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
千葉県採択案件一覧（55者）

２次公募

（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

1 2912210323

千葉県

有限会社オートガレージ

1040002080903

2 2912210324

千葉県

株式会社川口印刷工房

6040001062063

3 2912210325

千葉県

株式会社オーエックスエンジニアリング

4040001001089

4 2912210327

千葉県

有限会社渡辺製作所

3040002081882

5 2912210328

千葉県

株式会社千葉ソーイング

7040001019277

6 2912210331

千葉県

株式会社寺田自動車

7040001045463

7 2912210332

千葉県

有限会社浅草ギ研

3040002103059

8 2912210333

千葉県

株式会社アミンファーマ研究所

8040001011803

9 2912210341

千葉県

大同機材工業株式会社

9040001043878

10 2912210346

千葉県

株式会社立石

8040001038202

11 2912210352

千葉県

株式会社ブライソンジャパン

3040001047934

12 2912210355

千葉県

株式会社池田製作所

9040001061335

13 2912210358

千葉県

有限会社上野屋本店

9040002063066

14 2912210359

千葉県

株式会社キヨシゲ

3040001029412

15 2912210360

千葉県

株式会社キースタッフ

8040001048465

16 2912210361

千葉県

マーブルファミリー歯科クリニック

17 2912210362

千葉県

坂口工業株式会社

1040001053959

18 2912210363

千葉県

株式会社学校写真

7010801002591

19 2912210364

千葉県

株式会社テーエーエヌ

3040001047694

20 2912210365

千葉県

藤恵工業株式会社

2040001036698

21 2912210366

千葉県

株式会社ダイニッセイ

6040001054176

事業計画名
地域特性に基づく顧客ニーズに応えるための洗車サー
ビスの提供
多種多様・小ロット印刷への対応による既存顧客の深
耕と新規顧客の開拓
海外展開を実現する新素材を活用した新世代型車いす
の開発
産業機械の基幹部品：ボールネジのＩｏＴ技術を活用
した生産プロセスの革新
生産工程の一部自動化による労働生産性の向上
ＩоＴを活用した自動解析・遠隔診断による整備技術
の高度化推進
火災発生を常時監視するＩｏＴ火災報知システムの開
発
尿中アクロレイン代謝物測定による簡易脳梗塞リスク
評価サービスの提供
ＣＩＭ導入によるコンクリート型枠の革新的設計・製
造プロセス実現
新型の天井埋込カセット型加湿器の生産性向上及び量
産化
精密鋳造用ワックス再生プロセスの改善による生産性
向上事業
設備導入による短納期体制強化と加工ノウハウの他業
界への転用
千葉県産食材と和菓子ベースのオリジナルパン開発に
向けた生産性向上の実現
最新のベンダー導入、ＩｏＴ化の推進による生産性向
上および技能承継
６次産業者向け小ロットで高品質なレトルト加工食品
の商品化支援
インプラント治療を望む患者様の一手引き受けによる
地域社会貢献
最新鋭溶接ロボットの導入による、製造ラインの生産
性向上と効率化
先端設備の導入を通じた生産プロセスの課題解決
超高層エレベーター加工技術をいかした板金加工と型
鋼加工との融合
自立型下請け企業を目指すための更なる短納期化への
取組み
加工条件のデータ化による新入社員等でも熟練並の高
精度加工ができる工程の確立

認定支援機関名
房総信用組合
銚子信用金庫
公益財団法人千葉県産業振興センター
公益財団法人千葉県産業振興センター
福永健二
税理士法人オフィス９２１
株式会社千葉銀行
公益財団法人

千葉市産業振興財団

株式会社千葉興業銀行
株式会社千葉銀行
出津

平

千葉信用金庫
株式会社千葉銀行
株式会社千葉銀行
ちば国際税理士法人
株式会社千葉銀行
経営企画室株式会社
第一勧業信用組合
飯田順
柏商工会議所
株式会社京葉銀行

22 2912210367

千葉県

株式会社椎名鉄工所

2040001063098

３次元測定器導入と加工ＤＢ拡充で大型精密冶具の高
精度高効率加工体制構築

成長戦略株式会社

23 2912210368

千葉県

株式会社ワイヤレスデザイン

1040001070269

ワイヤレスＩｏＴ端末の開発プロセス改革

公益財団法人千葉県産業振興センター

24 2912210370

千葉県

池田歯科医院

25 2912210376

千葉県

有限会社三昭機工

3011702013467

26 2912210390

千葉県

有限会社宇野澤鉄工

4040002084273

27 2912210393

千葉県

株式会社新倉

7040001074280

28 2912210394

千葉県

ファスニング・ディワン株式会社

6040001037288

29 2912210395

千葉県

日本ドラム株式会社

5020001078310

30 2912210398

千葉県

農業法人株式会社ＧＰファーム

8040001101819

31 2912210399

千葉県

合資会社寒菊銘醸

2040003003143

32 2912210406

千葉県

株式会社ウェルリサーチ

6010001135367

高性能観測衛星搭載用の防振装置開発

公益財団法人千葉県産業振興センター

33 2912210408

千葉県

ダイパネ工芸株式会社

9040001071664

お風呂場でよく見える超親水鏡の量産体制の確立

公益財団法人千葉県産業振興センター

34 2912210411

千葉県

株式会社滝沢本店

2040001042993

35 2912210413

千葉県

株式会社ゲノムクリニック

1040001104456

36 2912210417

千葉県

坂口歯科医院

37 2912210420

千葉県

有限会社セキ動物病院

1040002092766

38 2912210422

千葉県

株式会社食器プロ

8040001094344

39 2912210423

千葉県

加瀬歯科医院

40 2912210424

千葉県

株式会社太陽堂印刷所

41 2912210425

千葉県

小林歯科クリニック

42 2912210426

千葉県

株式会社高橋製作所

9040001058991

43 2912210427

千葉県

有限会社アイシー企画

6040002017504

44 2912210428

千葉県

ＭＡＲＵＳＵベーグル

45 2912210429

千葉県

司冠栄製作所株式会社

6040001004180

6040001073226

インプラント治療の構造的欠陥に対する咬合学的アプ
ローチ
経営分析に基づく戦略と、匠の技のＮＣ旋盤への移植
による競争力強化
塗装ラインの革新を通じた生産性向上の実現
割れ米・米ぬかを活用した米屋の米粉バウムクーヘン
の試作品開発
最新式ローリングマシン導入による冷間転造技術の高
度化計画
ドラム缶の再利用を促進する洗浄技術の高度化、生産
性向上事業
日本初！ＩＴ定温熟成庫と急速冷凍システムを用いた
バナナ販売計画
地域資源を活用したフルーツエールの試作品開発と海
外戦略

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
遺伝性乳がん・卵巣がんの原因となる「ＢＲＣＡ遺伝
子検査」を、世界最安値で実現する！
口腔内構造のデータベース化による地域への高度在宅
医療の提供
最新ＣＴ装置導入による動物診療の高度化の実現
商品情報入力作業を短縮し、食器の取扱点数を更に向
上させる事業
地域の歯科医院ではこれまでできなかった、審美性の
高い即日修復サービスの実現
多様な封入ニーズに対応したワントゥワンマーケティ
ング向けフルフィルメントシステムの構築
解剖学的知見を活かした患者様一人一人に適する補綴
物の提供
大型部品の高品質・高効率生産を実現する生産体制と
技能継承体制の構築
‘請け負うではなく共に創るを大切に’ネット通販の
概念に捉われない自社生産サービスの実現
生産性向上に向けた地産地消型ベーグル販売及び卸売
事業への展開
最新の溶接機導入によって製造工程のボトルネックを
解消し、競争力を向上

株式会社千葉銀行
株式会社商工組合中央金庫
小髙正之
株式会社京葉銀行
株式会社京葉銀行
株式会社千葉銀行
公益財団法人千葉県産業振興センター
株式会社千葉銀行

株式会社千葉興業銀行
公益財団法人千葉市産業振興財団
安達隆久
株式会社千葉銀行
株式会社

Ｔｃｅｌｌ医療福祉経営コンサルタント

株式会社千葉銀行
野々上寛
株式会社千葉銀行
株式会社千葉銀行
千葉商工会議所
横山和志
株式会社埼玉りそな銀行

街の⾖腐店の⽣き残りをかけた、在来種をブレンドし
た糖度１５度の別次元コク旨⾖腐の開発
ＮＣ旋盤導入によるプラスチック加工の新たな生産体
制の構築
３Ｄレーザースキャナーを活用した新しい建築測量シ
ステムの構築
高性能設備導入に伴う人的負担の軽減化及び生産性向
上ラインの構築
３Ｄプリンターを活用したコンクリート製品の企画提
案と製品開発

46 2912210430

千葉県

有限会社三河屋豆腐店

4040002019064

47 2912210431

千葉県

有限会社本橋化成工業

3040002036993

48 2912210436

千葉県

株式会社松本測量

4040001033792

49 2912210437

千葉県

株式会社万直商店

5040001038444

50 2912210439

千葉県

株式会社テラコン

4040001043040

51 2912210440

千葉県

株式会社江東堂高橋製作所

5011801014273

52 2912210442

千葉県

ティーフーズ・ジャパン株式会社

3040001074301

53 2912210444

千葉県

ＦＲＥＥ

8040001041313

54 2912210447

千葉県

株式会社木村鋼材店

1040001001678

国土強靱化を担う、制震建材の精密加工技術の獲得

株式会社コムラッドファームジャパン

55 2912210448

千葉県

有限会社マスダゴルフ

7040002030778

レーザ彫刻機の導入によるゴルフクラブの付加価値向
上と生産の効率化

株式会社千葉興業銀行

ＳＨＩＮＥ株式会社

錆びに強いステンレス素材の美術缶等の提供
房州産魚介類等を活用した、一般消費者向け小口チル
ド商品の開発
独自の顔認識アルゴリズムを用いた店前歩行者属性分
析ツールの開発

千葉信用金庫
東京東信用金庫
株式会社千葉銀行
流山商工会議所
石井照之
一般社団法人千葉県中小企業診断士協会
株式会社千葉銀行
株式会社千葉銀行

