠の拡大を実現するＩｏＴ導 公益財団法人千葉県産業振
入と運用
興センター

18 2812110035

千葉県

有限会社朝山工業

1040002072066

開先角度２５°溶接の導入による短納期、低コスト、低環境
千葉銀行
負荷の実現

19 2812110036

千葉県

株式会社ケーヨーハード

3040001043818

ロール製品製作に対応する研磨技術の高精度化への取り
常陽銀行
組み

20 2812110037

千葉県

有限会社宇田川鈑金工業

6040002032750

「裏方の下請工場」から「速さと技を見せる工場」へ。 業界
京葉銀行
とエンドユーザーに訴求するサービス工程の開発

21 2812110038

千葉県

有限会社朋友

7040002052285

正確な時間管理の導入による生産性と内製化率の向上

亀有信用金庫

22 2812110039

千葉県

株式会社小川屋味噌店

7040001057153

最新式全自動殺菌冷却機の導入による麹菌由来の「あま
酒・もろみ」製品の生産性向上と事業拡大

千葉銀行

23 2812110040

千葉県

株式会社トーテック

2013201004072

車載用基板の膜厚均一化Ｎｉめっき技術の開発

東京都北区中小企業経営診
断協会

24 2812110041

千葉県

鍋店株式会社

2040001043075

輸出市場拡大に対応した日本酒生産ライン見直しによる生
千葉銀行
産性向上

25 2812110043

千葉県

有限会社チバテック

5040002007613

最新型レーザー加工機等とＩｏＴを活用した、生産プロセス革 公益財団法人千葉県産業振
新による、再生医療アイソレーター事業確立
興センター

26 2812110044

千葉県

株式会社カネコ

4040001029386

複雑形状ネジ製造における生産プロセスの革新による高精
株式会社エフアンドエム
度化、短納期化計画

27 2812110045

千葉県

泉ベーカリー

28 2812110046

千葉県

有限会社中村材木店

1040002102673

在来工法用３ＤＣＡＤによる新たなサービスの展開

29 2812110047

千葉県

有限会社フカサク

4040002085932

銚子港に水揚げされる鮫の皮を活用した「本鮫おろし板」の
銚子商工信用組合
生産・輸出事業

30 2812110048

千葉県

有限会社西村製作所

6040002077639

コンパクトでプライバシーに配慮した介護専用おむつ交換車 公益財団法人千葉県産業振
の試作品開発
興センター

千葉銀行

頭頸部がん治療病院との地域医療連携によるがん治療早
坂林公認会計士事務所
期化の取組み
千葉銀行

千葉銀行

地元産米を用いた「ぶどうパン」のハラル認証取得と海外展
千葉銀行
開

1

大多喜町商工会

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

31 2812110049

千葉県

有限会社コスモス環境サービス

1040002096957

産業廃棄物処理施設の新設による野田市内の処理施設

千葉県中小企業診断士協会

32 2812110050

千葉県

株式会社仁風

2040001003203

ハイパー空師オリジナルブランド促進計画

千葉信用金庫

33 2812110053

千葉県

有限会社文明軒

8040002067646

生麺製造における恒常的衛生課題を解決し高品質・少量多 公益財団法人千葉県産業振
品種生産の実現
興センタ－

34 2812110054

千葉県

株式会社バースヴィジョン

7040001039028

再生プラスチック材の高品質化・多様化に対する乾燥工程
株式会社エフアンドエム
改善による製造コスト削減と省ＣＯ２の実現

35 2812110055

千葉県

ミックスコア

36 2812110056

千葉県

ビットジュール合同会社

4040003006953

中小施設園芸向けオールインワン環境制御ＩｏＴ機器の試作
館山信用金庫
開発と商品化

37 2812110057

千葉県

株式会社ユーデント

5040001010667

歯科材料をルアーロック式注射筒へ充填するシステムの技
千葉銀行
術開発

38 2812110059

千葉県

有限会社陽だまり

6040002098305

病気の後遺症からの回復を助ける新たな複合介護

39 2812110060

千葉県

シフトアップ株式会社

2010601025640

展示会ブースの３Ｄシミュレーターの導入による新規出展者 公益財団法人千葉県産業振
向けサービスの展開
興センター

40 2812110061

千葉県

株式会社中村総業

7040001005640

ＰＥＴボトルリサイクルシステム装置に破袋・除袋機導入に
よる生産性の向上

41 2812110062

千葉県

高圧化工株式会社

4010901003856

紫外線プロテクト樹脂ボトルを開発し、容器内製品劣化から
千葉銀行
守り、鮮度維持・廃棄を減少させ、環境改善に寄与する

42 2812110064

千葉県

古川オール株式会社

9011701007002

複雑な断面形状加工かつ短納期対応が可能なサッシ製造
朝日信用金庫
の実現

43 2812110065

千葉県

マック株式会社

4040001027588

建設工事生産性向上のための山岳トンネルモニタリングシ
商工組合中央金庫
ステムの開発

44 2812110077

千葉県

株式会社デクシス

9040001018104

ＩｏＴ・ＡＩ・ロボットを用いたバイアル粉末異物検査装置の開
発

45 2812110088

千葉県

株式会社Ｐ．Ｒ．Ａ．

3040001038900

当社開発の半導体製造用周辺機器の量産体制構築と生産 公益財団法人千葉県産業振
管理
興センター

46 2812110089

千葉県

株式会社Ｅプラン

3040001020214

飲食店向けの食の安心安全を支援するサービスの開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

47 2812110092

千葉県

株式会社平田精機

7040001027395

超音波凝固切開装置を構成する部品の開発及び輸出

千葉銀行

48 2812110094

千葉県

株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ

1040001081596

全国展開に向けたセントラルランドリー／機器システム開発 千葉銀行

49 2812110097

千葉県

株式会社ＢＡＮ－ＺＩ（バンジ）

2010401085851

油性塗料並みの対候性・防錆性を実現する水性サビ止め
塗料の開発

50 2812110098

千葉県

髙橋金属株式会社

1040001036071

長尺鋼板における延ばし・切断・曲げの付加価値加工技術
商工組合中央金庫
の開発

51 2812110104

千葉県

しのはらプレスサービス株式会社

1040001017625

溶射工法を確立して高付加価値なプレスメンテナンスを提
供する

52 2812110105

千葉県

株式会社アミンファーマ研究所

8040001011803

ＡＩ解析導入による脳梗塞リスク評価事業の効率化および海 公益財団法人千葉県産業振
外市場進出
興センター

53 2812110107

千葉県

開発化学工業株式会社

6040001035102

コスト削減・ＣＯ２排出削減に貢献する画期的なＶＯＣ焚き
キット

松戸商工会議所

54 2812110110

千葉県

株式会社ケイズアンドフーシャン

3040001079647

産業用鉛蓄電池の延命化を可能にする噴霧器の開発

常陽銀行

55 2812110111

千葉県

株式会社関口ゴム製造所

2011501007175

ロボット及びＩｏＴを活かした監視システムの導入によるロス
東京東信用金庫
のない生産体制・監視体制の確立

56 2812110114

千葉県

株式会社ナノテック

9040001039521

ナノレベル超鏡面仕上げ研磨機導入による商業生産実施

57 2812110117

千葉県

株式会社塚本ゴム

7040001062327

長尺複雑形状のゴム製品製造のための金型分割式真空プ
筑波銀行
レス成形工法の開発

58 2812110118

千葉県

株式会社フテロシステム

2040001028563

スマホとＩｏＴ技術を活用したゴルファーの利便性を高めるク
千葉銀行
ラウドサービスの構築

59 2812110123

千葉県

株式会社須藤本家

8040001051931

１００％蕎麦焼酎“花白 ｋａｊｉｒｏ”の量産化による販売ルート
拡大と海外展開

公益財団法人千葉県産業振
興センター

60 2812110124

千葉県

株式会社實埜邑

1040001032161

６次産業化ネットワークを活用した「大豆茶・大豆コーヒー」
の 製造・販路開拓

公益財団法人千葉県産業振
興センター

61 2812110127

千葉県

株式会社光製作所

6040001006359

地盤改良工事用無溶接継手溶接加工プロセスの抜本改善
千葉興業銀行
への取組み

62 2812110130

千葉県

株式会社アクトラインイーエフ

9040001089921

スマート端末を活用した人材派遣事業の高生産性業務サー 公益財団法人千葉県産業振
ビス実現
興センター

ファッション動画上で洋服の“着まわし”を体験できるサービ
常陽銀行
スの実現

2

野田商工会議所

千葉興業銀行

千葉銀行

米澤経営事務所

公益財団法人千葉県産業振
興センター

京葉銀行

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

63 2812110134

千葉県

執行工業株式会社

1040001072587

ブランク・曲げ・溶接・切削の全工程のＩｏＴ化対応による生
産性革新

64 2812110136

千葉県

有限会社大塚機械

9040002019365

大径長尺金属製品加工のＱＣＤ革新化と技術伝承を図る大
京葉銀行
型ＣＮＣ正面旋盤の導入

65 2812110137

千葉県

株式会社ろくや

1040001074567

旅館自慢の新鮮な南房総の魚料理を、鮮度そのままに贈り 公益財団法人千葉県産業振
物にする事業
興センター

66 2812110139

千葉県

株式会社エスコアール

9040001051625

言語聴覚士との連携による言語障害者支援ネットワーク
サービスの立上

67 2812110140

千葉県

エクセレント株式会社

5040001023891

最新型印刷物用逆ピロー包装機の革新的活用による売上
千葉銀行
高５０％アップ計画

68 2812110141

千葉県

株式会社井浦製作所

1040001057919

飛行機整備機具等の大型の特注品ニーズに応える生産工 公益財団法人千葉県産業振
場への革新
興センター

69 2812110142

千葉県

株式会社タイセー

1040001028184

「ドローン自律飛行用衝突防止レーダ」アンテナの開発

鎌ヶ谷市商工会

70 2812110143

千葉県

株式会社真田製作所

8040001002793

医療機器分野への新規進出に向けたエンプラ材の高精度
加工の確立

前原事務所

71 2812110144

千葉県

株式会社パール技研

2040001018416

同時５軸加工の活用による複雑形状特殊ネジ加工のコスト
東京東信用金庫
削減と高精度化

72 2812110145

千葉県

亀田酒造株式会社

8040001074164

自社独自開発による高品質低価格な日本酒を海外展開す
公認会計士坂倉事務所
るための増産体制の強化

73 2812110146

千葉県

有限会社岩井製作所

5040002037602

多軸ジョイント構造を活用した多機能外科手術器具の試作
鎌ヶ谷市商工会
開発

74 2812110147

千葉県

飯島・東洋株式会社

8040001048102

新構造油圧プレスでの生産方式の開発による生産性の向
上

75 2812110155

千葉県

ガラスリソーシング株式会社

2040001062083

使用済み飲料用容器を資源物ととらえ、徹底したコスト削減
千葉銀行
を実現し、資源物化するサービス

76 2812110159

千葉県

株式会社さかえ屋

5040001033461

ＯＥＭカステラ製品の積極的な展開による新規顧客の開拓 松戸商工会議所

77 2812110160

千葉県

株式会社ナルビー

6040001028675

経営力向上に資する熱処理工程の連続運転を可能とする
生産体制の革新

78 2812110163

千葉県

株式会社タチバナ製作所

4040001026846

当社独自ＥＶ・ＰＨＥＶ向け充電ボックスの製造と販売及びＩＴ
千葉銀行
化

79 2812110164

千葉県

株式会社商和

5040001047841

国内産原材料を使用した餃子の新製品開発による新規販
路開拓

公益財団法人千葉県産業振
興センター

80 2812110167

千葉県

Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社

4010001142142

木質バイオマス由来の化粧品用エタノールの試作開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

81 2812110169

千葉県

株式会社リオ

7040001088396

燻製調味料の香気操作の確立と革新的流用法

千葉銀行

82 2812110170

千葉県

有限会社エムエスイー

8040002002025

太陽光発電で自動充電と定期駆動制御を行うドローン

公益財団法人千葉市産業振
興財団

83 2812110183

千葉県

おもて歯科医院

手術用顕微鏡を活用した歯科治療の高精度化と見える化
による新サービスの構築

公益財団法人千葉県産業振
興センター

84 2812110184

千葉県

株式会社エーアンドエム

4040001025708

観光施設・ホテル向け立体造形デザイン高品質量産化シス
株式会社シャイン総研
テム確立

85 2812110185

千葉県

京英株式会社

7040001053813

グラスウールを使用した耐熱保温ジャケット／シートの新規
商工組合中央金庫
製造体制の構築

86 2812110186

千葉県

東葛テクノ株式会社

7040001021695

配管用「伸縮継手」の寿命診断技術と耐震・長寿命製品の
千葉銀行
開発

87 2812110188

千葉県

株式会社ネクストファーム

5040001084281

栄町の地域資源「どらまめ」（黒大豆）の枝豆選別代行の革 公益財団法人千葉県産業振
新的サービス展開
興センター

88 2812110189

千葉県

株式会社三共合金鋳造所

7120001166474

革新的鋳造・切削技術による特殊鋼圧延機大型精密部品
の量産体制の確立

89 2812110192

千葉県

アクティブ販売株式会社

6040001008702

深紫外ＬＥＤによる菌被害粒除去機能搭載品質管理選別装
千葉商工会議所
置の新規開発

90 2812110193

千葉県

株式会社キャッチ

2010601049846

オールインワンタイプの新たなコンテナハウスの提案

91 2812110195

千葉県

株式会社セリッシュエフディー

2040001023003

マイクロフロー系を利用した世界初の病理組織切片多色蛍
千葉銀行
光染色装置の試作開発

92 2812110200

千葉県

島村工業株式会社

3010601002829

顧客ニーズの高いサービスパーツの即時納品に対応する
生産体制の構築

93 2812110201

千葉県

株式会社ミノダ

6010001030188

自分のデザインが刺繍になる！街角デザイナーが集う、自
朝日信用金庫
由デザイン刺繍Ｗｅｂサービス

94 2812110202

千葉県

大和田オフィス株式会社

7040001065049

熟練講師の指導を自動化し、手厚いケアを可能にする学習 公益財団法人千葉県産業振
塾システム
興センター

3

千葉興業銀行

公益財団法人千葉県産業振
興センター

商工組合中央金庫

東京東信用金庫

池田泉州銀行

経営コンサルタント竹内淳朗

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
二割の人が違和感を持つ顎関節障害に３Ｄプリンタでマウ
スピース治療

認定支援機関名

95 2812110210

千葉県

なかよし歯科医院

96 2812110211

千葉県

株式会社いっぷく堂

7040001091235

ベタつかずに、一口サイズでどこでも簡単、食べきれる、個
佐原信用金庫
別包装干し芋の提案

97 2812110217

千葉県

小澤産業株式会社

7040001001251

リフティングマグネットの利活用による生産プロセス改善に
よる生産性向上事業

京葉銀行

98 2812110219

千葉県

アドユニバース株式会社

2040001000373

ＩｏＴ、ＡＩによる子供向け写真館の自動画像選定・編集

税理士法人オフィス９２１

99 2812110224

千葉県

株式会社信英精工

1040001016081

ＣＮＣ旋盤装置の導入によるニードルベアリング部品の多品
京葉銀行
種小ロット製造工程の開発

100 2812110226

千葉県

株式会社太陽堂印刷所

6040001004180

定形外封筒に対応したＩｏＴ搭載フレキシブルフルフィルメン
野々上総合研究所
トシステムの開発

101 2812110227

千葉県

東原産業株式会社

4040001011864

即切り対応の生産プロセス改革による超短納期・競争力強
千葉銀行
化の実現

102 2812110231

千葉県

株式会社アイエスエイ

7040001000071

Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの拡充による新しいＩＴ教育の確立

千葉銀行

103 2812110232

千葉県

株式会社アクティブブレインズ

8040001009723

教育の情報化によるＩＣＴ支援員不足を改善するサポート
サービスの開発

京葉銀行

104 2812110233

千葉県

株式会社フレックス・エス・ピー

3010001085581

最新設備ランニングソーの導入による生産プロセスの改善
商工組合中央金庫
と競争力の強化

105 2812110235

千葉県

株式会社ディッジ

8040001040629

３ＤＣＧの技術を用いたオーダーメイド玩具の創作サービス
米澤経営事務所
の構築

106 2812110236

千葉県

株式会社コモンズ

9011801022917

天然の香りと消臭・抗菌効果で上質なトイレ空間を作る衛生
千葉銀行
サービスの商品化

107 2812110241

千葉県

高橋製粉株式会社

6040001036075

食品安全管理の国際基準を満たし、海外出荷に向けて増
産体制を構築する

108 2812110244

千葉県

株式会社ビスト

3040001061522

弊社初の大型部品の精密加工技術開発とケーシングの改
良開発 （ケーシングとは、油圧ポンプの重要な構成部品を 常陽銀行
収納し、稼働させるための容器のこと）

109 2812110246

千葉県

株式会社ダイニッセイ

6040001054176

閉鎖圧着技術の導入によるレディメイド方式の革新的工法
若杉公認会計士事務所
の確立

110 2812110248

千葉県

株式会社川越屋

4011201001245

ネットワークを活用した給袋自動包装ラインの導入と生産シ
西武信用金庫
ステム変革の基礎作り

111 2812110250

千葉県

株式会社イスズフーズ

1011501005460

横芝光町発・解体～加工まで一貫生産の牛モツの鮮度アッ
駒田総合会計事務所
プと即納化

112 2812110253

千葉県

株式会社飯田本家

4040001063897

清酒蔵が作る健康を意識したディアベティカ・ワインの生産 京葉銀行

113 2812110255

千葉県

湘南機工株式会社

1040001058157

設備導入による内製化率向上と高精度加工ノウハウの他
業界への転用

114 2812110256

千葉県

張替鉄筋工業株式会社

7011801003984

超高強度コンクリートに対応する鉄筋加工機導入と 生産性
ＦＭＢコンサルタンツ
向上計画

115 2812110264

千葉県

インターメディック株式会社

3010601023833

新規試薬開発に資する自動化測定器の開発導入と新規試
朝日信用金庫
薬の開発

116 2812110269

千葉県

株式会社ファソテック

3040001006477

胸腔鏡手術トレーニングのための国内外普及版胸郭シミュ 公益財団法人千葉県産業振
レータの開発
興センター

117 2812110270

千葉県

フェノバンス・リサーチ・アンド・テクノ
5020003010725
ロジー合同会社

『チック症』の人工知能型診断支援システムの開発

118 2812110277

千葉県

小野莫大小工業有限会社

3011702002560

抗菌性・消臭性の高い高機能生地の開発及び新生地専用
東京中央経営株式会社
設備の導入

119 2812110279

千葉県

株式会社国際情報ネット

1040001043530

病院と患者の負担を低減する院内ロボット・サービスの構築

公益財団法人千葉県産業振
興センター

120 2812110287

千葉県

有限会社デフィ

8040002084559

高精度ＮＣ旋盤導入による絶縁ハイブリッドプーリーの開
発・製造

銚子信用金庫

121 2812110290

千葉県

サトー熱処理工業株式会社

7040001035563

浸炭焼入で薄物ワークが面接触しない自動投入装置の技
術開発

りそな銀行

122 2812110291

千葉県

株式会社農

7040001077390

千葉県産食材を使った機内食「ムスリムミール」の製造体制
千葉銀行
構築

123 2812110295

千葉県

アシザワ・ファインテック株式会社

7040001014988

確実な結果をタイムリーに提供する粒子評価サービスの構 公益財団法人千葉県産業振
築
興センター

124 2812110296

千葉県

株式会社村上製作所

3040001047109

金属加工のＩｏＴ化によるコスト削減と自動化、新規加工分野
千葉銀行
進出

125 2812110300

千葉県

株式会社エムズファクトリー

2040001059773

「水引」を利活用した手芸用素材の開発と少量多品種加工
千葉興業銀行
体制の構築

126 2812110307

千葉県

株式会社グリーンアース

9040001028755

最新型破砕機導入によるＮＥＴＩＳ新工法の施工体制の確立 株式会社シャイン総研
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千葉銀行

京葉銀行

古川正道税理士事務所

会計事務所オネスティア

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

127 2812110310

千葉県

木村プログレス工業株式会社

6040001062088

集合住宅・店舗用出隅の需要に対応できる製造ラインへの 公益財団法人千葉県産業振
革新
興センター

128 2812110311

千葉県

サンキ植物工場株式会社

7040001091581

独自開発した水耕栽培システムによる発芽にんにくの高品
上月和彦税理士事務所
質かつ大量生産の実現化

129 2812110317

千葉県

日本クロイド工業株式会社

2040001014976

エリクロイドポンプのギア精度向上による効率向上技術開
発

130 2812110318

千葉県

有限会社ミカタ

7040002053481

言語機能向上と介護職員不足を解決するマルチプログラム 公益財団法人千葉県産業振
動画教材の開発
興センター

131 2812110323

千葉県

株式会社光機械製作所

7190001000882

ガラス基板を高精度・高効率に切断するレーザ加工技術の
百五銀行
開発

132 2812110324

千葉県

株式会社プランツファクトリー・イン
ザイ

2040001045286

生分解性ネットを活用した培土培地とロックウールプラグの
京葉銀行
生産

133 2812110325

千葉県

太平洋印刷株式会社

4010001021791

特殊インクを用い複製・偽造不能なバーコードなどを生成す
株式会社ＧＩＭＳ
る

134 2812110332

千葉県

株式会社北販食品

9040001020159

ふっくら・やわらか・臭みがない骨取り切身漬魚の製造体制
若杉公認会計士事務所
の確立、ＥＣ市場への参入

135 2812110333

千葉県

吉野酒造株式会社

8040001075096

品温管理システムの確立による食用米を使った純米吟醸酒
千葉興業銀行
の安定生産

136 2812110334

千葉県

有限会社桐栄製作所

5040002045373

多種多様な顧客ニーズに応えるためのセラミックス加工に
よる生産性向上

すばる会計事務所

137 2812110341

千葉県

株式会社ヤマナカゴーキン

8122001007839

高硬度材の高効率直彫り加工技術による生産性の向上

千葉銀行

138 2812110343

千葉県

ユリシーズ株式会社

8040001098188

低価格な食品温度管理システムの試作

千葉興業銀行

139 2812110346

千葉県

インテリジェント・サーフェス株式会
社

6040001095253

生体親和性材料の産業応用に向けた大量合成法の確立

千葉銀行

140 2812110350

千葉県

関東タイヤ株式会社

5040001047230

タイヤ整備機器のリニューアルにより次世代型店舗への成
京葉銀行
長と展開
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千葉銀行

