
（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 3012110007 千葉県 有限会社ワイピーシー 8040002019746
子どもの好奇心や独創性を育む組立ブロックの量産体制構
築

習志野商工会議所

2 3012110013 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

3 3012110015 千葉県 張替鉄筋工業株式会社 7011801003984
鉄筋精密切断機導入によるプレキャスト工法建築需要への
対応事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

4 3012110018 千葉県 株式会社鈴木工業 6040001075123
ＧＮＳＳ測量技術を活用し耕作困難地域を改善！農業を活
性化させ地域に貢献！

菅野浩司

5 3012110002 千葉県 宇田川歯科医院 ＣＴ技術を利用した無口蓋総義歯製作技法の開発 株式会社千葉銀行

6 3012110003 千葉県 太田工業株式会社 7011701001758 県内唯一のオーダーメイド形鋼加工対応のＮＣ化 若杉　拓弥

7 3012110004 千葉県 経営改善研究所
ＩｏＴを活用した経営改善手法構築による生産性向上支援の
全国展開

大石　泰弘

8 3012110005 千葉県 株式会社滝沢本店 2040001042993
麹造り工程の改善による酒造りの高度化と成田参道の立地
を生かした直売事業

前田　和宏

9 3012110006 千葉県 株式会社飯沼本家 1040001047465
創業３００年の技術蓄積と搾り工程の刷新による特定名称
酒の高品質化と量産体制強化

前田 和宏

10 3012110008 千葉県 株式会社カワイチ・テック 5011801017549 精密導電性樹脂の製造ライン増設による世界市場に供給 城北信用金庫

11 3012110009 千葉県 は組デンタルサービス株式会社 1040001018425
国及び歯科医のニーズに応え地域のインプラントガイド普及
に貢献

福井　大

12 3012110010 千葉県 株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ 1040001081596
国内初・完全キャッシュレスサービス対応の新型コインランド
リー店舗の開発

株式会社千葉銀行

13 3012110012 千葉県 有限会社フルフィルアセンション 3040002103083
地域農産物のブランド価値向上に貢献する、独創的氷菓の
販売事業

株式会社千葉銀行

14 3012110016 千葉県 菊花サービス株式会社 3040001077171
足場業者専門情報管理システム導入によるＩＴ化で実現する
生産性向上

矢澤　雅彦

15 3012110017 千葉県 有限会社ライト・ライズ 5040002059489 品切れと食材ロスを激減！ＡＩセントラルキッチンの開発 株式会社シャイン総研

16 3012120020 千葉県 株式会社堀内製作所 9040001036832
金型温度管理法方を改善し、多面付射出金型を開発し品質
向上と生産性改善を実現する

税理士法人ＡＳＨＡ

17 3012120029 千葉県 松岡水産株式会社 5040001062460 ＭＡＰ包装食品の賞味期限を長期化する技術の確立 株式会社千葉銀行

18 3012120030 千葉県 有限会社英工業 1040002029941
最新式鏡面研磨装置による複数個取り金型の磨き精度高
度化事業

株式会社千葉銀行

19 3012120033 千葉県 株式会社プラネックス 2040001016444
高性能射出成形機導入による複雑形状プラマグの生産プロ
セス改善

株式会社京葉銀行

20 3012120035 千葉県 しかく家具製作所
ＣＮＣ加工機導入による複雑でデザイン性の高い家具の効
率的な生産体制構築

税理士法人坂本会計

21 3012120039 千葉県 八街製作所
大径・長尺加工に対応したＣＮＣ自動旋盤導入による生産力
強化

千葉信用金庫

22 3012120040 千葉県 三協プレス工業株式会社 9040001002677
曲げ工程の内製化による、ＳＭＳ２層連結型ゴンドラ向け部
品の供給体制構築

株式会社商工組合中央金庫

23 3012120041 千葉県 有限会社赤堀 9040002031758
最新式ＮＣ旋盤導入による中グリ加工の高度化・生産プロセ
ス改善事業

東京東信用金庫

24 3012120042 千葉県 有限会社鈴木総合製本 1040002006008
丁合入紙機導入による広報誌等へのペラ（２頁の紙）の入紙
作業の生産性向上

船越良人

25 3012120043 千葉県 株式会社武井製作所 1040001036047
小ロット品に対応するためのＩｏＴを活用した生産プロセス改
善の取組み

松戸商工会議所

26 3012120044 千葉県 株式会社カネコ 4040001029386
生産管理体制の革新がもたらすトレーサビリティの実現と製
品訴求力の向上

株式会社エフアンドエム

27 3012120045 千葉県 株式会社ビスト 3040001061522
新たな大型クローラー（俗名：キャタピラ）駆動部品の技術開
発と設備投資

銚子信用金庫

28 3012120047 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品質向上と廃プラスチックの滞留問題
への貢献

株式会社エフアンドエム

29 3012120049 千葉県 信栄工業株式会社 5030001065596
長尺複雑形状金属曲げ加工の熟練技術継承による高効率
生産プロセスの構築と新領域参入への挑戦

株式会社常陽銀行

30 3012120050 千葉県 田中自動車株式会社 2040001054238
最新式リフト導入による超大型車両に対応した革新的整備
ライン構築

株式会社千葉銀行

31 3012120051 千葉県 東海テクノサービス株式会社 3040001005173
集光面に無機質材をコーティングする専用設備を導入し初
期発電効率を長期持続させる新事業推進。

株式会社千葉銀行

32 3012120052 千葉県 株式会社丸六 4040001061298
「骨まで食べられる焼き魚・煮魚」の研究開発及び輸出事業
の展開

株式会社千葉興業銀行

33 3012120053 千葉県 有限会社匠製作所 3040002079638 ＥＶ用充電器の開発試作実施のための生産体制整備 株式会社千葉銀行

34 3012120055 千葉県 株式会社ヒダン 3010601032768 環境負荷低減を目標とする表面処理プロセスの開発 公益財団法人千葉県産業振興センター

35 3012120056 千葉県 株式会社鳥海製作所 2040001099530
自動車用部品の難削材加工技術を開発することによる高精
度化の実現

千葉信用金庫

36 3012120057 千葉県 岡本硝子株式会社 2040001065334
複雑立体形状品に対応する精密成型金型開発及びその成
型プロセスの確立

公益財団法人千葉県産業振興センター

37 3012120060 千葉県 株式会社曙産業 2011501013025
厚肉で難加工素材のカーマットの高精度且つ高効率な生産
体制構築

株式会社千葉銀行

38 3012120061 千葉県 台東部品株式会社 4010501007687
ロール成形加工の効率化から始める工場全体の最適化、技
術承継

朝日信用金庫

39 3012120063 千葉県 有限会社大神製作所 9040002053686
今までにない薄板鋼板のキズレスなバリ取りロボットを開発
して無人化を実現

公益財団法人千葉県産業振興センター

40 3012120064 千葉県 株式会社雄進 7040001043979
グラビア印刷版の洗浄・研磨工程自動化による印刷品質改
良と生産性向上

株式会社千葉銀行

41 3012120067 千葉県 株式会社ジン・プロダクトライン 1040001016478
洗浄・絶縁被膜技術を利用した非常用電源装置の表面改質
サービス

米山憲一

42 3012120069 千葉県 千葉インプラントセンター船橋株式会社 9040001084666
顎負担を軽減する３－２方式によるオーバーデンチャーの開
発事業

アイアンドアイ株式会社

43 3012120070 千葉県 有限会社くらうど 3040002045425
地元食材を使った御菓子を開発し、地産地消により地域社
会へ貢献！

東京ベイ信用金庫

44 3012120071 千葉県 有限会社雄和製作所 7040002058019
最新マシニングセンタ導入による自社生産能力増強のため
の生産プロセスの改善

亀有信用金庫

45 3012120074 千葉県 星野興業株式会社 9010601015296
自動化と工場内運搬作業の見直しによる効率的生産体制
の確立

株式会社みずほ銀行

46 3012120076 千葉県 公津の杜歯科クリニック
高次医療機関の歯科治療を子供にも！地元密着歯科診療
所の挑戦

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

47 3012120078 千葉県 株式会社サンパック 4040002034071
プラスチックによる海洋汚染を防ぐ紙緩衝材付封筒の生産
体制確立

株式会社京葉銀行

48 3012120082 千葉県 和幸工業株式会社 6040001043765
ＡＳＶ事故車の修復とエーミングによるＡＳＶ技術修正システ
ムの構築

千葉県商工会連合会

49 3012120084 千葉県 株式会社豊富機械工業 7040001022537
独自の研磨レス旋盤加工法の開発による短納期化と生産
性大幅向上

東京東信用金庫

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
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50 3012120085 千葉県 株式会社ＱｕａｌｉｔＲ 8040001073257 小型・中型トラックのボディ脱着装置の開発及び製品化 株式会社千葉銀行

51 3012120086 千葉県 株式会社サンオー 9040001038069
検品・組立作業の完全自動化による生産プロセスのイノベー
ション

特定非営利活動法人とうかつ経営支援グルー
プ

52 3012120087 千葉県 アスカ自動車工業株式会社 4040001013497 溶剤塗料から水溶性塗料への転換による環境経営の強化 藤井　尊則

53 3012120088 千葉県 株式会社ディッジ 8040001040629
ＣＧ制作の生産性を向上させる社内マネジメントシステムの
開発

松戸商工会議所

54 3012120089 千葉県 ラフィーヌ歯科東松戸駅前医院
口腔がん手術を受けた患者に対する歯列再建治療方法の
確立

アイアンドアイ株式会社

55 3012120091 千葉県 アシザワ・ファインテック株式会社 7040001014988
顧客のニーズを捉えた微粒子化製造装置を提供するための
開発プロセス革新

公益財団法人千葉県産業振興センター

56 3012120092 千葉県 有限会社マグ広告ドットコム 2040002031590
訪日外国人向けゲストハウス宿泊客名簿管理サービスの構
築

株式会社千葉銀行

57 3012120093 千葉県 株式会社ＭＡＨ 1040001068890
ＣＴ機器導入による検査精度の向上及び手術・治療範囲の
拡大

柏商工会議所

58 3012120095 千葉県 株式会社鑫達企画 5040001076106
鉄筋自動切断機および鉄筋自動曲装置導入による加工精
度の向上及び工程効率化による労働環境改善の実現

株式会社京葉銀行

59 3012120098 千葉県 株式会社エコシステム 2040001045377
建築金物制作にかかる製造工程改善による工期短縮化及
び新規雇用の創出事業

株式会社京葉銀行

60 3012120102 千葉県 株式会社リディアワークス 2010601040136
環境に配慮した電飾看板システムの製造販売における生産
プロセスの革新

東京東信用金庫

61 3012120103 千葉県 ファスニング・ディワン株式会社 6040001037288
最新式１２㎜平ダイス転造盤導入によるネジ先加工の高度
化事業

株式会社りそな銀行

62 3012120106 千葉県 Ｔｈｒｅｅ ｌｉｔｔｌｅ ｂｉｒｄｓ 合同会社 2040003008266
営農型太陽光発電下での高生産性大規模有機農業生産の
実施による大口需要市場への販売

銚子信用金庫

63 3012120107 千葉県 株式会社ユースワーク 1040001015760
海洋調査の需要拡大に向けた高精度調査部品の短納期化
計画

株式会社エフアンドエム

64 3012120108 千葉県 有限会社十字製作所 2040002046416
需要が拡大する天然ガス発電機用大型ギア部品の生産拡
大体制構築

株式会社エフアンドエム

65 3012120109 千葉県 株式会社樹楽製作所 5010401104658
様々な「場」の不足を改善し、働き方改革を促進する多機能
ブースの開発

株式会社千葉銀行

66 3012120110 千葉県 白沢電設株式会社 8040001065799
ＩｏＴ・画像処理・ロボットを利用した新しい生産設備デモシス
テム

株式会社千葉銀行

67 3012120112 千葉県 アニマルフィード株式会社 4040001014875
高速流動式乾燥機によるビール粕飼料の高品質化・生産性
向上計画

鳥飼三津男

68 3012120114 千葉県 みやした歯科・矯正歯科
唇顎口蓋裂患者に代表される歯牙の先天性欠損への画期
的治療法の確立

株式会社千葉銀行

69 3012120116 千葉県 株式会社齋藤螺子製作所 8040003000787
需要が拡大する特殊な転造ねじの生産工程改善による高精
度化及び短納期化

株式会社エフアンドエム

70 3012120117 千葉県 株式会社関口精機 9040002018532
高性能ＣＮＣ精密旋盤導入による多段式シャフトロール製造
の高度化事業

株式会社千葉銀行

71 3012120118 千葉県 合資会社寒菊銘醸 2040003003143
地域素材を活用した日本酒開発と国内外大量流通に向けた
原料米処理の効率化

株式会社千葉銀行

72 3012120119 千葉県 株式会社岡部製作所 9040001048927
浴室用手すりの組立・梱包工程の自動化による品質均一化
と生産性向上

株式会社千葉銀行

73 3012120121 千葉県 有限会社タナカ 7020002067145 ショッピングモール向け店舗案内自走ロボット筐体の開発 川崎信用金庫

74 3012120123 千葉県 株式会社コナン 5040001020708
ＹＡＧレーザ溶接機の導入による生産能力の向上と新分野
の開拓

高橋敏則

75 3012120124 千葉県 株式会社加藤公平商店 6040001061379
精選精度の改善とボトルネックの解消による生産力強化及
び輸出事業への進出

株式会社千葉銀行

76 3012120127 千葉県 執行工業株式会社 1040001072587
オリジナル溶接技術の確立によるリードタイム短縮とコスト
削減

株式会社常陽銀行

77 3012120128 千葉県 株式会社コモダエンジニアリング 1040001067604
顧客の短納期・量産依頼に貢献するための生産自動化の取
組み

柏商工会議所

78 3012120130 千葉県 株式会社エマック 2040001062018
自動シュリンク包装機導入によるカニ加工の生産性向上と
品質向上

銚子信用金庫

79 3012120131 千葉県 日本ケーブル株式会社 3010001033111
最新式ドローン・専用延線装置導入による革新的都市索道
事業

習志野商工会議所

80 3012120132 千葉県 有限会社今井設備工業 4040002080504
自走式地下水汲上工事システムの開発によるワンストップ
サービスの提供事業

房総信用組合

81 3012120133 千葉県 日本フォームサービス株式会社 1011701006077
データセンター用液浸冷却装置の日本向け製品開発と製造
技術の構築

東京商工会議所

82 3012120134 千葉県 有限会社ディタ 8040002023814
口腔内スキャンに対応するコンサルティング歯科技工サービ
ス基盤の構築

株式会社京葉銀行

83 3012120136 千葉県 有限会社常世田鉄工所 9040002074410
特急・特注部品を製作対応、京葉工業地域の「頼れる保全
課」工場の実現

株式会社千葉興業銀行

84 3012120137 千葉県 マエダ工業株式会社 3040001087237
道路橋補修工事におけるプラズマアーク溶射による防食加
工技術の確立

渡辺貞彦

85 3012120138 千葉県 クリスタル歯科
３次元的把握によるインプラント治療長期的審美性維持へ
の取組み

安達隆久

86 3012120143 千葉県 株式会社石崎製作所 4040001058088
特急対応生産ライン構築による、ベットフレーム部品の加工
能力強化

銚子信用金庫

87 3012120144 千葉県 池田畳店
両框切断機導入による畳製造の高精度化及び生産性向上
の製造プロセス構築

千葉県商工会連合会

88 3012120145 千葉県 株式会社石井製作所 6040003004410
食品産業向けカスタマイズ部品多品種少量生産の短納期対
応技術開発

館山商工会議所

89 3012120147 千葉県 株式会社ソフケン 4040001044154
動物由来の臭いを解消し、現場の環境を改善する消臭パネ
ルの製造

公益財団法人千葉県産業振興センター

90 3012120150 千葉県 新日本金属工業株式会社 3040001003185
製缶事業拡大に向けた、多品種少量品の短納期生産体制
構築

株式会社商工組合中央金庫

91 3012120151 千葉県 有限会社滝見苑 6040002102652
大多喜産地産地消のテイクアウト食材による旅館業の新
サービス展開

銚子信用金庫

92 3012120152 千葉県 有限会社亀山温泉ホテル 1040002069905
小さなお子様連れ家族客が家族団欒を楽しめる「ウェルカム
ベビーの宿」へ革新

株式会社京葉銀行

93 3012120154 千葉県 有限会社東照精機製作所 3040002008142 電子顕微鏡用の純鉄製品の安定加工技術の確立 千葉信用金庫

94 3012120155 千葉県 株式会社イノビオット 1040001107062 子供の自転車運転見守りサービス「あんしん自転車」 北摂マーケティング合同会社

95 3012120157 千葉県 株式会社野澤プレス製作所 6040001048095
電線共同溝部品の曲げ工程内製化による、電柱地中化推
進への貢献

株式会社京葉銀行

96 3012120158 千葉県 こーひー豆のゆら
最新焙煎機導入による革新的コーヒー豆焙煎プロセスの確
立

株式会社千葉銀行

97 3012120159 千葉県 たちばなふぁーむ合同会社 2040003012697 自然を満喫できる農業体験で顧客満足度の向上 坂野直人

98 3012120161 千葉県 株式会社ひらい 3040001056191
新規受注に対応した合板加工機の導入と加工技術の開発
による生産性の向上

株式会社千葉銀行

99 3012120162 千葉県 株式会社フィジックステクノロジー 9040002043101
非接触検査装置を活用したステント製品検査サービスの提
供

小髙正裕



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

100 3012120163 千葉県 株式会社實埜邑 1040001032161
県産もち麦のプチギフトクッキー製造の効率化による障害者
職域の拡大

株式会社京葉銀行

101 3012120164 千葉県 有限会社小林製作所 1011702004377
最新式ベンダー導入による、革新的なデッキプレートの生産
体制構築

株式会社ゼロプラス

102 3012120165 千葉県 株式会社新和 8040002038011 板金曲げ工程強化によるボトルネック解消～生産性向上 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

103 3012120166 千葉県 株式会社エコメディ 3040001082972
往診サービス強化で商圏拡大！最新機器導入で顧客満足
度向上

千葉信用金庫

104 3012120167 千葉県 有限会社伊藤製作所 6040002060264
高品質で築いた取引基盤を活用し、生産性向上により売上・
利益拡大を目指す

株式会社京葉銀行

105 3012120168 千葉県 株式会社藤井製作所 5011701006726
鉛フリー快削りん青銅の冷間圧延技術開発とその新市場の
創出

株式会社千葉興業銀行

106 3012120170 千葉県 株式会社アーティエンス・ラボ 1040001080334
見づらかった「３Ｄ透明ホログラム」の革新的照明方式の実
用化開発

株式会社千葉銀行

107 3012120172 千葉県 まつお歯科クリニック
最新設備導入による障害者歯科治療・審美歯科の生産性向
上

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

108 3012120173 千葉県 株式会社東和精機 3040001075456
ベンディングマシン導入によるフレームレス筐体製造事業の
新規需要取込み

株式会社ゼロプラス

109 3012120174 千葉県 株式会社小松原製作所 3040001075118 ＩｏＴ導入による技能承継と新型機械で品質と生産性を向上 公益財団法人千葉県産業振興センター

110 3012120175 千葉県 早川鉄鋼販売株式会社 6010601005184
元請・協力会社と一体となった組織の垣根を超えた鉄筋工
事の施行革新への挑戦

若杉拓弥

111 3012120176 千葉県 株式会社山八 5040001074662
南房総受注体制の構築のための社内生産プロセス合理化
事業

館山信用金庫

112 3012120177 千葉県 株式会社ぺッパーズパントリー 6040001052543
パン製造能力と新商品開発力向上を実現するミキサーと分
割丸目機の導入

館山信用金庫

113 3012120179 千葉県 有限会社協栄産業 7040002003338
曲げ作業の革新による、国際規格に対応した食品自動機用
部品の供給

株式会社常陽銀行

114 3012120180 千葉県 エイチ・ジー・サービス株式会社 1011701001219
国交省認定弊社オリジナル工法の内製化と革新的杭工法
の確立

株式会社千葉興業銀行

115 3012120184 千葉県 株式会社コーケン 6040001059068
測量のスマート改革！最新機器技術を活用した３Ｄ測量とＩ
ＣＴ測量システムの構築

株式会社千葉銀行

116 3012120185 千葉県 銀河コーヒー株式会社 1040001101222
製造設備の機能拡充による、女性向け革新的コーヒーの新
製品開発および品質改善と増産体制の確立

東京東信用金庫

117 3012120187 千葉県 染谷オートサービス
水性塗装車が待ち望む次世代塗装システムによる超短納
期化の実現

株式会社千葉興業銀行

118 3012120188 千葉県 藤田金属株式会社 8010001055654
金属加工の生産効率向上やＳＣＭをサポートする高精度金
属角素材供給サービスの確立

山地真吾

119 3012120189 千葉県 株式会社平田精機 7040001027395 内視鏡下手術用機器の開発によるビジネスモデル改革 株式会社千葉銀行

120 3012120190 千葉県 有限会社協和デンタル・ラボラトリー 1040002045352
口腔内全体治療を実現するための技工デジタル設計サービ
スの確立

公益財団法人千葉県産業振興センター

121 3012120191 千葉県 しのはらプレスサービス株式会社 1040001017625
設備診断技術を導入したプレス機械の新しい検査サービス
の開発

公益財団法人千葉県産業振興センター

122 3012120192 千葉県 藤恵工業株式会社 2040001036698 高難度・高精細な新規加工案件の生産能力強化の取組み 柏商工会議所

123 3012120193 千葉県 日本ディスプレイ株式会社 7040001090740 ＩＴを活用し木工ブース製作のワンストップサービスを実現 千葉信用金庫

124 3012120195 千葉県 株式会社須藤本家 8040001051931
千葉県の中小酒蔵初のシングルモルトウイスキー開発と量
産化

株式会社千葉銀行

125 3012120197 千葉県 有限会社杉山金属製作所 1040002087485
道路の補修工事省力化を実現するコンクリートブロック用ワ
ンタッチインサート部品の製造

千葉県商工会連合会

126 3012120199 千葉県 有限会社宇野澤鉄工 4040002084273
ベンディング加工の高度化と工法置換による短納期化の実
現

税理士法人桜頼パートナーズ会計

127 3012120202 千葉県 有限会社豊泉製作所 5040002047576
びびり抑制理論のマシニングセンタでの実践による高精度
高効率加工技術の開発

株式会社千葉銀行

128 3012120203 千葉県 有限会社小澤製作所 1040002057100
門型マシニングセンタを使った加工プロセス改善と量産体制
の確立

千葉県商工会連合会

129 3012120206 千葉県 株式会社フジックス 8040001045553
廃棄されていた型枠合板等を用いた木質バイオマス燃料の
生産ラインの自動化

公益財団法人千葉県産業振興センター

130 3012120210 千葉県 株式会社キヨシゲ 3040001029412
レーザマシン導入、ＩｏＴ化の推進による生産性向上および技
能承継

株式会社千葉銀行

131 3012120211 千葉県 株式会社志村精機製作所 7010801005520 ５軸ＭＣによるテフロン部品加工の生産性アップ さわやか信用金庫

132 3012120214 千葉県 有限会社ル・パティシエヨコヤマ 6040002019401
新設備により、生産性効率向上と手作り困難な超多層型商
品開発を同時に果たす事業

税理士法人日本会計グループ

133 3012120219 千葉県 習志野化工株式会社 4040001021038
新たなグッドレン製造・生産プロセス構築による生産性の向
上

有限会社アサートアンドトラスト

134 3012120220 千葉県 株式会社モノベエンジニアリング 7040001007513
ヒ素の水をばね式フィルターと赤錆を活用して飲適化するろ
過装置の開発事業

公益財団法人千葉市産業振興財団

135 3012120221 千葉県 大一木材株式会社 2010601004041
業界トップ企業としてＲＣ建築技術の保護に貢献する型枠パ
ネル製造

株式会社商工組合中央金庫

136 3012120223 千葉県 オーム技研工業株式会社 1040001044660
中空成形金型曲面部微細加工技術開発による技術伝承と
生産性の向上

細谷和丈

137 3012120224 千葉県 株式会社スプリント 4040001104123
誰でも名コーチ！アスリートコンディション管理システムの開
発

銚子商工信用組合

138 3012120226 千葉県 細谷工業株式会社 3040001058956
大規模構築物の工期短縮を実現する「ハイブリッド構法」向
け鉄骨部品の試作開発体制の構築

房総信用組合

139 3012120228 千葉県 株式会社大多和組 1040001058925
耕作放棄地を活用した「白子たまねぎ」によるオニオンピク
ルスの試作・開発

房総信用組合

140 3012120229 千葉県 株式会社マツドトランスファー 5040001036935
高精度印刷機導入による生産性・生産能力の向上と新規市
場開拓

東京ベイ信用金庫

141 3012120230 千葉県 アクアエンタープライズ株式会社 6040001052460
空港における移動時間を予測して利便性を高めるシステム
の実現

千葉信用金庫

142 3012120231 千葉県 株式会社ＩＮＧＥＮ 3040001088598
農業病害虫対策ナビゲーションＩＴサービスにおける画像診
断・病害流行機能の追加開発

株式会社千葉銀行

143 3012120233 千葉県 有限会社鈴木企画 5040002006004
伴侶動物のがん早期発見体制の構築とＣＴ 検査受け入れ
による地域獣医療レベルの引き上げ

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

144 3012120234 千葉県 株式会社西川 2040001075069 消費者ニーズに合わせた新たな生産ラインの設置 株式会社千葉銀行

145 3012120235 千葉県 株式会社いしだ屋 2010001141071
個食・簡便化ニーズに応える電子レンジによる炊き上げ可能
なレンジ袋米の生産

朝日信用金庫

146 3012120236 千葉県 信和産業株式会社 7040001021992
オーダーメイドの食品包装印刷ニーズに応えられる高効率
な生産体制の実現

株式会社千葉銀行

147 3012120238 千葉県 平甚酒店
「糀」の甘みを活かした、神崎町産大豆による「糀味噌」の試
作開発

千葉県商工会連合会

148 3012120239 千葉県 株式会社ダイヤサービス 4040001004190
ドローン活用による害獣狩猟ソリューションの構築と生育頭
数のＩｏＴ管理

千葉商工会議所

149 3012120249 千葉県 しらとり歯科・矯正歯科
歯科技工士の労働環境および患者の検査負担の改善に向
けた口腔内スキャナーの導入

税理士法人キャスダック



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

150 3012120250 千葉県 市民エネルギーちば合同会社 3040003006376
国内初のスリムタイプ両面受光型ソーラーシェアリングシス
テムの開発と普及事業

株式会社千葉銀行

151 3012120253 千葉県 株式会社協同工芸社 5040001001732 情報発信されやすいモニュメント看板の４３％納期短縮 公益財団法人千葉県産業振興センター

152 3012120255 千葉県 グローバルマイクロニクス株式会社 9040001066474 ノイズに強い医療およびセキュリティ用基板の試作開発 柏商工会議所

153 3012120257 千葉県 京新工業株式会社 4040001014396
生体適合性の高いポリウレタンを用いた歯科医療用マウス
ピースの開発

株式会社千葉銀行

154 3012120258 千葉県 有限会社高地製作所 2040002004118
材料のビビりやすさを検知して主軸回転速度を可変する独
自ネジ切り法の開発

株式会社京葉銀行

155 3012120260 千葉県 ＲＵＥ ＤＥ ＣＨＡＴ
３Ｄ 着装シミュレーター導入で自立化した企画提案型の革
新的な事業

株式会社京葉銀行

156 3012120261 千葉県 株式会社丸北工業 2040001061184
建築鋼材の需要増に応える高出力ファイバーレーザ導入に
よる厚板鋼材の高精度化

株式会社京葉銀行

157 3012120264 千葉県 有限会社マザーズ 6040002085996
オーガニックコットン衣類のフルオーダーサービス提供のた
めの生産体制構築

銚子信用金庫

158 3012120266 千葉県 株式会社ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 6040002095995 レーザ溶接加工時の画像解析装置の開発 株式会社千葉銀行

159 3012120271 千葉県 株式会社マリン精工 2040001010711
汎用／ＮＣハイブリッド研削盤を使った高精度加工技術開発
と技能承継

株式会社京葉銀行

160 3012120272 千葉県 丸信工業株式会社 7040001058960
三次元測量データ活用による、土木事業の全工程ＩＣＴ化事
業

房総信用組合

161 3012120274 千葉県 ＦＲＥＥ ＳＨＩＮＥ株式会社 8040001041313
低コストで設置が容易な、生産ライン向け異常検出・故障予
知装置の開発

株式会社千葉銀行

162 3012120277 千葉県 丸三スプリング株式会社 9040001050940
県内唯一、極細～太物まで全領域に対応するばねの生産
計画

木川英則

163 3012120279 千葉県 株式会社ミノダ 6010001030188
幼稚園保育園指定・お名前シールグッズ一括提供サービス
の開発

朝日信用金庫

164 3012120280 千葉県 株式会社ブルックヘブン 1040001015273
高付加価値製品を生み出す５軸制御式マシニングセンター
導入による競合他社差別化

石井寛

165 3012120281 千葉県 株式会社オーエックスエンジニアリング 4040001001089
海外ユーザに対して次世代型車いすを短納期で提供できる
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

166 3012120282 千葉県 有限会社メイ・テック 2040002049113
ゴム製品の寸法管理厳格化に対応する為の画像寸法測定
器の導入

松戸商工会議所

167 3012120283 千葉県 東原産業株式会社 4040001011864 超短納期板金加工のハイブリッド生産プロセスへの挑戦 株式会社千葉銀行

168 3012120285 千葉県 株式会社テラジマ 7040001064728
人手不足対応としてロボット溶接機導入による生産プロセス
の革新

公益財団法人千葉県産業振興センター

169 3012120288 千葉県 株式会社三栄興業 1030001036709
独自開発した次世代型プラの生産性と品質管理技術の向上
による競争力強化

柏商工会議所

170 3012120289 千葉県 株式会社京北自動車 5040001038007 既存顧客に存在する「短納期」を望む新規顧客の獲得事業 流山商工会議所

171 3012120290 千葉県 株式会社玉田製作所 4010701005929
プラスチック中空成形機導入による生産性の向上、及び介
護関連製品市場への進出

朝日信用金庫

172 3012120291 千葉県 木村プログレス工業株式会社 6040001062088
多品種、小ロット、短納期の特殊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

173 3012120292 千葉県 有限会社丸大水産 1040002101923
独自のいけすで付加価値を高めた魚介類選別工程におけ
る生産性向上の実現

千葉県商工会連合会

174 3012120293 千葉県 株式会社オルガノサーキット 4010401118915
低コストシート型ディスプレイの多層印刷配線フィルム基板
作製の高効率化

公益財団法人千葉県産業振興センター

175 3012120296 千葉県 エッチ・アンド・ケー株式会社 9010501016436
２液性ポリウレタン樹脂を用いた電気自動車向けワイヤー
ハーネス検査治具の試作開発支援事業

千葉県商工会連合会

176 3012120299 千葉県 日本ベルパーツ株式会社 7040001021332
新たな切断方法開発による金属ローラー部品の生産プロセ
ス改善事業

株式会社みずほ銀行

177 3012120302 千葉県 東洋酵素化学株式会社 2040001030148
微細化技術の導入で素材の吸収力を高める健康改善機能
食品の開発

税理士法人ＣＷＭ総研

178 3012120304 千葉県 有限会社長浦製作所 7040002054562
３次元測定機とＩｏＴによるプラスチック一貫生産工程構築と
技能承継

流山商工会議所

179 3012120305 千葉県 有限会社横浜研磨 9040002071911
ＣＮＣ円筒研削盤導入で可能にする生産性改善と新事業立
ち上げの計画

君津信用組合

180 3012120308 千葉県 株式会社シーネット 5040001017522
ＡＩ－ＯＣＲとＲＰＡで圧倒的省力化！共配センター向け革新
的サービスの開発

株式会社千葉銀行

181 3012120309 千葉県 株式会社Ｉｎｓｔｉｌｌ 6040001093208 生産工程のボトルネック解消とＯＥＭサービスのメニュー化 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

182 3012120312 千葉県 有限会社まるしち水産 2040002078566
国内初となる氷温技術を活用した「氷温熟成いわし丸干し」
の開発・製造及び販路開拓事業

千葉県商工会連合会

183 3012120313 千葉県 株式会社ニチオン 1040001018326
ストレス対処能力向上アプリ開発によるソーシャル・マーケ
ティング事業の構築

公益財団法人千葉県産業振興センター

184 3012120314 千葉県 柏木工機株式会社 3010001040438 検査技術の高度化による工具メンテナンス事業の革新計画 株式会社エフピー・ワン・コンサルティング

185 3012120316 千葉県 東屋
地元の農・海産物を活用したご当地ジェラート最中の開発と
販路拡大

株式会社京葉銀行

186 3012120318 千葉県 株式会社もりしん 3040001007525
千葉の匠が作る！ネットの通販で「映えるスイーツ」を高齢
者、外国人にお届け！

合同会社レイディーバグ・ストラテジーズ

187 3012120321 千葉県 株式会社Ｗｏｎｄｅｒ Ｗａｎｄｅｒｅｒｓ 2011201019768
日本のあらゆる場所をグランピング常設可能とする販売・運
用事業

株式会社企業参謀

188 3012120322 千葉県 株式会社竹森工業 6040001028196
最新式ブラストシステム導入による生産力強化と加工品質
の高度化

株式会社千葉銀行

189 3012120323 千葉県 日成工業株式会社 5011801024982
最新式ロボット溶接機導入による生産力強化と加工精度・品
質の高度化

東栄信用金庫

190 3012120324 千葉県 スミテック株式会社 1040001071267
次世代自動車に使用される複雑形状部品の高精度化・短納
期化に対応した順送金型の開発

公益財団法人千葉県産業振興センター

191 3012120327 千葉県 パイクリスタル株式会社 5120001175626
有機半導体薄膜の大面積塗布装置導入による集積回路の
販売事業

公益財団法人千葉県産業振興センター

192 3012120328 千葉県 ティーフーズ・ジャパン株式会社 3040001074301
新型自動焼機による新商品開発と生産方法の工夫による省
力化実現

事業承継センター株式会社

193 3012120329 千葉県 柳原達也
コインランドリーのＩＯＴ化により顧客満足度向上と利益拡大
を図る

税理士法人大和パートナーズ

194 3012120330 千葉県 有限会社ジェットストローク 6040002042493
今までにない一般車両のノンステップ化カスタムによる介護
車両事業への参入

千葉県商工会連合会

195 3012120331 千葉県 日進化学株式会社 9290801011225
設備導入による生産性向上と介護業界顧客獲得ならびに商
圏拡大計画

公益財団法人千葉県産業振興センター

196 3012120332 千葉県 高橋工業株式会社 1040001022740
最新ネットワーク対応ベンダー導入によるボトルネック工程
の解消と生産性向上

重嶋健治

197 3012120333 千葉県 株式会社江連金属印刷所 2040001035007
金属印刷の高度化と生産性向上を目的とする印刷ラインの
構築

株式会社りそな銀行

198 3012120337 千葉県 株式会社大東 3040001035988
「視覚に訴える」印刷物を小ロットで提供し、顧客の売上アッ
プに貢献する

株式会社常陽銀行

199 3012120338 千葉県 原沢精機株式会社 5040001028288 テフロン素材の極小部品の切削加工技術の開発 増田考邦
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200 3012120340 千葉県 オーベクス株式会社 6010601009020
高付加価値コスメチック製品の安定生産を実現する製造ライ
ン開発

株式会社商工組合中央金庫

201 3012120341 千葉県 株式会社ミルジェン 8040001107436
デングウイルス感染有無を高感度に検出する検査試薬の開
発

公益財団法人千葉県産業振興センター

202 3012120344 千葉県 アークメタル株式会社 2010601020245 アルミ材の一貫加工体制構築と納期短縮計画 朝日信用金庫

203 3012120350 千葉県 スギタ歯科医院 歯科用ＣＴ導入による難症例患者の負担軽減・完療迅速化 株式会社千葉銀行

204 3012120352 千葉県 株式会社ビッグワンオート 2040001050872
地元の安心カーライフ実現に向けた先進安全自動車整備・
修理体制の構築

株式会社千葉興業銀行

205 3012120353 千葉県 フローラデンタルクリニック 滅菌と無痛治療を実現する北欧式歯科治療サービスの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

206 3012120354 千葉県 株式会社共進ペイパー＆パッケージ 7140001012890
日本初の大型デジタル印刷機を活かした革新的紙袋提供
サービスの実現

株式会社商工組合中央金庫


