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1 東原産業株式会社 即切り対応の生産プロセス改革による超短納期・競争力強化の実現 10,000,000 平成29年4月4日

2 吉野酒造株式会社
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の安定生
産

18,980,000 平成29年4月4日

3 株式会社協同住宅 洗剤レス＆ＩｏＴ利活用！最新コインランドリーモデル店舗の開発 10,000,000 平成29年4月6日

4 有限会社ジャスト販売
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革新的イン
テリア事業の設計開発

10,000,000 平成29年4月10日

5 有限会社朝山工業
開先角度２５°溶接の導入による短納期、低コスト、低環境負荷の実
現

10,000,000 平成29年4月10日

6 株式会社小川屋味噌店
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

18,666,666 平成29年4月10日

7 鍋店株式会社 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産性向上 10,000,000 平成29年4月11日

8
株式会社セリッシュエフ
ディー

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光染色装
置の試作開発

4,944,785 平成29年4月11日

9 有限会社ワイピーシー 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構築 10,000,000 平成29年4月13日

10 株式会社平田精機 超音波凝固切開装置を構成する部品の開発及び輸出 10,000,000 平成29年4月13日

11 執行工業株式会社 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 19,800,000 平成29年4月13日

12 有限会社岩井製作所 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開発 23,933,333 平成29年4月13日

13 有限会社デフィ 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 8,133,333 平成29年4月13日

14 株式会社カネコ
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度化、短
納期化計画

9,066,666 平成29年4月14日

15 株式会社ニッチュー 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 10,000,000 平成29年4月17日

16 Ｆ・ヒロタキ株式会社
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び短納期
体制の確立

10,000,000 平成29年4月17日

17 スピック株式会社
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新的生産
方法の確立

30,000,000 平成29年4月17日

18 ミックスコア
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
スの実現

1,872,533 平成29年4月17日

19 株式会社ナノテック 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 5,000,000 平成29年4月17日

20
株式会社タチバナ製作
所

当社独自ＥＶ・ＰＨＥＶ向け充電ボックスの製造と販売及びＩＴ化 9,246,666 平成29年4月17日

21 株式会社いっぷく堂
ベタつかずに、一口サイズでどこでも簡単、食べきれる、個別包装干し
芋の提案

4,200,000 平成29年4月17日

22 小澤産業株式会社
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

10,000,000 平成29年4月17日

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

交付決定一覧
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23
フェノバンス・リサーチ・ア
ンド・テクノロジー合同会
社

『チック症』の人工知能型診断支援システムの開発 4,466,666 平成29年4月17日

24 株式会社サヤ
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による津波
観測システムの構築

5,000,000 平成29年4月18日

25 株式会社アガツマ 地域密着で超短納期、当日納品枠の拡大を実現するＩｏＴ導入と運用 30,000,000 平成29年4月18日

26
株式会社アクトライン
イーエフ

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ビス実現 10,000,000 平成29年4月18日

27 株式会社パール技研
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削減と高精
度化

10,000,000 平成29年4月18日

28
ガラスリソーシング株式
会社

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を実現し、
資源物化するサービス

20,000,000 平成29年4月18日

29 東葛テクノ株式会社 配管用「伸縮継手」の寿命診断技術と耐震・長寿命製品の開発 15,377,320 平成29年4月18日

30 大和田オフィス株式会社 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塾システム 10,000,000 平成29年4月18日

31 湘南機工株式会社
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

10,000,000 平成29年4月18日

32 有限会社オサダ
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

8,109,333 平成29年4月19日

33
有限会社コスモス環境
サービス

産業廃棄物処理施設の新設による野田市内の処理施設 10,000,000 平成29年4月19日

34 有限会社文明軒
生麺製造における恒常的衛生課題を解決し高品質・少量多品種生産
の実現

9,933,333 平成29年4月19日

35 髙橋金属株式会社 長尺鋼板における延ばし・切断・曲げの付加価値加工技術の開発 10,000,000 平成29年4月19日

36 株式会社須藤本家
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

7,920,000 平成29年4月19日

37
株式会社アクティブブレ
インズ

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

7,600,000 平成29年4月19日

38
株式会社フレックス・エ
ス・ピー

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と競争力の
強化

10,000,000 平成29年4月19日

39 高橋製粉株式会社
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

10,000,000 平成29年4月19日

40 株式会社ダイニッセイ 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の確立 10,000,000 平成29年4月19日

41 有限会社朋友 正確な時間管理の導入による生産性と内製化率の向上 22,830,666 平成29年4月20日

42 株式会社川越屋
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ステム変
革の基礎作り

10,000,000 平成29年4月20日

43 張替鉄筋工業株式会社 超高強度コンクリートに対応する鉄筋加工機導入と 生産性向上計画 10,000,000 平成29年4月20日

44 ニホンハンダ株式会社 メカニカル分散製法によるはんだペーストの高性能化 9,429,876 平成29年4月21日

45
有限会社宇田川鈑金工
業

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

5,000,000 平成29年4月21日

46 マック株式会社
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ステムの開
発

30,000,000 平成29年4月21日
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47 株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ 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 10,000,000 平成29年4月21日

48
株式会社アミンファーマ
研究所

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外市場進
出

3,761,234 平成29年4月21日

49 開発化学工業株式会社 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 4,979,333 平成29年4月21日

50 株式会社フテロシステム
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ラウドサー
ビスの構築

9,647,133 平成29年4月21日

51 亀田酒造株式会社
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るための増
産体制の強化

30,000,000 平成29年4月21日

52 株式会社エーアンドエム 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テム確立 11,623,400 平成29年4月21日

53 京英株式会社
グラスウールを使用した耐熱保温ジャケット／シートの新規製造体制
の構築

2,993,000 平成29年4月21日

54
株式会社三共合金鋳造
所

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

10,000,000 平成29年4月21日

55 株式会社信英精工
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種小ロット
製造工程の開発

10,000,000 平成29年4月21日

56 株式会社飯田本家 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 4,707,000 平成29年4月21日

57
インターメディック株式会
社

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薬の開発 10,000,000 平成29年4月21日

58
株式会社プランツファクト
リー・インザイ

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生産 4,666,666 平成29年4月21日

59 有限会社桐栄製作所
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

5,000,000 平成29年4月21日

60
株式会社バースヴィジョ
ン

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改善による
製造コスト削減と省ＣＯ２の実現

10,000,000 平成29年4月24日

61 飯島・東洋株式会社 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 10,000,000 平成29年4月24日

62
小野莫大小工業有限会
社

抗菌性・消臭性の高い高機能生地の開発及び新生地専用設備の導
入

7,253,333 平成29年4月24日

63
アシザワ・ファインテック
株式会社

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築 10,000,000 平成29年4月24日

64 シフトアップ株式会社
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向けサー
ビスの展開

2,080,558 平成29年4月25日

65 古川オール株式会社 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の実現 6,821,333 平成29年4月25日

66
しのはらプレスサービス
株式会社

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 10,000,000 平成29年4月25日

67 有限会社大塚機械
大径長尺金属製品加工のＱＣＤ革新化と技術伝承を図る大型ＣＮＣ正
面旋盤の導入

20,000,000 平成29年4月25日

68 株式会社エスコアール
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

5,000,000 平成29年4月25日

69 株式会社ナルビー
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

10,000,000 平成29年4月25日

70 アドユニバース株式会社 ＩｏＴ、ＡＩによる子供向け写真館の自動画像選定・編集 30,000,000 平成29年4月25日
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71 株式会社国際情報ネット 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 10,000,000 平成29年4月25日

72 株式会社農 千葉県産食材を使った機内食「ムスリムミール」の製造体制構築 30,000,000 平成29年4月25日

73 株式会社村上製作所 金属加工のＩｏＴ化によるコスト削減と自動化、新規加工分野進出 30,000,000 平成29年4月25日

74
株式会社日本クロス圧
延

軽量と高強度の特性から電子、航空宇宙、医療分野への活用が期待
される高抗張力鋼板の薄板の生産方法の開発

10,000,000 平成29年4月26日

75 有限会社チバテック
最新型レーザー加工機等とＩｏＴを活用した、生産プロセス革新による、
再生医療アイソレーター事業確立

30,000,000 平成29年4月26日

76 株式会社真田製作所 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 10,000,000 平成29年4月26日

77
木村プログレス工業株式
会社

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革新 30,000,000 平成29年4月26日

78 関東タイヤ株式会社 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長と展開 1,062,500 平成29年4月26日

79 株式会社糸川製作所
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生産性向
上

8,266,666 平成29年4月27日

80 株式会社ケーヨーハード 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組み 20,000,000 平成29年4月27日

81 有限会社中村材木店 在来工法用３ＤＣＡＤによる新たなサービスの展開 4,332,799 平成29年4月27日

82 株式会社中村総業
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

6,253,333 平成29年4月27日

83 高圧化工株式会社
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守り、鮮度
維持・廃棄を減少させ、環境改善に寄与する

10,000,000 平成29年4月27日

84 株式会社デクシス 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 15,785,189 平成29年4月27日

85 株式会社塚本ゴム
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レス成形
工法の開発

9,866,666 平成29年4月27日

86 株式会社光製作所
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への取組
み

17,733,333 平成29年4月27日

87 株式会社ろくや
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物にする
事業

10,000,000 平成29年4月27日

88 エクセレント株式会社
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高５０％アッ
プ計画

10,000,000 平成29年4月27日

89 株式会社さかえ屋 ＯＥＭカステラ製品の積極的な展開による新規顧客の開拓 10,000,000 平成29年4月27日

90
株式会社ネクストファー
ム

栄町の地域資源「どらまめ」（黒大豆）の枝豆選別代行の革新的サー
ビス展開

5,000,000 平成29年4月27日

91 アクティブ販売株式会社
深紫外ＬＥＤによる菌被害粒除去機能搭載品質管理選別装置の新規
開発

10,000,000 平成29年4月27日

92 太平洋印刷株式会社 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る 2,500,000 平成29年4月27日

93 山本歯科医院
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期化の取組
み

8,933,333 平成29年4月28日

94 泉ベーカリー 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開 10,000,000 平成29年4月28日

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl118$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl121$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl123$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl0$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl24$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl69$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl126$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl139$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl4$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl18$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl27$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl39$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl40$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl43$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl56$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl60$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl64$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl66$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl75$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl86$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl88$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl132$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl10$LinkButtonKofuKingakuTosho','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentMain$ListViewJigyoJokyoKanri$ctrl26$LinkButtonKofuKingakuTosho','')


5／6

申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

95 株式会社Ｐ．Ｒ．Ａ． 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管理 13,199,000 平成29年4月28日

96 株式会社實埜邑
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

5,000,000 平成29年4月28日

97 株式会社井浦製作所
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場への革
新

6,960,000 平成29年4月28日

98 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

5,939,000 平成29年4月28日

99
サンキ植物工場株式会
社

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質かつ大
量生産の実現化

5,686,666 平成29年4月28日

100
株式会社ヤマナカゴーキ
ン

高硬度材の高効率直彫り加工技術による生産性の向上 30,000,000 平成29年4月28日

101 株式会社Ｅプラン 飲食店向けの食の安心安全を支援するサービスの開発 8,100,000 平成29年5月1日

102 株式会社リオ 燻製調味料の香気操作の確立と革新的流用法 1,766,666 平成29年5月1日

103 株式会社コモンズ
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サービス
の商品化

5,000,000 平成29年5月1日

104 株式会社イスズフーズ 横芝光町発・解体～加工まで一貫生産の牛モツの鮮度アップと即納化 6,086,666 平成29年5月1日

105 有限会社ミカタ
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動画教材
の開発

2,657,333 平成29年5月1日

106 株式会社テクノプローブ
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用測定治
具の開発と事業化

5,000,000 平成29年5月2日

107 有限会社西村製作所
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の試作品
開発

1,794,622 平成29年5月2日

108
株式会社ＢＡＮ－ＺＩ（バン
ジ）

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 10,000,000 平成29年5月2日

109
株式会社関口ゴム製造
所

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のない生産
体制・監視体制の確立

30,000,000 平成29年5月2日

110 株式会社ミノダ
自分のデザインが刺繍になる！街角デザイナーが集う、自由デザイン
刺繍Ｗｅｂサービス

10,000,000 平成29年5月2日

111 株式会社太陽堂印刷所
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トシステム
の開発

30,000,000 平成29年5月2日

112
サトー熱処理工業株式
会社

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 20,000,000 平成29年5月2日

113 株式会社北販食品
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の確立、Ｅ
Ｃ市場への参入

17,980,000 平成29年5月2日

114 三水鐵工株式会社
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

30,000,000 平成29年5月8日

115 株式会社ア・ファン
メーカー保証が切れたＡＩＢＯ及びビンテージ機器の修理部品の内製
化

5,000,000 平成29年5月8日

116 株式会社商和 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 20,000,000 平成29年5月8日

117
Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
株式会社

木質バイオマス由来の化粧品用エタノールの試作開発 5,000,000 平成29年5月8日

118 株式会社キャッチ オールインワンタイプの新たなコンテナハウスの提案 5,000,000 平成29年5月8日
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119 島村工業株式会社
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

6,345,193 平成29年5月8日

120 なかよし歯科医院
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

6,599,999 平成29年5月8日

121 株式会社アイエスエイ Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの拡充による新しいＩＴ教育の確立 4,344,999 平成29年5月8日

122 株式会社ビスト
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収納し、稼働させる
ための容器のこと）

30,000,000 平成29年5月8日

123
株式会社エムズファクト
リー

「水引」を利活用した手芸用素材の開発と少量多品種加工体制の構築 11,939,400 平成29年5月8日

124 ユリシーズ株式会社 低価格な食品温度管理システムの試作 4,999,995 平成29年5月8日

125
インテリジェント・サーフェ
ス株式会社

生体親和性材料の産業応用に向けた大量合成法の確立 9,545,905 平成29年5月8日

126 株式会社ファソテック
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レータの開
発

9,666,000 平成29年5月11日

127
日本クロイド工業株式会
社

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 10,000,000 平成29年5月11日

128 株式会社タイセー 「ドローン自律飛行用衝突防止レーダ」アンテナの開発 14,998,345 平成29年5月15日

129 株式会社ディッジ ３ＤＣＧの技術を用いたオーダーメイド玩具の創作サービスの構築 8,855,318 平成29年5月15日

130 株式会社光機械製作所 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開発 10,000,000 平成29年5月15日

131 株式会社仁風 ハイパー空師オリジナルブランド促進計画 4,880,000 平成29年5月17日

132 有限会社陽だまり 病気の後遺症からの回復を助ける新たな複合介護 6,738,666 平成29年5月17日

133 有限会社エムエスイー 太陽光発電で自動充電と定期駆動制御を行うドローン 16,721,333 平成29年5月23日

134
株式会社ケイズアンド
フーシャン

産業用鉛蓄電池の延命化を可能にする噴霧器の開発 4,959,680 平成29年5月29日
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