
（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 3012210001 千葉県 株式会社クリステンセン・マイカイ 3010701012141
ＣＮＣ旋盤導入による生産量と加工品質向上で、生産性向
上による成長事業拡大

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2 3012210002 千葉県 株式会社竹中機械製作所 8040001004286
ターボ分子真空ポンプシャフト用高精度製品の新加工法を
開発し、超真空装置開発に貢献する

株式会社京葉銀行

3 3012210007 千葉県 佐藤ロストワックス技研株式会社 8040001002752
デジタル３次元技術を融合した技術営業力と製造連携体制
の革新

株式会社千葉銀行

4 3012210008 千葉県 サンレイ工機株式会社 4040001026400
ロール表面処理工程の生産性６７％向上／リードタイム４
０％短縮製造体制の確立

公益財団法人千葉県産業振
興センター

5 3012210010 千葉県 横山香料株式会社 9010001031646 高感度分析器の導入による付加価値の高い製品の開発 株式会社商工組合中央金庫

6 3012210012 千葉県 株式会社トーテック 2013201004072
ＩＡＴＦ１６９４９に基づく次期ＰＨＶ／ＥＶ乗用車のめっき生産
プロセスの構築

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

7 3012210014 千葉県 成京工業株式会社 8040001014541
高精度ビレット送りローラ量産体制確立に向けた生産のプロ
セス改善

株式会社京葉銀行

8 3012210017 千葉県 睦建設株式会社 5040001073937
三次元測量データによる、建設現場のＩＣＴ施工技術の全面
的活用

一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

9 3012210018 千葉県 ジョイント工業株式会社 6011801002211 シールド工法用セグメント周方向継手の開発 株式会社みずほ銀行

10 3012210019 千葉県 株式会社加藤園芸 2040001062843
接ぎ木苗生産の生産ライン導入による品質向上と生産性向
上

銚子信用金庫

11 3012210022 千葉県 株式会社佐川 9040001039752
自社設計の強みを活かした情報端末筐体の納期短縮の取
組み

松戸商工会議所

12 3012210023 千葉県 株式会社樋口製作所 2040001014720
自動車部品の軽量化に伴うハイテン材のプレス加工の品
質・生産性向上

株式会社千葉銀行

13 3012210028 千葉県 株式会社辺見製作所 3040001081438 新たな成長産業進出に向けた金型の生産性向上 東京東信用金庫

14 3012210030 千葉県 精興工業株式会社 1011701004345
自動車メーカー純正指定用品の強みを自動化により信頼性
と生産性を両立

株式会社ビジネスリノベー
ション

15 3012210031 千葉県 有限会社ジャパンテクノメタルス 5040002082061
技能伝承と生産性向上のための熟練工の技のデータ変換
（ＮＣ化）

株式会社京葉銀行

16 3012210033 千葉県 合資会社岩立本店 3040003003613
老舗の和菓子製造への自動包装機導入による生産性向上
と新商品開発の加速化

佐原信用金庫

17 3012210035 千葉県 株式会社原板金工業 8040001080872
新大型動力折曲機導入による生産性向上と屋根・外壁取付
け工事の短納期化

千葉信用金庫

18 3012210036 千葉県 株式会社ジョリーブ 6040001059902
ガチャガチャ機を利用してコインランドリー店での洗剤等販
売

千葉県商工会連合会

19 3012210039 千葉県 吉澤歯科医院
医科および技工所との連携による、睡眠時無呼吸症候群へ
の歯科的アプローチ

株式会社千葉銀行

20 3012210042 千葉県 アントビー株式会社 2040001031947
ホテル・旅館等の「食ブランディング」確立のためのサプライ
チェーン構築事業

松山　亮樹

21 3012210046 千葉県 株式会社Ｅプラン 3040001020214 環境に配慮した自動車部品用洗浄装置の開発
公益財団法人千葉県産業振
興センター

22 3012210048 千葉県 株式会社ダイニッセイ 6040001054176
曲げ加工のＮＣ化による首都圏施工案件等への即応体制の
構築

若杉　拓弥

23 3012210049 千葉県 フォレスト歯科医院
高齢化社会における疾病ならびに介護予防への口腔環境
面からのアプローチ

株式会社千葉銀行

24 3012210050 千葉県 本間鋼業株式会社 5010601017098
高速・高精度ベンディングマシン導入による食品機械分野へ
の対応力強化

株式会社ゼロプラス

25 3012210054 千葉県 株式会社小黒組 4010601002365
ＰＣ需要を見込んだ高精度の鉄筋の切断、加工ができる生
産体制の構築

若杉　拓弥

26 3012210058 千葉県 鶴岡食品株式会社 9040001074907 家庭で楽しめる安心・安全な加工魚製品の提供 株式会社千葉興業銀行

27 3012210062 千葉県 有限会社〆印島長水産 3040002085561
銚子産魚介類の高付加価値オリジナル商品開発および海
外進出事業

銚子信用金庫

28 3012210064 千葉県 有限会社イシイオートサービス 6040002020441
自動車塗装の世界規格化に対応する高生産性塗装サービ
スの確立

株式会社千葉銀行

29 3012210065 千葉県 株式会社ワイヤレスデザイン 1040001070269
主婦層等の潜在的な労働力を活用するワイヤレスＩｏＴ機器
開発プロセス改革

公益財団法人千葉県産業振
興センター

30 3012210066 千葉県 有限会社磐城化成 6040002096705
最新ワイヤ放電加工機導入による金型製作の高精度化、製
作時間の短縮化の実現

株式会社千葉銀行

31 3012210067 千葉県 岡田工業株式会社 4020001069021
高炭素鋼ユニット鉄筋を可能にするマルチスポット抵抗溶接
の生産プロセスの革新

石井　敏治

32 3012210072 千葉県 株式会社りょう動物病院 2040001081182
放射線治療を導入し、一次診療機関による最先端がん治療
を実現。

丹羽　正裕

33 3012211005 千葉県 株式会社伊藤工務店 5040001000585
ＩＣＴ施工技術活用による、土木事業全工程の生産性革命事
業

一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

34 3012211006 千葉県 株式会社山恭 6010001107655
チャンバー見込生産とタグ付け・プレ工法による生産性向上
と安定供給

第一勧業信用組合

35 3012211009 千葉県 株式会社昭和精機 5040001035763
新たな研削法導入による精度・生産性向上と新規需要への
対応

松戸商工会議所

36 3012211010 千葉県 たけ歯科クリニック
歯髄疾患再発率を劇的に改善する「抗菌性根充法」の実現
と、生産性向上による地域歯科医療への貢献

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

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　２次公募

千葉県採択案件一覧（64者）



37 3012211013 千葉県 有限会社丸千金属工業所 5040002030235
最新式ワイヤー加工機による高精度治工具の革新的生産
プロセス改善

株式会社京葉銀行

38 3012211014 千葉県 稲花酒造有限会社 9040002082388
江戸時代創業の老舗酒蔵の競争力強化と東京五輪サーフィ
ン会場を契機とした直売強化

房総信用組合

39 3012211016 千葉県 信愛歯科医院
顎関節症の根本的な原因除去療法の確立と、高度口腔外
科治療実現による生産性向上

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

40 3012211021 千葉県 株式会社小出ロール鐵工所 9010601011808
３Ｄ形状測定機の導入によるロール表面の精緻化と高付加
価値化

ＣＡコンサルティング株式
会社

41 3012211022 千葉県 ナノ・グラス・コート・ジャパン株式会社 6040001077053
カーボンナノチューブを配合した無溶剤・帯電防止材の生産
プロセス開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

42 3012211023 千葉県 株式会社太陽堂印刷所 6040001004180
業界初！ビジネスフォーム方式による複雑形状と機能性を
有した印刷物製造工程の確立

野々上　寛

43 3012211024 千葉県 有限会社森登志夫畳店 2040002019108
ホチキス留のうす畳に代わり框縫いうす畳による安心生活
の提案

習志野商工会議所

44 3012211028 千葉県 ボンベルタ歯科クリニック
不良補綴への再補綴治療による歯周病の患者の根絶と当
院の補綴物治療の効率化

税理士法人キャスダック

45 3012211029 千葉県 諸隈歯科医院
歯科疾患の再発減少に向けて３Ｄデジタルデータを応用した
高品質噛み合わせ治療の確立

公益財団法人千葉県産業振
興センター

46 3012211032 千葉県 有限会社青倉商店 3040002100254 保存性の高い冷凍「生さんが炙り」の開発 館山信用金庫

47 3012211034 千葉県 岩瀨鉄工建設株式会社 3040001063997
最新型表面加工機の導入で実現する「機能美」と「造形美」
の追求

銚子信用金庫

48 3012211037 千葉県 株式会社Ｇ－ＢＩＺＥＡＳＴ 6040001109517 ハラール認証和牛をムスリムに販売・輸出する事業 株式会社千葉銀行

49 3012211040 千葉県 株式会社高橋製作所 9040001058991
フランジ接合部を欠陥無しで一発溶接！ロボットによる安定
肉盛り技術の開発

株式会社千葉銀行

50 3012211042 千葉県 株式会社ＴＭＰ 1040001012304
最高素材ジルコニアを用いた高品質歯科技工物を関東一円
の歯科医院に大量提供

株式会社千葉銀行

51 3012211044 千葉県 合同会社協進デンタルサービス 8040003011743
アレルギーレス・高適合精度のパーシャルデンチャー開発事
業

アイアンドアイ株式会社

52 3012211045 千葉県 麻布成形株式会社 8040001031330
機動的な生産ライン構築による超短納期対応と生産性の向
上

株式会社商工組合中央金庫

53 3012211047 千葉県 合同会社千葉ペット 5040003006044
最新検査機器による命にかかわる疾患の早期発見と患畜
回転率の向上

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

54 3012211048 千葉県 すずき矯正歯科
口腔を清潔に保ち心と体の健康を支え医療費の軽減を目指
す

習志野商工会議所

55 3012211052 千葉県 有限会社サワムラベッツ 7040002078735
獣医療での４Ｋ腹腔鏡とＣアームを活用した発展的低侵襲
手術の展開

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉ
ｔｓ

56 3012211057 千葉県 株式会社伊藤鉄工所 6040001063111
新型加工機の導入による建設用Ｈ鋼の高精度化、短納期化
の施策

増田　考邦

57 3012211058 千葉県 ホンダスチール株式会社 7040001047765
深穴加工技術獲得によるエンジン部品の生産プロセス高度
化と海外市場開拓

株式会社千葉銀行

58 3012211059 千葉県 株式会社ネクストワンジャパン 6011301017255
老人ホーム施設等の問題点を解消する新商品開発を行うた
めの設備投資

株式会社東日本銀行

59 3012211061 千葉県 株式会社ヤマハン 6040001063177 高付加価値落花生を使用した地域ブランドの創出 千葉県商工会連合会

60 3012211062 千葉県 有限会社門谷製作所 6040002079890
スプリングモーター組立機械の開発・導入による製造プロセ
スの高度化

株式会社千葉銀行

61 3012211065 千葉県 株式会社ユタカ水産 8040001073950
顧客の要望マッチ商品提供を目指した新たな生産体制の構
築

館山信用金庫

62 3012211066 千葉県 株式会社三浦家製麺 2040001108225
ラーメンを世界に！新製麺機導入によるインバウンド需要の
開拓

房総信用組合

63 3012211068 千葉県 館山コンクリート株式会社 1040001073825
子供たちの命を守るブロック塀の安全対策に寄与する新た
なプレキャスト製品の開発

館山商工会議所

64 3012211069 千葉県 千葉オイレッシュ株式会社 3040001052018
蛍光Ｘ線分析装置導入による廃油を原料としたリサイクル燃
料の品質管理の向上

特定非営利活動法人ＮＰＯ
テクノサポート
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