
新連携支援事業　　【採択件数：１１８件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 株式会社ＡＳＣｅ（アスク） 北海道札幌市 針を使用しない食品加工用注入装置の開発・販売

北海道－２ フィールド倶楽部株式会社 北海道北広島市 ウレタンフォームへの特殊コーティング技術を活用した商品の開発・市場化事業

北海道－３ 株式会社北海道ニーズ 北海道羅臼町
断熱効果を高めた新型プラスチック魚函の開発及び安定供給の構築による多魚種・
他地域への普及展開

東北－１ 株式会社ジュークス 岩手県久慈市 酸素欠乏時に手軽に使える新鮮酸素発生器の製造・販売

東北－２ 株式会社マツザワ 秋田県秋田市 試験環境を選ばない生産現場対応型硬さ試験機の開発と事業化

東北－３ 有限会社タナカＳ・Ｓ 山形県米沢市 自然餌と同質の柔らかさを再現したルアー（擬似餌）の開発と事業化

東北－４
株式会社ガオチャオエンジニア
リング

山形県鶴岡市 エダマメ精選別装置の開発と事業化

東北－５ 株式会社茜谷 山形県酒田市
道路、駐車場等を地震から守り液状化を軽減し平常時には長寿命化に貢献する新
技術である事業工法（ジオダブルサンド工法）の確立と事業化

関東－１ 株式会社大友製作所 茨城県日立市
超高輝度赤色LEDと自動灌水機能付き栽培トレイから構成される簡易型栽培措置
の開発・事業化

関東－２ 株式会社三友製作所 茨城県常陸太田市 吸引プラズマによる半導体故障解析用試料作製装置の開発・事業化

関東－３ 株式会社ソーセキ 栃木県佐野市 廃コンクリートを再生した透水性・保水性に優れたブロックの開発と事業化

関東－４ 株式会社キンセイ産業 群馬県高崎市 プラスチックを含む廃材の熱分解と発電・温水回収によるリサイクルシステムの開発

関東－５ 三豊化成株式会社 群馬県太田市 連続繊維熱可塑材プリプレグ及びそれを使用した製品の製造と販売

関東－６ Ａ＆Ｋホーム建材株式会社 埼玉県狭山市 アメリカカンザイシロアリ対策に効果のある薬剤を含浸させた木材の製造と販売

関東－７ 株式会社岡安商店 埼玉県越谷市 ピーチセラミドの開発と事業化

関東－８ 株式会社オプトラン 埼玉県川越市 直接式膜厚モニタリング方式を用いた光学薄膜製造装置の事業化

関東－９ ツクモ工学株式会社 埼玉県狭山市 高さ分解能１ｎｍで３次元計測可能な光計測器の開発・製造・販売

関東－１０ 手塚運輸株式会社 埼玉県川口市 中小トラック業者を対象とした運行管理システムの開発と事業化

関東－１１ 株式会社ベルニクス 埼玉県さいたま市 GPS・Gセンサー内蔵電動アシスト自転車用非接触充電システムの開発・事業化

関東－１２ 菊川工業株式会社 千葉県白井市 建築用薄板金属製品の極低歪レーザ溶接技術の開発事業化

関東－１３ 千葉機械工業株式会社 千葉県柏市
新研磨技術開発による超鏡面スリーブ及び装着した高品質・薄型フィルム成形装置
の開発・事業化

関東－１４ 押尾産業株式会社 東京都中央区 多層材の金属層をアンテナにしたＩＣタグ付きパッケージの開発・事業化

関東－１５
株式会社光和インターナショナ
ル

東京都港区
ＰＰシートと水性塗料の接着を可能にするシーラーの開発、それを利用した新シート
の事業化

関東－１６ 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 東京都板橋区 振動発電により点灯するLED付き白杖の開発・事業化

関東－１７ 株式会社素材工房 東京都目黒区
無機物だけで構成され且つ下地処理が不要な環境に優しいホタテ塗料の開発と事
業化

関東－１８
株式会社プロスパークリエイティ
ブ

東京都中央区 印刷用色調整クイックカラーナビ製品の事業化

関東－１９
プライムテックエンジニアリング
株式会社

東京都文京区 ３次元非接触入力装置の開発・事業化

関東－２０ 株式会社モリカワ 東京都豊島区 VOC吸着リサイクルシステムの開発と事業化

関東－２１ 山田マシンツール株式会社 東京都台東区 強アルカリイオン水を特徴とする切削油供給システムの事業化

関東－２２ 株式会社キョーワハーツ 神奈川県横浜市 抜き差し自在のファイルとパンチャーの開発・事業化

関東－２３ 株式会社ニクニ 神奈川県川崎市 完全回転バランス型無潤滑コンプレッサ/真空ポンプの開発と事業化

関東－２４ フジ・プロダクト株式会社 神奈川県秦野市 ベンディング金型用ホルダーの開発・事業化

関東－２５ 株式会社サンシン 新潟県長岡市 ボールねじのテープ研磨装置の開発・事業化

関東－２６ 株式会社日岐光学 長野県岡谷市 魚眼レンズ補正技術によるリアルタイム動画表示システムの開発と販売
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関東－２７ 株式会社ヤマザキアクティブ 長野県坂城町 「アクティブ　クロス」形状における弛み止め締結部材の開発事業化

関東－２８ 株式会社アプト・マシナリー 静岡県函南町 ペーストミキサーの開発・事業化

関東－２９ イオインダストリー株式会社 静岡県湖西市 軽量化を実現する長尺樹脂製自動車部品の開発・事業化

関東－３０ 株式会社大井製作所 静岡県島田市
高性能な帯鋸およびそれを装着して超高速製材を可能にした帯鋸盤の開発と事業
化

関東－３１ 株式会社オプトコム 静岡県磐田市 インラインＬＥＤ照明2次元色度・色温度・輝度ムラ検査システムの開発・事業化

関東－３２ 鈴木電機工業株式会社 静岡県浜松市 高効率・高精度・低コストを実現する金型肉盛溶接機の開発・事業化

関東－３３ 株式会社東洋鉄工所 静岡県浜松市 多品種小ロット向けアルミダイガストバリ取り装置の開発・事業化

関東－３４ 西山工業株式会社 静岡県富士市
ドリップとエスプレッソが兼用可能な″低価格″全自動コーヒーマシンの開発と事業
化

関東－３５ 橋本エンジニアリング株式会社 静岡県浜松市 軽量部材の新工法を用いたアクティブタイプ車椅子の開発・事業化

関東－３６ 富士紙管株式会社 静岡県富士市 紙管古紙を利用した「紙入り樹脂ペレット」の開発・事業化

中部－１ 株式会社 カナイワ 石川県金沢市 地下水処理技術とヒートポンプの融合による効率的なシステムの普及販売事業

中部－２ 株式会社澤本商事 石川県金沢市 切削工程の生産性向上を実現する切削油改質装置等の製造販売事業

中部－３ ユーエスウラサキ株式会社 岐阜県各務原市 ヒュームをフレーク化する機能を備えた衝撃振動式集塵機の製造販売事業

中部－４ 株式会社日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市 固定資産路線価システムを利用した評価業務支援サービス

中部－５ 株式会社ベルグリーンワイズ 愛知県名古屋市 水分子活性等を利用して青果物の鮮度を保持する包装フィルムの製造・販売事業

中部－６
株式会社アイキューブテクノロ
ジ

愛知県名古屋市 照明一体型画像処理機能内蔵カメラの製造・販売事業

中部－７ アイサンテクノロジー株式会社 愛知県名古屋市 高精度車両計測システムを利用した３次元道路データの開発・販売事業

中部－８ 木曽興業株式会社 愛知県名古屋市 高機能制振ゴム組成物の製造・販売事業

中部－９
株式会社池山メディカルジャパ
ン

愛知県名古屋市 乳房を失った患者に精神的ショックのケアを施す乳房再生支援システムの提供事業

中部－１０ 株式会社オーイーエス 愛知県岡崎市 工業用アンモニア排ガス・排水無害化設備の製造・販売事業

中部－１１ 株式会社モリトー 愛知県一宮市 腰位置で体を支えるリフトを備えた免荷式歩行器の製造・販売事業

中部－１２ イー・ダブリュ・エス株式会社 三重県津市 低コストで導入可能な緊急情報ネットワーク表示システムの全国展開事業

中部－１３ 株式会社エコクリーン 三重県松阪市 鋼製橋梁等の鋼構造物の補修を行う防食塗装システムの全国展開事業

中部－１４ 株式会社みつわポンプ製作所 三重県東員町 故障が少なくメンテナンスが容易な産業排水処理用ポンプの製造・販売事業

近畿－１ 株式会社イマック 滋賀県守山市 医療機器　歩行分析計(製品名　ステップエイド)の機能向上及び販路開拓

近畿－２ 株式会社魁半導体 京都府京都市 粉体や細かい部品を効率的に一括表面処理できるプラズマ処理装置の事業化

近畿－３ 株式会社i-plug 大阪府大阪市
世界と日本を繋ぐ、日本人留学生と企業のマッチングITインフラサービスの開発と販
売

近畿－４ ゴールデンダンス株式会社 大阪府大阪市 骨伝導素子を用いた送受信通信機器アクセサリー等の開発製造販売事業

近畿－５ 株式会社日本コムダック 大阪府大阪市
永久磁石等を使用した簡潔着脱可能な太陽光発電モジュール施工総合マネジメン
トの事業化

近畿－６ 株式会社ビティー 大阪府大阪市
沸かしたお茶をやかんごと循環水で冷却する装置「冷やシンク」の開発製造販売事
業

近畿－７
ヤスダエンジニアリング株式会
社

大阪府大阪市 地中障害物対応型泥濃式推進工法「ミリングモール工法」による管渠布設工事事業

近畿－８ 株式会社oneA 大阪府大阪市 リチウムイオン二次電池等の容器の密封性検査装置の開発製造販売事業

近畿－９ 株式会社東穂 大阪府門真市
押出し成形技術と無機物混練技術を駆使した「耐火住宅用熱膨張防炎防火材」の
開発及び製造

近畿－１０ 宝榮産業株式会社 大阪府堺市 簡便な塗布作業により光触媒機能を実現できる高機能性塗料の開発製造販売事業

近畿－１１ 布施真空株式会社 大阪府羽曳野市
高信頼性・大型部品対応3次元フィルム加飾装置、表皮材、加飾品の開発製造販売
事業

近畿－１２ 株式会社アラミック 大阪府箕面市
革新的な新機構「ペンデュラム」の開発による高機能シャワーヘッドの製造・販売事
業

近畿－１３ 有限会社ダイトク化研 大阪府八尾市
石膏を使わない高精度な歯科技工用貼り付け模型等の加工部品の開発・製造・販
売

近畿－１４ 平井工業株式会社 兵庫県尼崎市 HIP素材の接合一体化構造によるTダイ・塗工ダイ等の高性能金型の生産販売事業
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近畿－１５ 丸一興業株式会社 兵庫県尼崎市
飲料パック等の古紙を100％再生した硬質段ボールによるディスプレイ什器の製造
販売

中国－１ 株式会社エッグ 鳥取県米子市 認知症判定補助・予防プログラムの事業化

中国－２ 株式会社ビック・ツール 鳥取県日吉津村 高速加工と長寿命化を実現したドリルの事業化

中国－３ 株式会社ＫＳランプ 岡山県岡山市 直管蛍光灯に代わる省エネ・長寿命・３６０°配光CCFL 照明灯の事業化

中国－４ 内山工業株式会社 岡山県岡山市 小型高精度な着磁ローター式絶対角度センサーユニットの事業化

中国－５ 光軽金属工業株式会社 岡山県岡山市 環境・コスト低減に対応した光輝性アルミニウム合金鋳物の事業化

中国－６ 﨑上工業株式会社 岡山県岡山市
電解アルカリ水を用いた環境に優しい塗膜剥離法（アルカリウォーターブラスト工
法）の事業化

中国－７ 株式会社未来機械 岡山県倉敷市 ソーラーパネル清掃ロボットの企画、製造・販売

中国－８ ひだかや株式会社 岡山県倉敷市 低落差で発電可能な小型・高効率水力発電機の事業化

中国－９
サムテック・イノベーションズ株
式会社

岡山県津山市 RGB3色LEDを活用した検品用照明器具付きコンベア等の事業化

中国－１０ 片山工業株式会社 岡山県井原市 ３輪電動アシスト自転車「ウォーキングバイシクル」の事業化

中国－１１ 株式会社川上鉄工所 岡山県総社市 短納期・コスト低減および省エネを可能にするスマート鍛造技術の事業化

中国－１２ 株式会社アステア 岡山県総社市 キャップレス方式の自動車用給油パイプの事業化

中国－１３ コアテック株式会社 岡山県総社市
フレキシブルアモルファスシリコン太陽電池を活用した防草発電シート等の新商品
の事業化

中国－１４ ＩＫＫ歯研株式会社 岡山県鏡野町 高液圧プレス法で成形した純チタン義歯床及び義歯の事業化

中国－１５ 株式会社パルブライト 広島県広島市 「外見診断システム」によるセルフファッションコンシェルジュサービスの事業化

中国－１６ 株式会社テックコーポレーション 広島県広島市 殺菌効果が非常に強く人体に無害な微細気泡酸性電解水生成装置の開発と販売

中国－１７ 株式会社ＨＩＶＥＣ 広島県広島市 全自動２段パルス方式による鉛バッテリー再生/充電装置の事業化

中国－１８ 中国化薬株式会社 広島県呉市 広島産牡蠣を用いた超高濃度カルシウムイオン水及び関連製品の製造・販売

中国－１９ 新和建設工業株式会社 広島県福山市
必要な時に必要な量だけを製造する現場練りコンクリートシステムの開発および製
造

中国－２０ 古賀産業株式会社 山口県下関市
非貫流式熱交換を活用した食品工場向け連続生産ライン用冷凍・冷却装置の製造・
販売

四国－１ 株式会社ＫＵＭＡ 香川県高松市 低温高湿度高機能解凍庫の開発・製造・販売

四国－２ 三共オートサービス株式会社 愛媛県四国中央市 中型トラックのエンジンを載せ替え、電動化した「コンバージョンｅ－トラック」の開発

四国－３ 土佐電子工業株式会社 高知県四万十市 全自動玉葱皮剥き機の販売に向けたデモ機の製造

九州－１ 株式会社大建 福岡県福岡市 震災に強い新型基礎工法を用いたコミュニティ住宅の提案

九州－２ 株式会社システム・ジェイディー 福岡県福岡市 スピーディー・簡単に太陽光発電パネルの障害位置を検出するシステムの事業化

九州－３ ジェムテクノ株式会社 福岡県福岡市 微粉末廃タイヤと合成樹脂との複合材料製造と同複合材料製パレット等の商品化

九州－４ 環境電子株式会社 福岡県福岡市 水質自動監視装置「バイオアッセイミニ」の事業化

九州－５ 株式会社ハタテック 福岡県福岡市 防犯性と利便性を高めたテレビドアホン付き電子錠の事業化

九州－６ AUTHENTIC JAPAN株式会社 福岡県福岡市 迷子や徘徊者、災害被害者等を探し出す装置「ヒトココ」の事業化

九州－７
日本プライスマネジメント株式会
社

福岡県北九州市 紫外(UV)-LED水浄化装置の販路開拓

九州－８ 株式会社春田建設 福岡県飯塚市 デジタル画像を活用して、建築工事の見積業務等を簡易化するシステムの事業化

九州－９
エアペックスエンジニアリング株
式会社

福岡県筑後市 省エネ型「冷風除湿システム」の事業化

九州－１０ 株式会社朝日化成 福岡県嘉麻市 多品種小ロットに特化したバイオマスプラスチックトレー製品の製造販売

九州－１１ 日章工業株式会社 福岡県粕屋町 スチールドアのモジュール化によりビル建築の建具・内装工事効率化を目指す事業

九州－１２ 株式会社三基 長崎県長崎市 高含水率の間伐材チップを燃料とする小型バイオマス温風ボイラの事業化

九州－１３ 株式会社エコファクトリー 熊本県熊本市
ハイブリッド型輻射式冷暖房システムエコウィンハイブリッド（ecowinHYBRID）の事業
化

九州－１４ 株式会社テラシステム 熊本県熊本市
自動細菌検査装置（試作機）の使用実績を活用した販売モデルのデモ機製作及び
販売促進
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九州－１５ 有限会社坂本石灰工業所 熊本県玉名市 火傷しない安全な石灰乾燥剤の金属除去による「乾燥剤I・C-Ⅱ」の量産試作

九州－１６ 株式会社サークル・ワン 大分県別府市 防災用小型ＩＰ通信機「ハンディー・コスモトーク」の事業化

九州－１７ 九州ナノテック光学株式会社 大分県日出町 多用途に使用できる新型機能性液晶フィルムの事業化

九州－１８ 株式会社昭和 宮崎県延岡市
重度障害者のQOL改善のための顔表面筋電位・眼電位を用いたインターフェイス機
器の（フアーグ）事業化

九州－１９ 有限会社藤井ピアノサービス 鹿児島県薩摩川内市 グランドピアノの機能を持つアップライトピアノ型「グランフィールピアノ」の製造販売

沖縄－１ チームグクル合同会社 沖縄県北中城村 糖尿病予防を中心としたヘルス・ツーリズム事業の促進及び販路開拓事業

沖縄－２ 沖縄ツーリスト株式会社 沖縄県那覇市 観光施設及び観光関連事業へのＩＣタグ利用プログラム開発及び販路開拓

沖縄－３ 67andパートナーズ合同会社 沖縄県那覇市 シェアリングプラットフォームを基盤とした個人間レンタルマッチングサービス


