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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

2912110001 千葉県 株式会社日本クロス圧延 7040001059389
量産プロセスに対応する超耐摩耗金属鋼板の製造技術
及び製品化

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110002 千葉県 有限会社英工業 1040002029941
製造プロセス改善による産業・介護ロボット用小型金
型の拡販事業

株式会社千葉銀行

2912110003 千葉県 株式会社ムラオ 5010601021249
インバウンドによる宝飾品需要増に応える生産性向上
に向けた取組み

株式会社エフアンドエム

2912110004 千葉県 張替鉄筋工業株式会社 7011801003984
少量多品種生産ライン導入による生産性向上と大型物
流施設需要への対応事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

2912110008 千葉県 有限会社タカハシ 4040002087755
モーター動力を伝達するローラー部品に高精度な溝加
工プロセスの構築

株式会社千葉銀行

2912110010 千葉県 株式会社小黒組 4010601002365
新入社員やベトナム実習生でも高精度の鉄筋曲加工が
できる生産体制の構築

若杉拓弥

2912110011 千葉県 株式会社剛力建設 7011701010841
不要立体駐車スペースの有効活用を目的とした平面化
に伴う鋼材の短納期及び低価格化

株式会社エフアンドエム

2912110012 千葉県 有限会社染野工業 1040002077461
先端加工設備導入による消防自動車向け艤装品生産の
プロセス改善

千葉県商工会連合会

2912110014 千葉県 明智鉄工建設株式会社 7040001062954
ボトルネックとなっている溶接工程の技術開発と設備
投資による生産プロセスの改善

銚子商工信用組合

2912110015 千葉県 チヨダエンジニアリング株式会社 4010801007305
省エネカップリングの製品品質の安定化と生産性・効
率性の向上を通しての競争力の強化

塚原祐一

2912110016 千葉県 株式会社プランツファクトリー・インザイ 2040001045286
播種機導入による多品種少量生産を可能とした一貫生
産体制の構築

株式会社京葉銀行

2912110017 千葉県 株式会社森製作所 6020001051456
次世代エネルギーの安定制御に寄与する高精度バルブ
の製造プロセス革新事業

株式会社千葉銀行

2912110019 千葉県 株式会社エコ・マイニング 7040001020549
リサイクル困難物であるウレタンスポンジの高効率粉
砕による再資源化

株式会社埼玉りそな銀行

2912110021 千葉県 ミックスコア
サイネージを活用した店舗向け試着体験動画サービス
の実現

株式会社常陽銀行

2912110022 千葉県 株式会社マリン精工 2040001010711
ディスプレイ市場に寄与する生産プロセスの革新によ
る短納期化・高精度化計画

株式会社エフアンドエム

2912110023 千葉県 株式会社綿貫園芸 8040001058588
育苗用の機器導入による「育苗工場化」の推進と地域
農業への貢献

千葉県商工会連合会

2912110024 千葉県 有限会社田村工事 7040002074189
高度な計測技術による中小工事会社の革新的ワンス
トップサービス

市原商工会議所

2912110026 千葉県 有限会社保坂プレス工業 5040002075073
最新ＮＣパンチング機の導入と既存設備とのネット
ワーク化による大幅な生産性の向上

市原商工会議所

2912110030 千葉県 株式会社朝倉製作所 9040001072002
開発支援強化と射出成形の生産プロセス改善による医
療分野進出計画

温井德子

2912110032 千葉県 有限会社大木鈑金 3040002084308
環境配慮型の新型水性塗料ブース導入と生産性・労働
環境改善への取り組み

千葉県商工会連合会

2912110034 千葉県 株式会社東亜工業 8040001037476 ヘリコプター用大型消火バケツの開発 千葉信用金庫

2912110035 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

株式会社千葉銀行

2912110036 千葉県 山市自動車株式会社 5040001054656 大型車両用の環境配慮型塗装ブースの導入 千葉信用金庫

2912110037 千葉県 株式会社ユースワーク 1040001015760 難加工材の切削加工工程効率化による生産体制の強化 株式会社エフアンドエム

2912110038 千葉県 執行工業株式会社 1040001072587
プレス加工による新たな生産手法の確立と一貫生産体
制による生産性向上

株式会社千葉銀行

2912110040 千葉県 有限会社ジャパンテクノメタルス 5040002082061
設備の自動化による市場シェア７０％の鍛造機械の技
術承継と生産性向上

株式会社京葉銀行

2912110042 千葉県 有限会社協和デンタル・ラボラトリー 1040002045352
日本の匠の技術とＩＴを活用したデジタル技工ネット
ワークシステムの構築

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110043 千葉県 スズキ機工株式会社 2040001035808
金属加工の内製化による顧客対応力向上とオリジナル
商品開発のスピードアップ

株式会社千葉銀行

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
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2912110044 千葉県 東京機工株式会社 4040001020980
高精度化する建設仕様に対応するＰＣ鋼製型枠の加工
技術開発

株式会社千葉銀行

2912110046 千葉県 株式会社竹中機械製作所 8040001004286
鏡面加工技術を活用した“一体構造真空シリンダー”
の量産体制の確立

株式会社京葉銀行

2912110048 千葉県 有限会社鈴木総合製本 1040002006008
新たな折り加工ラインの構築による生産性向上と受注
拡大

船越良人

2912110049 千葉県 株式会社大多和組 1040001058925
ＩＣＴ油圧ショベル導入による施工現場の飛躍的生産
性向上の実現

房総信用組合

2912110052 千葉県 有限会社日本クレセント 9040002047746
高額医療機器をリサイクル医療機器として再提供する
サービス事業

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110053 千葉県 高橋製粉株式会社 6040001036075
最新の粉砕技術を応用した「千葉県産１００％小麦
粉」の新商品開発

税理士法人菊池会計事務所

2912110054 千葉県 サンレイ工機株式会社 4040001026400
ロール表面処理加工を内製化し、独自のロール製造技
術の更なる高度化を確立

株式会社千葉興業銀行

2912110056 千葉県 株式会社テクノプローブ 2040001032128 ２５Ω高周波プローブの開発と事業化 株式会社京葉銀行

2912110059 千葉県 株式会社森川製作所 1040001058966
独自ノウハウを活かせる加工機導入による車載用難加
工形状対応高精度鏡面切削部品の新規開拓

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110060 千葉県 庭大
剪定枝をウッドチップに加工しての発酵発熱温風シス
テムの開発

館山信用金庫

2912110061 千葉県 木村プログレス工業株式会社 6040001062088
耐震性、防火性に優れた大型出隅の需要に対応できる
生産ラインへの革新

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110062 千葉県 株式会社Ｅプラン 3040001020214
水を通して地球環境を改善できる地域ネットワークの
構築

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110063 千葉県 株式会社オーディオファイル 4040001056819
新設備を導入し加工技術を活かす事で、サービス品質
の向上を図る

千葉県商工会連合会

2912110064 千葉県 株式会社香取ベンダーテクニカル 7040001062616
人材採用難を克服し、生産性を向上させるための溶接
ロボットシステムの導入

経営企画室株式会社

2912110065 千葉県 株式会社カネコ 4040001029386
安全性向上を高める自動車燃料循環用ボルトの生産性
向上と高精度化

株式会社エフアンドエム

2912110066 千葉県 有限会社葛飾ネジ製作所 4011802001734
スクリューボルトの品質・生産性向上による純国産
ホースバンドのシェア拡大

特定非営利活動法人とうかつ経営支援グループ

2912110068 千葉県 サンケミ株式会社 2040001065631
国内初となるＰＥＥＫ樹脂（高性能プラスチック）着
色品の生産プロセス構築

株式会社千葉銀行

2912110069 千葉県 有限会社ひまわり 5040002061420
落花生納豆の開発製造と個包装の内製化による新事業
展開

株式会社京葉銀行

2912110071 千葉県 野口機工
新規パラメータ加工技術導入による台形ネジ加工の生
産性向上

株式会社京葉銀行

2912110072 千葉県 有限会社市東製作所 7040002077373
最新ＣＮＣ自動旋盤導入による内視鏡生検鉗子先端部
品の試作品製造

株式会社千葉銀行

2912110073 千葉県 有限会社福一 3040002093011
中高齢者・糖尿病予備群が求める砂糖不使用和菓子の
開発と生産体制の構築

千葉県商工会連合会

2912110074 千葉県 有限会社大栄運送 2040002023274
団体旅行手荷物輸送マッチングサイトで顧客利便性を
高めて収益性を向上

高屋敷秀輝

2912110076 千葉県 鍋店株式会社 2040001043075
製造工程へのロボット導入による生産性の向上と作業
員負荷の軽減

株式会社千葉銀行

2912110077 千葉県 デジタルクラウン
高付加価値リアルモデルによる高精度歯科技工物提供
サービス開発

株式会社京葉銀行

2912110078 千葉県 藤平酒造合資会社 6040003002777
純米大吟醸酒「福祝」の輸出拡大と千葉の日本酒活性
化への貢献

株式会社千葉銀行

2912110079 千葉県 吉山プラスチツク工業株式会社 2040001007848 異材質成形技術の高度化とコスト競争力強化 公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110080 千葉県 有限会社小澤製作所 1040002057100 新素材の切削データー蓄積による、競争優位性の構築 千葉県商工会連合会

2912110082 千葉県 株式会社カービューティーアイアイシー 7040001030630
パネル式乾燥設備導入によるカーコーティングの品質
と作業効率の向上

小松川信用金庫

2912110085 千葉県 菊川工業株式会社 6010601010416
摩擦撹拌接合を用いた次世代軽量金属材料接合製品の
試作開発と事業化

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110086 千葉県 富士無線機材株式会社 3040001075175
地域資源を活用した新たなプラスチック素材による自
社商品の開発。

千葉県商工会連合会



2912110087 千葉県 しのはらプレスサービス株式会社 1040001017625
プレス機械のオーバーホールに適した洗浄作業・塗装
作業の確立

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110091 千葉県 青柳食品株式会社 1040001063446
国産水産物加工品セレブブランド「ＳＨＯＧＵＮＮ
Ｉ」開発・輸出事業

株式会社京葉銀行

2912110092 千葉県 株式会社イシワタ 5040001051728
「感動をかたちにする」オリジナルプリント・アパレ
ル商品の販売計画

株式会社千葉銀行

2912110093 千葉県 株式会社ユーワ 5040001038122 金属プレス金型の内製化による高精度加工の実現 流山商工会議所

2912110094 千葉県 有限会社東容製作所 4011702008144
ＣＮＣ横中ぐりフライス盤導入による産業用機械部品
の高度生産体制の構築

千葉県商工会連合会

2912110097 千葉県 株式会社鳥居ローソク本舗 3010601004998
工業用ロボット導入による蜜ローソクへの絵付工程の
自動化

東京東信用金庫

2912110098 千葉県 有限会社エムエスイー 8040002002025
ＵＶＬＥＤによる下水道管内損傷等を修復する膜紫外
線硬化器の開発

公益財団法人千葉市産業振興財団

2912110100 千葉県 コスモテック株式会社 6040001002408
省エネ、クリーンエネルギー社会に貢献する高精度パ
ネル生産工場への革新

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110105 千葉県 岡田工業株式会社 4020001069021
建築工事の工期短縮に向けた多品種少量生産に最適な
生産業務プロセスの革新

株式会社千葉銀行

2912110107 千葉県 大和電機株式会社 2040001068361
高効率、モーター開発における課題解決。開発納期の
短縮とコスト低減、試作効率のスピード化

株式会社千葉銀行

2912110109 千葉県 三立機械工業株式会社 8040001008188
知的障害者用の安全性の高い廃電線リサイクル機（切
断機及び剝（はく）線機（せんき））の開発

千葉信用金庫

2912110111 千葉県 富士インパルス販売株式会社 1040001039925
インターネットを利用した販売及び受注システム“Ｎ
ＩＰＯ”構築プロジェクト

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110113 千葉県 株式会社信合 3040001057099 美味しい食事の当社事業所や近隣介護施設等への提供 東京東信用金庫

2912110114 千葉県 備後屋畳店
ライフスタイルの変化に対応した置き畳の開発と生産
効率の向上

千葉県商工会連合会

2912110115 千葉県 ビストロ　ミナミンカゼ
新調理システムを導入し、衛生管理と計画生産で高付
加価値メニューを開発

流山商工会議所

2912110117 千葉県 有限会社井出技研 3040002088878
機会失注に悩む小規模金型製造業が取り組む切削工程
自動化による生産性向上策

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110118 千葉県 有限会社椎名洋ラン園 2040002084473
水やりが１ヶ月不要な胡蝶蘭を普及させる栽培環境の
構築

株式会社千葉銀行

2912110121 千葉県 きら星整骨院
超音波画像診断装置の新規導入及び超音波画像提供
サービスの実施

株式会社千葉興業銀行

2912110123 千葉県 株式会社新上 6040001067442
特殊繊維スタティックインターセプトを活用したギ
ターの防錆対策

株式会社京葉銀行

2912110125 千葉県
Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕ
ｔｅ株式会社

4010001142142
植物由来化成品ポートフォリオを強化するための微生
物発酵新規技術の確立

株式会社千葉銀行

2912110127 千葉県 株式会社セントラルサーベイ 3040001059252
地域初３Ｄデータ測量による構築物や災害危険地域測
量事業の実施

茂原商工会議所

2912110128 千葉県 株式会社福島精工 1040001047069
マシニングセンタ導入とエアフィーダー生産工程の効
率化による一貫生産体制の構築

株式会社千葉銀行

2912110129 千葉県 有限会社やまきね 5040002099915
貴重な水産資源であるウナギ稚魚の歩留まり率向上の
ための生産プロセス改善

千葉県商工会連合会

2912110131 千葉県 有限会社増山製作所 9040002063751
厚み・長尺加工に対応した最新マシニングセンタ導入
による生産力強化

千葉信用金庫

2912110135 千葉県 成田駅前デンタルオフィス
海外市場の開拓に向けた、インプラント治療の通院回
数削減による医療ツーリズム取り込み強化

大竹隆政

2912110136 千葉県 株式会社環境コンサルティング 6040001095047
排出量の見える化を実現する画期的なＶＯＣ回収装置
の開発

市川商工会議所

2912110138 千葉県 株式会社豊富機械工業 7040001022537
マシニングセンタで研磨まで！独自技術で短納期化と
コスト削減

東京東信用金庫

2912110140 千葉県 有限会社小林精密工業 2040002066612
精密超硬金属加工機導入による生産性改善と新事業立
ち上げの計画

大石泰弘

2912110141 千葉県 株式会社盛栄堂 2040001095224
低糖質あんを自社一貫生産し健康志向に対応した和菓
子の製造販売の実現低糖質あんを自社一貫生産し健康
志向に対応した和菓子の製造販売の実現

千葉県商工会連合会

2912110142 千葉県 株式会社福山医科 8040001006522
革新的な骨吸収性を持つＦ－バイオ骨ペーストの開発
と非臨床試験

公益財団法人千葉県産業振興センター



2912110144 千葉県 ジャパン栄光コ－ポレーション株式会社 6040001056874 中小企業の為の自動車コンシェルジュサービスの推進 株式会社千葉興業銀行

2912110145 千葉県 東京金属工業株式会社 7011801003118
ペンクリップマテハンシステムの確立による生産性と
顧客満足度の向上

株式会社エイチ・エーエル

2912110147 千葉県 株式会社平和化学工業所 6040001027504
中空プラスチック製品の多品種少量生産に対応した検
査装置の開発

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110148 千葉県 株式会社ＪＡＳ 3040001089662
耕作放棄地を利活用したいちごハウス栽培にＩＴを導
入して生産性向上

株式会社京葉銀行

2912110149 千葉県 株式会社ＤＩＧＬＥＥ 1020001086440
有償廃棄しているいちご余剰果を活用した市場ニーズ
の高いフリーズドライ商品の開発

株式会社京葉銀行

2912110152 千葉県 有限会社小川豊商店 6040002079395
新品種落花生と薄皮特性を活かした工法による機能性
の高い落花生商品の試作開発

野々上寛

2912110154 千葉県 株式会社コモダエンジニアリング 1040001067604
多品種少量品である産業機械用ボルトの内製化・自動
化への取組み

柏商工会議所

2912110159 千葉県 株式会社エコデシック 5040001098298
植物工場で露地栽培並の栽培コストを実現するＬＥＤ
照明とＵＦＢ発生器の開発

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110160 千葉県 株式会社新和 8040002038011
「超短納期生産システムの構築による即日対応の実
現」

株式会社りそな銀行

2912110162 千葉県 株式会社ケミコート 7040001029474
「強アルカリ電解水」生産工程のボトルネックを抜本
的に改善する生産プロセスの革新

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110163 千葉県 金丸タイヤ株式会社 3040001075885
全自動タイヤ脱着機導入と傾聴営業力強化による地域
安全拡大計画

大石泰弘

2912110164 千葉県 株式会社ブルックヘブン 1040001015273
高精度・多機能型スライドソー導入による短納期化と
受注拡大

石井寛

2912110167 千葉県 福井電化工業株式会社 9040001027419
お客様の多様なニーズに対応した生産支援システムの
構築

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110168 千葉県 株式会社北浦工業 2011501006094
ロボット導入し自動化、環境負荷低減、高付加価値粉
体塗装事業拡大

城北信用金庫

2912110170 千葉県 株式会社エヌシーエス 8011701011327 工程オート化による生産性向上計画 池永経営会計税理士法人

2912110171 千葉県 株式会社山川自動車 8040001007603
ポリウレア樹脂コーティング技術確立による特殊車両
製造事業への本格参入

野々上寛

2912110174 千葉県 株式会社みつわ 3040001007302
生産工程の見える化及び小ロット生産体制の構築によ
るインバウンドビジネスの即日対応を実現

株式会社商工組合中央金庫

2912110175 千葉県 株式会社ＳＵＳＰＲＯ 5040001034096
自動バンドソーと水冷溶接機による生産性向上と品質
の向上事業

株式会社エイチ・エーエル

2912110177 千葉県 株式会社パール技研 2040001018416
「対向式２スピンドル複合旋盤」を導入し精密部品加
工において新分野へ展開

東京東信用金庫

2912110178 千葉県 株式会社菓司庵いずみ野 3040001011493
千葉市地産菓子を定番手土産に！包装プロセス改善に
よる販路拡大事業

公益財団法人千葉市産業振興財団

2912110180 千葉県 有限会社山一天幕商会 6040002101101
オンリーワン大型特殊デザインテントの高品質・短納
期実現事業

千葉県商工会連合会

2912110181 千葉県 株式会社湧田鉄筋 7010601026873
生産能力及び安全性向上に対応する最新鉄筋自動曲装
置の導入

株式会社大江戸コンサルタント

2912110184 千葉県 株式会社寿 2040002080043
ムスリム観光客が安心して和食を楽しめるハラル宅配
サービス

株式会社千葉興業銀行

2912110186 千葉県 かとう歯科・矯正歯科
歯科医の匠の技術を生かした高精度デジタルデンティ
ストリー治療

株式会社千葉銀行

2912110187 千葉県 共立速記印刷株式会社 9010001002168
最先端紙反転機及び紙枚数計数機導入による品質保証
と雇用促進

株式会社商工組合中央金庫

2912110188 千葉県 有限会社丸千金属工業所 5040002030235
高品質に裏打ちされた取引先との信頼関係を強みと
し、生産性向上を目指す

株式会社京葉銀行

2912110189 千葉県 株式会社大真金型 5040001033395
国際的に需要が伸長している高級容器用金型の底部内
製化による一貫生産体制の構築

株式会社千葉銀行

2912110192 千葉県 株式会社ベルリング 4040001072650
３Ｄ技術導入による消防車の開発工程『３分の１』短
縮計画

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110197 千葉県 株式会社本宮自動車 4040001047446
新検査機器導入によるわかりやすい顧客向け自動車整
備報告書の導入と労働生産性向上

株式会社千葉銀行

2912110199 千葉県 早川鉄鋼販売株式会社 6010601005184
ＱＲコードでのデータ入力と自動曲げ機による短納期
で高品質の鉄筋製造

江東信用組合



2912110200 千葉県 有限会社岩木製作所 7040002087892 薄板大径真円加工金属部品の安定量産化 千葉県商工会連合会

2912110201 千葉県 株式会社ＬＩＮＥＲ広告社 8040001021868
ポスティング事業の強化による更なる地域経済活性化
と雇用促進の実現

株式会社千葉銀行

2912110203 千葉県 株式会社セガワ 8040001061716 レトルト釜導入による新商品開発と製造効率の向上 千葉県商工会連合会

2912110204 千葉県 株式会社コナン 5040001020708
新型レーザ加工機を導入した製品完全内製化による生
産性向上と新規需要の開拓

高橋敏則

2912110207 千葉県 Ｍｔｅｃイノベーション株式会社 9040001100563
低迷する縫製業の生産性を向上させる「型紙データ提
供サービス」

佐原信用金庫

2912110209 千葉県 株式会社カワイチ・テック 5011801017549
精密導電性樹脂ペレットの製造ライン増設による世界
市場に供給

城北信用金庫

2912110212 千葉県 佐川電子株式会社 8010501034075
ホビー用・教材用ロボットの設計・製造工程の改善と
生産性向上のための新規加工機の導入

東京東信用金庫

2912110216 千葉県 株式会社レゾナント・コミュニケーション 8011001044647
特許技術の国内実施権を利用した地方自治体向けスマ
ホカメラアプリ

税理士法人税務総合事務所

2912110217 千葉県 有限会社アンドウカンパニー 6040002017933 旋盤工程の省略による油圧部品の短納期・量産化 株式会社千葉銀行

2912110219 千葉県 株式会社西川 2040001075069
業界初、多品種魚の高鮮度・高品質加工を可能とした
生産体制の構築

株式会社千葉銀行

2912110220 千葉県 株式会社高岡鉄工所 1040001062258
自社開発フェースドライバピンによるシャフト制作の
短納期・量産化

株式会社千葉銀行

2912110223 千葉県 株式会社太田製作所 7040001040968
最新型切断機導入による屋根板金・壁板金製造プロセ
スの改善計画

株式会社エフピー・ワン・コンサルティング

2912110225 千葉県 有限会社スズ市水産 4040002100427
冷凍原料魚の品質保持と歩留まり向上を目指す保管
庫・解凍予備室の一体整備

株式会社千葉銀行

2912110226 千葉県 株式会社ＩＰＣ 9040001080384
フラットパネル製造装置に係る保守費用を軽減させる
洗浄サービスの海外展開

佐原信用金庫

2912110229 千葉県 株式会社弘報社 3040001002286
アナログ写真から作る！『人生の足跡フォトブック』
サービス

株式会社千葉興業銀行

2912110230 千葉県 有限会社斉藤プレス 8040002037888
独自のびびりレス高速切削技術と高剛性設備導入で高
品質高効率加工の実現

東京ベイ信用金庫

2912110232 千葉県 株式会社田中精機 9040001074898
研磨レスワイヤカット技術の開発と夜間自動運転によ
る生産性の革新

株式会社千葉銀行

2912110237 千葉県 有限会社杉山金属製作所 1040002087485
ハイボール等の炭酸飲料を更に美味しく味わうための
炭酸水ディスペンサー部品の製造

千葉県商工会連合会

2912110239 千葉県 ＧＥＮｃｏｍｐａｎｙ株式会社 7040001080568
小規模飲食店向け「共同セントラルキッチン」の事業
化

株式会社シャイン総研

2912110241 千葉県 ホンダスチール株式会社 7040001047765
新型ＣＮＣ自動旋盤導入による大判プリンタ部品の生
産プロセス改善事業

株式会社京葉銀行

2912110243 千葉県 有限会社光精工 6040002071402
ワイヤ放電加工機を活用した試作部品対応範囲拡大事
業

千葉県商工会連合会

2912110245 千葉県 株式会社京葉エナジー 8040001002067 廃棄物処理計量時におけるＡＳＰシステムの提供 株式会社京葉銀行

2912110246 千葉県 株式会社ＩＮＧＥＮ 3040001088598
病害虫対策分析に特化した農作業管理ＩＴサービス追
加機能の開発

株式会社千葉銀行

2912110247 千葉県 平甚酒店
「発酵の里こうざき」ならではの、地元地域の古代米
を配合した「さくら色の甘酒」の試作開発

千葉県商工会連合会

2912110250 千葉県 株式会社オルガノサーキット 4010401118915
高性能有機ＡＭ－ＴＦＴが駆動するフレキシブルＬＥ
Ｄディスプレイの電極間接続技術の改善

公益財団法人千葉県産業振興センター

2912110252 千葉県 株式会社永光自動車工業 2040001000811
車体の腐食による貸切バスの事故を防げ！ 床下防錆塗
装サービスの提供

株式会社千葉銀行

2912110258 千葉県 東京マテリアルトレード株式会社 6040001033147
バリアフリー設備の審美性のあるデザイン追求による
ステンレス製鋼材・管材加工需要の拡大

株式会社千葉興業銀行

2912110259 千葉県 東原産業株式会社 4040001011864
超短納期総合板金サービスの拡充にともなう生産プロ
セスの改善

株式会社千葉銀行

2912110264 千葉県 株式会社いしだ屋 2010001141071
粘性食品充填の革新的生産工程導入による生産性向上
と小ロット対応

株式会社東日本銀行

2912110267 千葉県 ソフィアプランニング株式会社 7040001039564
流通サービス業へのロボット接客専門ソフト提供によ
る付加価値と労働生産性向上

青柳六郎太



2912110270 千葉県 株式会社ビスト 3040001061522
当社初の産業ロボット向け大型重量部品の精密機械加
工技術構築と設備導入

株式会社常陽銀行

2912110273 千葉県 株式会社Ｃ－ＮＥＴ 1040001024654
「高齢賃借者見守り２４時間対応管理システムの導
入」による入居率向上と事業拡大

株式会社千葉銀行

2912110274 千葉県 株式会社トリマティス 9040001030892 橋脚水中部点検用レーザ距離測定器の試作開発 株式会社千葉銀行

2912110275 千葉県 東京リベツト工業株式会社 3010601004536
ファインシステムの導入による返品ゼロ化及び高品質
製品の供給による競争力の強化

株式会社千葉銀行

2912110279 千葉県 株式会社セイユー 7040001061114
次世代型高性能木材乾燥機導入による輸出用木製パ
レットの生産プロセス改善

株式会社千葉銀行

2912110280 千葉県 株式会社アレーズヘアープロデュース 6040001085353
気軽にできる脱毛サービスで顧客満足度アップと新規
顧客層の開拓

株式会社千葉銀行

2912110282 千葉県 株式会社ＳＨＵ　ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ 4010401102737
「真空乳化装置」導入による化粧品生産性の向上と品
質向上

東京東信用金庫

2912110283 千葉県 有限会社高橋製作所 1040002035106
最新放電加工機導入による精密プレス加工技術の高付
加価値化

増田考邦

2912110286 千葉県 株式会社シュアショット 2040001085514
二輪車用模擬実走試験装置導入による収益改善及び安
全性向上計画

株式会社千葉銀行

2912110288 千葉県 新松戸すこやか歯科
歯科用ＣＢＣＴ画像によるコンピューター診断支援シ
ステムの根管治療への応用

株式会社千葉銀行

2912110290 千葉県 株式会社川越屋 4011201001245
市場拡大に対応するナッツ加工高度化装置の導入と差
別化商品の開発

西武信用金庫

2912110291 千葉県 かんざき歯科クリニック
歯内療法分野で最先端を行くアメリカで始まっている
マイクロスコープ式根管治療の導入と確立

坂本晃

2912110292 千葉県 有限会社中島工業 7040002047632
生産性を重視した鋼材の高効率旋削加工技術獲得によ
る生産プロセスの改善

株式会社京葉銀行

2912110296 千葉県
幹事企業：株式会社土屋
連携体１：有限会社橋村商店

幹事企業：
2040001063247
連携体１：
7040002083900

食用肉の端材（くず肉）や害獣を使った無添加ペット
フードの開発

幹事企業：千葉県商工会連合会
連携体１：千葉県商工会連合会

2912110297 千葉県 株式会社寺田自動車 7040001045463
ＩｏＴを用いた遠隔診断機能を有する次世代自動車検
査工場の実現

税理士法人オフィス９２１

2912110303 千葉県 株式会社グリーンマウス 2040001031443
獣医外科で使用される高耐食性メンツェンバウム剪刀
の試作開発

千葉県商工会連合会

2912110304 千葉県 原沢精機株式会社 5040001028288
工具開発とＮＣ旋盤導入による、フッ素樹脂の高精
度、高能率加工の実現

牛腸真司

2912110307 千葉県 株式会社ＦＲＯＮＴ 2040001031641
衣料品の仕上げ加工工程の生産効率向上にむけた生産
ライン更新

習志野商工会議所

2912110311 千葉県 株式会社シマダエッグ 5040001003233
時代のニーズでもある中食外食に対しての商品供給の
拡大を目的としたＨＡＣＣＰに対応した設備投資

株式会社商工組合中央金庫

2912110313 千葉県 あおい歯科医院 咬み合わせ治療の改善による歯科医療の根本的改革 坂本晃

2912110315 千葉県 株式会社共進ペイパー＆パッケージ 7140001012890
デジタル技術を活かし、段ボールの製造効率化及びＷ
ＥＢ販売による革新的サービスの実現

株式会社商工組合中央金庫

2912110316 千葉県 有限会社新栄工業 8040002005168
若手技術者の育成と金型製造進出による新しい研究開
発型プレス加工業の創出

株式会社千葉銀行

2912110320 千葉県 株式会社光機械製作所 7190001000882
樹脂及びガラス基板へマイクロ流路を形成するレーザ
加工技術の確立

株式会社百五銀行


