
地域 コア企業（代表者）名 所在地 認定日

（北海道） 1 ビート（てんさい）の新移植機械の開発による市場開拓 東洋農機㈱ 北海道帯広市 平成17年7月7日

2 フッ化ピッチを用いた超撥水性容射皮膜製品の開発・販売 ㈱倉本鉄工所 北海道北見市 平成17年7月7日

3 北海道産の家畜飼料用添加サプリメントの開発・販売 ㈱ロム 北海道札幌市 平成17年7月7日

4 ＩＴによる乳牛の高度な自動飼養管理システムの開発・販売 北原電牧㈱ 北海道札幌市 平成17年9月14日

5 下水道維持補修工事用超小型穿孔（せんこう）ロボットの開発・販売 草野作工㈱ 北海道江別市 平成17年9月14日

6 ホタテの貝殻を素材としたウニの保育礁の開発・販売 ㈱ドーケン 北海道千歳市 平成17年9月14日

7 廃ﾀｲﾔを処理した粉末への特殊ﾒｯｷ加工による新たな電磁波ﾌﾞﾛｯｸ素材の開発・販売 札幌エレクトロプレイティング工業㈱ 北海道札幌市 平成17年9月14日

8 バイオ情報データベースの開発・販売 合資会社ダイナミックバインド 北海道札幌市 平成17年9月14日

9 高性能で鉛を使わない（鉛フリー）釣り用新型オモリの製造・販売 ㈱フジワラ 北海道北斗市 平成17年12月15日

10
北海道産食材を過熱水蒸気加工・殺菌により、素材本来の食感・栄養価・味・彩りを保持したまま最
終調理直前のキット食材として全国展開

㈱グリーンパートナー 北海道中川郡 平成18年2月24日

11 高性能橋梁点検ロボットを利用した橋梁点検診断システムの開発・販売 ㈱帝国設計事務所 北海道札幌市 平成18年3月24日

12
３Ｄレーザスキャニングシステムを搭載した大型産業用無人ヘリコプタからの計測・解析による高密
度・高精度データの提供

㈱タナカコンサルタント 北海道苫小牧市 平成18年7月14日

13
全環境型RFID（無線ICタグ）ユニット開発及び簡易型リーダーライターの開発によるＩＣタグの普及促
進

㈱ソーシャル・エイド・リサーチ 北海道岩見沢市 平成18年7月14日

14 電動モータによる農林・緑化機器及び超軽量・高出力プリントモータの開発・販売 ㈱コスモメカニクス 北海道旭川市 平成18年7月14日

15 サケ魚卵外皮（イクラを採った皮）からアミノ酸・ペプチドを抽出製造する事業 北日本化学㈱ 北海道札幌市 平成18年10月12日

16 超高強度鋼を用いた超大型高気密仮設上屋の開発・販売 ㈱ADM 北海道伊達市 平成18年12月19日

17 カメラベクトル映像による３次元地理情報システム（ＡＬＶ）の事業化 ㈱岩根研究所 北海道札幌市 平成18年12月19日

18 熱源を内蔵したＦＦ式真空パネル暖房機（ＨＰＰ）の開発・製造・販売 ㈱コーノ 北海道函館市 平成18年12月19日

19 リモートセンシング技術を活用したＩＴ農業支援システムによる農業情報配信サービス事業 ㈱ズコーシャ 北海道帯広市 平成19年2月21日

20 国産木材・アルミ複合大型カーテンウォールの開発・製造・販売 飯田ウッドワークシステム㈱ 北海道札幌市 平成19年2月21日

21 光ファイバーを利用したイカ釣り集魚灯の開発及び販売 日本データーサービス㈱ 北海道札幌市 平成19年2月21日

22 百年耐久コンクリートを実現する新世代コンクリート改質剤の工法開発・普及販売 ＬＩＮＡＣＫ㈱ 北海道札幌市 平成19年3月26日

23 外気熱利用融雪装置の省エネシステム及び関連商品の開発・販売 ㈱ヒルコ 北海道札幌市 平成19年7月17日

24 樹脂複合材によるトラック内壁材の開発・販売 帝北自動車㈱ 北海道帯広市 平成19年7月17日

25
薄型ELを用いた低価格、高組立性、デザイン性を有する表示／操作パネル（セグメントEL）の事業
化

㈱函館セコニック 北海道函館市 平成19年11月14日

26 ビネガーファーメンター（小型発酵装置）による酢製造システムの開発・販路開拓 オホーツクビール㈱ 北海道北見市 平成19年11月14日

27
未利用木材を活用した新たな木質ペレット（石油代替燃料）の供給システムの確立・販路開拓及び
木質ペレット用燃焼機器の開発・販路開拓

㈱イワクラ 北海道苫小牧市 平成19年11月14日

28 頭部の保護帽及び保護インナーの製作・販売 ㈱特殊衣料 北海道札幌市 平成20年1月15日

29 身体障がい者等（車椅子使用者他）向け「洗い場付き浴槽」の開発・販売 ㈱アール・アンド・エム札幌 北海道札幌市 平成20年1月15日

30 －30℃～80℃まで、幅広い温度帯を利用した最適温度での定温管理システム 玉井化成㈱ 北海道小樽市 平成20年2月20日

31 循環式汚水浄化システム装置のユニット化開発による新たな市場開拓 ㈲今岡建機サービス 北海道瀬棚郡 平成20年2月20日

32 積雪寒冷地に対応したルーフマン工法（屋根施工）の確立と普及 ㈱Mr．ルーフマン 北海道札幌市 平成20年3月28日

33 全自動・高品質バイオディーゼル燃料製造装置の開発・製造・販売 ㈱北海道エコシス 北海道帯広市 平成20年7月25日

34 タイヤ研磨装置「けんま君」シリーズの開発・製造・販売事業 ㈱南組 北海道様似郡 平成20年7月25日

35 セミリジッドケーブルの極低温分野への応用と高機能化 コアックス㈱池田工場 北海道中川郡 平成20年7月25日

36 ホタテ地蒔増殖小型底曳網漁における移動・収納が可能なホタテ貝選別支援装置の開発 ㈱プラウシップ 北海道札幌市 平成20年7月25日

37 北方型住宅Cheer・Homeの設計・施工・販売 大平洋兼業㈱ 北海道札幌市 平成20年7月25日

38 省スペース、省エネ型オイルクーラーの開発による高効率型農業機械等の販売 サンエイ工業㈱ 北海道斜里郡 平成20年12月12日

39 北海道産鮭を用いた「鮭節」技術の確立と事業化 ㈱のりとも朝倉商店 北海道目梨郡 平成21年2月20日

40 音楽によって地域の交通安全、観光事業に貢献できる「メロディーロード」の開発と普及 ㈱篠田興業 北海道標津町 平成21年2月20日

41 バッテリーメンテナンス事業の全国展開 ㈱フェニックス 北海道札幌市 平成21年2月20日

42 高性能マルチヒーター（簡易設置型電気補助暖房）等の開発・販売 省電システム㈱ 北海道札幌市 平成21年3月18日

43 安全で美味しい高品質な食材調製を可能とする新水蒸気加熱装置「アクアクッカー」の開発・販売 ㈱タイヨー製作所 北海道北斗市 平成21年7月7日

44 PEEM（光放出電子顕微鏡）の開発販売 ㈱菅製作所 北海道北斗市 平成21年7月7日

45 乳脂肪分の分離を可能にする、安価でメンテナンス性の高い酪農排水浄化装置の開発 標津車輌整備工業㈲ 北海道標津郡 平成21年7月7日
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（北海道） 46 微粉砕氷を使用した鮮度保持システムの開発による物流コスト削減 ㈱ニッコー 北海道釧路市 平成21年7月7日

47 中小飲食店・レストラン向けバイオ方式小型業務用生ゴミ処理機の開発・製造・販売 ㈱ハンダ 北海道函館市 平成21年12月4日

48
多対多のWebEDI機能（情報のマッチング）と、実業であるサプライチェーン（物の流れ）の二つ機能
を一体化し、北海道ブランドの食材をセントラルキッチンとして提供するサービスの事業化

㈱小樽フィッシャーマンズキッチン 北海道札幌市 平成21年12月4日

49 小ロットに対応した印刷・自動カッティングによる紙製立体物作成システムの開発・製造・販売 ㈲デジタルプランニングワークコア 北海道小樽市 平成22年2月18日

50 炭化タングステン１００％・新素材を使用した超硬製品の普及と販路拡大 ㈱太田精器 北海道空知郡 平成22年10月5日

51 中小運送事業者向け高付加価値輸送管理システムの開発・販売 札幌ボデー工業㈱ 北海道札幌市 平成23年2月2日

52 肢体不自由者向けイージーオーダー型トータルウェア（ファッション）開発事業 北海道トンボ㈱ 北海道札幌市 平成23年2月2日

53
シリカゲルと光触媒を組み合わせた空気清浄システムで、換気量に頼らずに安全で快適な住空間
を実現する「高性能省エネ住宅」の全国展開

㈱福地建装 北海道北斗市 平成23年6月17日

54 中周波吸音材を利用した空調室外機用防音ダクトシステムの開発 ㈱ヤブシタ 北海道函館市 平成23年9月30日

55 針を使用しない食品加工用注入装置の開発・販売 ㈱ASCｅ（アスク） 北海道札幌市 平成24年2月1日

56 抗菌性特殊ニッケル合金粉末製品の開発事業 寿産業㈱ 北海道札幌市 平成24年2月1日

57
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体制の構築による多魚種・多地域へ
の普及展開

㈱北海道ニーズ 北海道羅臼町 平成24年10月1日

（東北） 1 新光学素子による同時多面検査測定等装置 ㈱テクニカル 青森県弘前市 平成17年7月20日

2 出張機密データ消去サービス ㈱RDVシステムズ 宮城県仙台市 平成17年7月20日

3 新チタン合金による機能性メガネフレーム等の素材 日本素材㈱ 宮城県仙台市 平成17年7月20日

4 新しい生産流通システムによる有機栽培農産物等の安定供給 マクタアメニティ㈱ 福島県伊達市 平成17年7月29日

5 地中熱エネルギー等を活用した循環型住宅 ㈱アトム環境工学 岩手県盛岡市 平成17年9月21日

6 カドミウム等汚染水田修復事業 ㈱アムスエンジニアリング 宮城県東松島市 平成17年9月28日

7 磁気を用いた「非接触式動力伝達装置」の事業化 ㈱松栄工機 宮城県大崎市 平成18年2月15日

8 健康志向商品「インテリジェントカロリーカウンター」の事業化 ㈱アイ･ティ･リサーチ 宮城県仙台市 平成18年2月15日

9 キャスターに代替する「全方向移動車輪」の商品化事業 ㈲青葉テクノソリューションズ 宮城県仙台市 平成18年2月15日

10 無機系廃棄物を利用した「多機能・高耐久性コンクリート」の商品化 土木地質㈱ 宮城県仙台市 平成18年2月15日

11 無線を利用したフレキシブルな監視・観察システムの事業化 ㈱ＨＩ－ＳＯ（ハイソ） 宮城県仙台市 平成18年2月15日

12 ミスト農法により栽培された大葉（青じそ）を特許製法で包入した麺製品の事業化 高砂食品㈱ 青森県平川市 平成18年4月10日

13 光触媒を高活性化させる新しい溶射技術を利用した消臭・抗菌機能を持つ製品の事業化 ㈱釜石電機製作所 岩手県釜石市 平成18年4月10日

14 ソーラー式自発光視線誘導標の同期発光システムの開発と事業化 ㈱イズム 宮城県仙台市 平成18年7月12日

15 中低木も植栽できる薄層緑化基盤マット製作とその販売 ㈱丹勝 宮城県仙台市 平成18年7月12日

16 伝統工芸（漆器・銅器・磁器）が醸し出す新しい“和”のコレクション開発によるＥＵ市場開拓事業 ㈱布分 福島県会津若松市 平成18年7月12日

17 有害重金属含有廃木材等を選別する機器装置の製造販売 ハイウッド㈱ 山形県山形市 平成18年7月12日

18 ホタテ貝殻を活用した環境に優しい凍結防止剤等の製造・販売 青森エコサイクル産業(協) 青森県青森市 平成18年10月26日

19 自然式雨水及び排水ろ過長期保水システムの事業化 ㈲藤島建設 福島県郡山市 平成18年10月26日

20 歯科診療補助アームの開発・販売 ㈱デンタル・フロンティア 福島県福島市 平成18年10月26日

21 本漆及び合成漆の技術を取り入れたプラスチック外装品の事業化 東京化成工業㈱ 福島県猪苗代市 平成19年1月12日

22
昇華転写技術によるニット・フリース等の厚手生地への転写及び昇華転写商品の企画（デザイン）・
販売

㈲シード 秋田県北秋田市 平成19年1月12日

23 不燃桐材を使用した建具の製造及び販売 ㈱日伸 福島県会津若松市 平成19年1月29日

24 「業務用カロリー測定器」の市場化及び「調理機能付カロリー測定器」の製造販売 ㈱ジョイ・ワールド・パシフィック 青森県平川市 平成19年2月27日

25 デジタルカメラによる航空写真撮影で、ローコストに構築できる地理情報システム ㈱興和 青森県八戸市 平成19年2月27日

26
戦略的ポイントサービスときめ細かなクーポンサービスとの融合による新しい顧客戦略システムを
提供

テクノウイング㈱ 宮城県仙台市 平成19年2月27日

27 ニットのカーテン・室内装飾品の開発、製造および販売 鈴治㈱ 山形県山辺町 平成19年2月27日

28 蛍光対応バーチャルスライド作製システムの開発および販売 ㈱クラーロ 青森県弘前市 平成19年7月10日

29 ソーラーパネルを活用した融雪・発電システムの事業化 ㈱ジェミオ 青森県青森市 平成19年7月10日

30 スギ間伐材を主原料とする植生基盤の開発、製造・販売 ㈱プラム・エコ・プロジェクト 青森県八戸市 平成19年7月10日

31 未利用水産資源を有効活用した機能性素材の商品化および事業化 ㈱丸辰カマスイ 岩手県釜石市 平成19年7月10日

32 多機能・高音質レシーバシステムの開発・製造・販売 ㈱ＷＥＣＯＭ研究所 秋田県秋田市 平成19年7月10日

33 パソコンによる電子ジャカード織機制御システムの開発・事業化 ㈱織元山口 山形県米沢市 平成19年7月10日
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（東北） 34 シックハウス対策に配慮した新たなコーティング剤・研磨機・研磨パッドの事業化 東スリーエス㈱ 宮城県仙台市 平成19年12月18日

35 人体に酷似した触感・質感・形状を持つ新たな歯科用口腔模型の事業化 ㈲テクノ・キャスト 宮城県大崎市 平成19年12月18日

36 移動体遠隔制御システム(REMOBI：リモービ)の事業化 ウエブシステム企業組合 山形県山形市 平成19年12月18日

37 コケ植物による屋根・壁面等の簡易緑化システムの開発・事業化 ㈱モス山形 山形県山形市 平成19年12月18日

38 バイオマスエネルギー発生システムの開発・製造・販売 トラスト企画㈱ 福島県いわき市 平成20年4月25日

39 中小企業向け大型三次元座標測定機の開発・製造販売 ㈱ヨコハマ吉倉 福島県いわき市 平成20年4月25日

40 高周波の水中スピーカシステムの研究開発及び製造販売 ㈱ＰＺＴ研究所 山形県米沢市 平成20年7月31日

41 再生資源の活用による高機能付加鋳鉄の事業化 岩手鋳機工業㈱ 岩手県奥州市 平成20年7月31日

42 高効率バイオガスプラント装置の事業化 ㈱共生資源研究所 宮城県仙台市 平成20年7月31日

43 還元滅菌炭化加工機による有機廃棄物の高品質炭化事業 ㈱ＥＣＯ 宮城県仙台市 平成20年12月16日

44 漁船向け高効率・環境低負荷燃料燃焼システム装置の製造販売 ㈱エヌ・エフ・ジー 宮城県仙台市 平成20年12月16日

45 高齢者及び咀嚼・嚥下力の低下した方向けの新ソフト食の量産化・市場化のサービス事業展開 ㈱ベスト 山形県鶴岡市 平成21年2月27日

46 太陽熱エネルギーを利用した熱効率が高い給湯・床暖房システムの事業化 ㈱シリウス 岩手県盛岡市 平成21年7月10日

47 浸漬大豆の脱皮処理装置の事業化 ㈱ＰＳＳ 宮城県石巻市 平成21年7月10日

48 新開発ソフトカプセル自動外観検査装置の製造及び販売 ㈱ティーワイテクノ 山形県山形市 平成21年7月10日

49 省エネルギーガラスコーティングの施工と事業化支援 ㈱フミン 福島県福島市 平成21年7月10日

50 ＩＣタグを用いた採血管管理システム ㈱ホロニック 福島県福島市 平成21年7月10日

51 多種化学物質に対応する高除去性能の家具調空気清浄機の事業化 暮らしの科学研究所㈱ 福島県郡山市 平成21年7月10日

52 コンベア用スクリュー羽根曲げ成形機の製造・販売 ㈱日本スライスセンター 福島県いわき市 平成21年7月10日

53 新型ノズルチェンジを用いた新洗浄機の開発・事業化 ㈱管製作所 山形県天童市 平成22年2月10日

54 希釈シンナーを大幅に削減した二酸化炭素塗装技術による塗装装置の製作、販売の事業化 加美電子工業㈱ 宮城県加美郡 平成23年2月8日

55 酸素欠乏時に手軽に使える新鮮酸素発生器の製造・販売 ㈱ジュークス 宮城県加美郡 平成25年2月3日

（関東） 1 レーザによる表面洗浄装置「イレーザー」の製造・販売事業 東成エレクトロビーム㈱ 東京都西多摩郡 平成17年6月13日

2 新機能を搭載した軽量小型・二酸化炭素消火器具（瞬間小型消火器具）の製造・販売 ㈱ワイピーシステム 東京都東村山市 平成17年6月13日

3
光高速リモート制御技術を応用したスイッチング装置（超安定光スイッチング装置）の製造・販売事
業

㈱スペースクリエイション 静岡県浜松市 平成17年6月13日

4 三次元多積層半導体及び電子部品（三次元多積層電子モジュール）の開発と事業化 ㈱アドバンストシステムズジャパン 東京都三鷹市 平成17年7月8日

5 快適歩行のための”NEW ウォーターインソール”(靴の中敷き）の開発と販売 川村通商㈱（旧：㈱日本ヘルスサプライ 東京都台東区 平成17年7月8日

6 ＣＯガスセンサを用いた安全監視システムの開発・販売 ㈱坂口技研 千葉県柏市 平成17年7月8日

7 美水石触媒新浄化システムの開発・販売 ㈱Ｉｎｄｕｓｔｒｉａ(旧：㈱タカハシ) 埼玉県入間市 平成17年7月8日

8 中空部品内面バリ無しプレス加工技術の実用化・事業化 ㈱ナディック 長野県須坂市 平成17年7月28日

9 患者アメニティ環境と医療環境の融合を目指すﾍﾙｽｹｱ･ﾎﾟｰﾀﾙ・ｻｰﾋﾞｽ ㈱ヴァイタス 東京都文京区 平成17年7月28日

10 原料用緑茶製造方法の開発と販売 まるよん製茶㈱ 静岡県島田市 平成17年7月28日

11 固液２相循環法を利用した生ゴミ処理プラント「オーワン」の販売 ㈲シーウェル 東京都中央区 平成17年9月8日

12 ゴミ「ゼロ」梱包材による物流管理統合システム・サービスの事業化 スターウェイ㈱ 東京都港区 平成17年9月8日

13 デジカメ及びカメラ付携帯電話の光学ズーム駆動用ギヤードモーターの開発と量産化 プラトー㈱ 長野県諏訪市 平成17年9月8日

14 レーザを用いた無欠点ガラスカット装置の開発及び事業化 ㈱アルプスエンジニアリング 静岡県浜松市 平成17年9月8日

15 高機能軽金属の鍛造品製造法の開発と事業化 宮本工業㈱ 東京都 千代田区 平成17年9月8日

16 珪素化合物と天然抽出物を材料とする環境適応型高機能紙商品の事業化 ㈱飾一 神奈川県横浜市 平成17年9月29日

17 心臓用超音波診断法の教育シミュレータ開発、製造、販売
エッチ・アール・エス・コンサルタント
サービス㈲

東京都三鷹市 平成17年9月29日

18 自動車内装材用超音波カッターの事業化 日本省力機械㈱ 群馬県伊勢崎市 平成17年9月29日

19 アルミニウム鋳造向けダイレクト型超高速製作システムの事業開拓 ㈱アールテック 静岡県浜松市 平成17年9月29日

20 ハイビジョンコミュニケーションシステムの開発・販売
ＹＥＭエレテックス㈱（旧：㈱山下電子
設計）

神奈川県厚木市 平成17年9月29日

21 異相存置装置の技術開発・生産（ＨＰＬＣ・ラジオ液体クロマトグラフ対応） ㈱生体科学研究所 千葉県白井市 平成17年9月29日

22 アルミモノリス触媒を用いたＶＯＣ排ガス処理装置の製造・販売事業 ㈱アルミ表面技術研究所 茨城県取手市 平成17年9月29日

23 多様化する医療行為に対応する患者管理無痛法用輸液ポンプの開発と販売 野村ユニソン㈱ 長野県茅野市 平成17年9月29日
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（関東） 24 オンマシンタイプの超微細加工ツール測定装置の開発および生産・販売事業 ㈱ジェイネット 埼玉県越谷市 平成17年9月29日

25 高輝度ＬＥＤによる花菜類の花芽誘導装置の開発及び花芽の普及 やまと興業㈱ 静岡県浜松市 平成17年9月29日

26 合わせガラス中間膜剥離技術を用いたリサイクルシステムの確立 ㈱オメガテクノモデリング 神奈川県相模原市 平成17年9月29日

27 垂直、水平両用の小型多関節ロボットの開発と事業化 新光エンジニアリング㈱ 新潟県上越市 平成17年9月29日

28 導電ガラス電極を用いた発光装置の開発と事業化 ㈱東海産業 東京都調布市 平成17年12月2日

29 産業廃棄古紙の再利活用による発泡食品トレーの開発・製造・販売事業 ㈱環境経営総合研究所 東京都渋谷区 平成17年12月2日

30 金属接合新工法「ＢＰＷ工法」による鋼管配管量産システム及び規格モジュール配管の開発と販売 ㈱ダイイチ 東京都北区 平成17年12月2日

31 ＲＦＩＤを利用した「トルソーシステム」の開発・製造・販売 マイクロ・トーク・システムズ㈱ 東京都千代田区 平成18年2月2日

32 ２４時間焼きたてパンが提供できる「ベーカリーシステム」の開発及び販売
BREAD Biz CARES㈱（旧：エキスパー
トウェーブ㈱）

東京都中央区 平成18年2月2日

33 自動車用高強度・高品質アルミ部品を省エネかつ廉価に製造する生産システムの確立 ㈱正田製作所 群馬県桐生市 平成18年2月2日

34 世界最小クラス、高性能・大容量インバーター＆ＡＣクリーン電源の開発と商品化事業 ㈱フライングモール 静岡県浜松市 平成18年2月2日

35
大型液晶ディスプレイパネル（ＬＣＤ）・薄型フィルム・半導体極薄ウェハー向け静電チャックの事業
化

筑波精工㈱ 栃木県河内郡 平成18年2月27日

36 ループウイング型風力発電機の開発と事業化 ループウイング㈱ 東京都港区 平成18年2月27日

37 オンデマンド収納家具の製造販売事業 ドゥーマンズ㈱ 東京都渋谷区 平成18年2月27日

38 高度無線センサーネットワークシステムの事業化 ㈱オーエステクノロジー 東京都国分寺市 平成18年6月13日

39 光洗浄改質用高照度長寿命の真空紫外線ランプと電源の開発事業化 ㈱アイコーシステム 東京都町田市 平成18年6月13日

40 マイクロ蛇腹溝応用製品の開発と事業化 日冷工業㈱ 栃木県下都賀郡 平成18年6月13日

41 光ファイバー用光パルス検査装置の事業展開 ㈱サイエンテックス 静岡県浜松市 平成18年6月13日

42 低コスト光部品調芯実装装置事業 プレサイスゲージ㈱ 静岡県浜松市 平成18年7月21日

43 独自研削技術による片面凹型高周波水晶ブランクの事業化 サンライズ工業㈱ 新潟県糸魚川市 平成18年7月21日

44 ハイビジョン立体視装置を用いた高機能次世代手術顕微鏡の事業化 三鷹光器㈱ 東京都三鷹市 平成18年7月21日

45 医療用「痛み」・「知覚」数値化分析システムの開発、事業化 ㈱オサチ 長野県岡谷市 平成18年7月21日

46 経年変化しにくい高機能型木製ドアの開発と市場化の実現 ㈱ノナカ 東京都港区 平成18年7月21日

47 立体・着圧「左右非対称フットケアストッキング」の開発、販売 武田レッグウェアー㈱ 埼玉県富士見市 平成18年7月21日

48 ペット用酸素濃縮器による在宅酸素供給サービスの事業化 テルコム㈱ 神奈川県横浜市 平成18年7月21日

49 新しい土壌注入方式を用いた織物植生マットによる屋上緑化事業 ㈲古河産業 群馬県太田市 平成18年7月21日

50 高信頼性アルミＩＣソケットの開発と事業化 ㈱Ｈ.Ｉ.Ｃ. 東京都昭島市 平成18年7月21日

51 新しい冷間鍛造品の製造方法を利用した鍛造品の製造及び販売 ㈱クリアテック 静岡県磐田市 平成18年7月21日

52 携帯電話用レンズ精密検査装置の事業化 クノーテクノクラフト㈱ 東京都杉並区 平成18年7月21日

53 汚染土壌浄化処理用の廃ＦＲＰ製高機能透水パイプの事業化 ㈱システム・ビット 東京都豊島区 平成18年10月27日

54 メーカーサポートの終了した電子計測器修理ビジネス 京西テクノス㈱ 東京都多摩市 平成18年10月27日

55 次世代ＰＡＣＳの開発及び事業化 －遠隔医療支援機能付ＰＡＣＳの事業化－ ＶｉｅｗＳｅｎｄ ICT㈱ 東京都台東区 平成18年10月27日

56 自動車アルミ部品加工業者のネットワーク事業 ㈱ケージーケー 静岡県浜松市 平成18年10月27日

57 ポリ乳酸樹脂向け耐熱性機能向上材（結晶化核材）の製造・販売 日ノ出樹脂工業㈱ 東京都杉並区 平成19年1月31日

58 広帯域対応ノイズ除去コイルの事業化 ㈱エヌ・オー・シー 新潟県魚沼市 平成19年2月21日

59 プレストレス鋼管を用いた新しい雪崩対策施設の事業化 ㈱プロテックエンジニアリング 新潟県聖籠町 平成19年2月21日

60 樹脂成形アルミ金型の表面への鉄合金めっき処理による高機能金型の事業化 日本プレーテック㈱ 栃木県那須塩原市 平成19年2月21日

61 省エネルギー型空調用調湿装置の開発と事業化 ダイナエアー㈱ 東京都千代田区 平成19年2月21日

62 液体クロマトグラフ法による分離精製装置の開発・販売（セミプロセス液クロの開発・販売） 日本分析工業㈱ 東京都西多摩郡 平成19年2月21日

63 機械システム異常診断機の事業化 蔵前産業㈱ 群馬県前橋市 平成19年2月21日

64 水素化燃焼合成技術によるモバイル電源用水素吸蔵合金の事業化 バイオコーク技研㈱ 東京都港区 平成19年2月21日

65 天然素材を用いた水性耐火被覆塗料の開発・事業化 安曇精工㈱ 長野県安曇野市 平成19年2月21日

66 鉛フリー・リフロー支援システムの開発・事業化 ㈱コアーズ 山梨県都留市 平成19年2月21日

67 新機構のブローチ加工装置の開発・事業化 ㈱富浜精工 山梨県大月市 平成19年2月21日

68 携帯電話を利用した災害情報収集・配信サービスの事業化 ㈱レスキューナウ 東京都品川区 平成19年2月21日
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（関東） 69 IT技術を駆使した各種エネルギー監視システム販売及び省エネルギーコンサルティング事業 コスモライフ㈱ 千葉県長生郡 平成19年2月21日

70 複合体セラミック内蔵装置によるガラスコーティングシステムの事業化 ㈱システムパートナー 埼玉県狭山市 平成19年2月21日

71 指紋認証付き鍵ユニットの開発と事業化 ㈱英技研 群馬県佐波郡 平成19年6月22日

72 廃合板等を素材とする新パルプとプラントの事業化 ㈱東亜興業 埼玉県深谷市 平成19年6月22日

73 多数の突起を持つ板金プレス部品のバリ取装置の開発と製造・販売 三光産業㈱ 埼玉県入間郡 平成19年6月22日

74 プレス機械を有効活用して行うマルチアクションダイによる複合プレス加工法の開発・販売 しのはらプレスサービス㈱ 千葉県船橋市 平成19年6月22日

75 色彩配列を用いた独自の汎用自動認識技術カラービットコードの事業化 ビーコア㈱ 東京都千代田区 平成19年6月22日

76 新しい照明器具（ラインライト）の開発、販売 ㈱マテリアルハウス 東京都大田区 平成19年6月22日

77 環境調和型ＦＥ電子銃用空気絶縁高電圧電源の開発・販売 フューテックス㈱ 東京都昭島市 平成19年6月22日

78 高性能油分除去装置によるグリース阻集器洗浄サービスの事業化
㈱ティー・ビー・エム（旧：東京バイオマ
シン㈲）

東京都小平市 平成19年6月22日

79 紙おむつ・食品廃油脂用燃焼装置・処理サービスの事業化 ㈱グリーンエナジー 新潟県十日町市 平成19年6月22日

80 長時間低温保冷が可能な新開発保冷剤の事業化 ㈱ラックストン 山梨県富士吉田市 平成19年6月22日

81 結露問題を解消し、エレベータ方式による連続搬送運転が可能となったオートエージングの事業化 ㈱ヒーバックシステム 静岡県静岡市 平成19年6月22日

82 非接触３次元レーザセンサによるロボット位置制御システムの開発及び事業化 ㈱トーキン 静岡県浜松市 平成19年6月22日

83 農業生産者が簡便に利用できる土壌・水質・作物・堆肥の総合分析器の開発と事業化 ＣＢＲアグリット群馬（有） 群馬県沼田市 平成19年7月19日

84 吹付けアスベストの乾式除去工法・除去作業の機械化・現場内で溶融無害化する事業 ㈱ナベカヰ（旧：渡辺解体興業㈱） 東京都江東区 平成19年7月19日

85 水循環システムを採用したフライヤー「フライドラゴン」の開発と事業化 ㈱マーメード 東京都港区 平成19年7月19日

86 次世代低消費電力型ノンフィラメント・極小水銀蛍光灯照明(ＮＦＬ)システムの事業化 モノコキューテックス㈱ 東京都中央区 平成19年7月19日

87 ホームクリーニングＩＣチップ管理システムの事業化 ㈱トーカイコンベア 神奈川県川崎市 平成19年7月19日

88 業務委託用USBメモリの情報漏洩防止システムの事業化 サイエンスパーク㈱ 神奈川県座間市 平成19年7月19日

89 広帯域レーザーモジュールの開発と事業化 ㈱オキサイド 山梨県北杜市 平成19年7月19日

90 硬脆性材加工装置の開発と事業化 ショーダテクトロン㈱ 静岡県浜松市 平成19年7月19日

91 熱風乾燥とマイクロ波加熱を併用した紙管、帆立貝柱及びモズク乾燥方法の開発と事業化 西光エンジニアリング㈱ 静岡県藤枝市 平成19年7月19日

92 マーキング結果の検証機能付マーキング装置の開発 ベクトル㈱ 静岡県湖西市 平成19年7月19日

93 コンパクトな過熱蒸気発生ユニット及び食品加工装置の開発と事業化 新熱工業㈱ 茨城県ひたちなか市 平成19年12月20日

94 高効率業務用ＬＥＤ照明器具の開発及び事業化 ㈱プラテック 群馬県吾妻郡 平成19年12月20日

95 易
えき

メンテナンス・安全性に優れたアルミ保持炉の開発と事業化 浜松ヒートテック㈱ 静岡県浜松市 平成19年12月20日

96 大型スクリーン向けカメラ方式タッチパネルの開発並びに事業化 ㈱シロク 茨城県つくば市 平成20年2月28日

97 「グラスロック工法」に係る防草工事の機械装置及び充填材の製造販売の事業化 宇都宮精機㈱ 栃木県宇都宮市 平成20年2月28日

98 薬品を使用せず、インキと水でオフセット印刷する装置の事業化 日本平版機材㈱ 東京都中央区 平成20年2月28日

99 昇華染色技術を用いたファスナー両面染色機の開発と事業化 楽プリ㈱ 東京都中央区 平成20年2月28日

100 遠隔操作性にすぐれたレーザードローイングツールの事業化 Ｌｕｎａｓｃａｐｅ㈱ 東京都千代田区 平成20年2月28日

101 積層樹脂フィルムのマテリアルリサイクルの事業化 ㈱ファー・イースト・ネットワーク 東京都新宿区 平成20年2月28日

102 移動式熱処理装置による「データ消去安心サービス」の事業化 ㈱いづみ商事 東京都大田区 平成20年2月28日

103 緩みを防止した歯科用インプラントスクリューの開発と事業化 ㈱イデア 東京都昭島市 平成20年2月28日

104 簡単施工を可能にし、変換機レスで駆動する無機ＥＬ新発光体技術の事業化 日本イルミネーションシステム㈱ 神奈川県横浜市 平成20年2月28日

105 ＭＥＭＳの微細穴計測・検査装置の開発と事業化 ディスク・テック㈱ 静岡県浜松市 平成20年2月28日

106 流体制御による体圧分散型マットレスの開発・事業化 ソフトプレン工業㈱ 静岡県浜松市 平成20年2月28日

107 高機能放熱基板の事業化（ハイパワーＬＥＤ用放熱基板への特化） ㈱エー・エム・テクノロジー 静岡県富士市 平成20年2月28日

108 高収益型使用済自動車解体システム開発・販売事業 ㈱ツルオカ 茨城県結城市 平成20年7月28日

109 事業所系古紙の完結型小規模リサイクル装置の事業化 (資)オリエンタル 群馬県桐生市 平成20年7月28日

110 繊維市場ニーズに適応する多品種少量型整経機の事業化 ㈲スズキワーパー 群馬県桐生市 平成20年7月28日

111 マンホール浮上抑制工法の事業化 ㈱シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市 平成20年7月28日

112 イオン共有結合を用いたあらゆる繊維への超撥水加工「ドリームケア」の事業化 ㈱きものブレイン 新潟県十日町市 平成20年7月28日

113 建設廃材を抑制した側溝改修工法（ネプラス工法）の事業化 高橋土建㈱ 新潟県胎内市 平成20年7月28日



地域 コア企業（代表者）名 所在地 認定日テ ー マ 名

新連携事業認定計画の一覧
（平成２４年１０月１日現在：８１８件）

（関東） 114 オンデマンド形産業用インクジェット描画装置の開発と販売 ㈱トライテック 新潟県柏崎市 平成20年7月28日

115 リサイクルプラスティック割箸の開発事業化 ㈱吉村製作所 山梨県富士吉田市 平成20年7月28日

116 金属加工技術の一体構造による自動車部品の開発と事業化 國本工業㈱ 静岡県浜松市 平成20年7月28日

117 花粉飛散設備によるアレルギー領域臨床試験サービスの事業化 ウェザー・サービス㈱ 千葉県成田市 平成20年12月24日

118 高密度実装用コネクタの非接触検査・試験装置の事業化 アヅサテック㈱（旧：アヅサ電子㈱） 千葉県船橋市 平成20年12月24日

119 プラズマ・触媒融合技術による有害ガス浄化サービスの事業化 インパクトワールド㈱ 東京都大田区 平成20年12月24日

120 復元能力と減衰能力を兼備した免震装置『abserver』の開発と事業化 ㈱金澤製作所 東京都品川区 平成20年12月24日

121 建設業種向け図面・ドキュメント類のWeb 管理サービスの事業化 廣澤電機工業㈱ 東京都大田区 平成20年12月24日

122 省エネ型通信局用増幅器の開発と事業化 アイ電子㈱ 神奈川県川崎市 平成20年12月24日

123 廃石膏ボードのリサイクルサービスの事業化 中央環境開発㈱ 神奈川県横浜市 平成20年12月24日

124 色高忠実顕微鏡カメラシステムの開発と事業化 ㈲パパラボ 静岡県浜松市 平成20年12月24日

125 LED による屈曲可能な面発光体の開発と事業化 ㈱アムクルー 静岡県静岡市 平成20年12月24日

126 救急時携帯用人工呼吸器の開発と事業化 東海部品工業㈱ 静岡県沼津市 平成20年12月24日

127 新型ベローズポンプによる薬液供給システムの事業化 シグマテクノロジー㈲ 茨城県ひたちなか市 平成21年2月23日

128 ハイブリッド健康管理・指導サービス事業 ㈱つくばウエルネスリサーチ 茨城県つくば市 平成21年2月23日

129 新規物質の発掘・開発支援システムの事業化 ビヨンド・コンピューティングﾞ㈱ 茨城県つくば市 平成21年2月23日

130 打撃型ノックマシンの事業化 ハトリバンテック㈱ 群馬県伊勢崎市 平成21年2月23日

131 生分解性釣り用ワームの開発事業化 ニッコー化成㈱（旧：㈲一色製作所） 東京都大田区 平成21年2月23日

132 太陽電池一体型外壁パネルの開発事業化 習志野化工㈱ 千葉県八千代市 平成21年2月23日

133 既存のシャワーヘッド等に接続可能な節水機器（アダプター）の事業化 大島工業㈱ 東京都渋谷区 平成21年2月23日

134 異方性を有する高性能放熱シートを応用したＬＥＤ照明製品の開発と事業化 ㈱オシザワ 東京都中央区 平成21年2月23日

135 糊を使わない自己粘着型強粘着素材を活用した用途別商品の開発と事業化 ㈱光和インターナショナル 東京都大田区 平成21年2月23日

136 臭気による火災警報補助器の事業化 ㈱シームス 東京都千代田区 平成21年2月23日

137 フェルトを利用した「吸音ブラインド」の開発と事業化 東京ブラインド工業㈱ 東京都港区 平成21年2月23日

138 グラビア印刷事業者を対象とした自主的取組によるVOC 削減（及び省エネ）の事業化 トーホー加工㈱ 東京都千代田区 平成21年2月23日

139 業務用フライヤー火災の初期消火に有効な消火用具の開発と販売 ㈱ボネックス 東京都千代田区 平成21年2月23日

140 絵画額装シミュレーター及びマットカッターシステムの製造販売事業 マルオカ工業㈱ 長野県木曽郡 平成21年2月23日

141 移動設置式新型炭化炉による竹資源活用の事業化 疾測量㈱ 山梨県甲斐市 平成21年2月23日

142 完全緩み止めを実現した転造二重ネジボルトの開発事業化 ㈱ニッセー 山梨県大月市 平成21年2月23日

143 ＥＣＯ電動式鋳造機の開発と事業化 ㈱トウネツ 静岡県富士宮市 平成21年2月23日

144 スプレーカバー工法による屋根の防水・断熱・補強工事の開発と事業化 ㈱トヨコー 静岡県富士市 平成21年2月23日

145 ガスバリア性の高い燃料タンクの開発と事業化 羽立化工㈱ 静岡県湖西市 平成21年2月23日

146 薬液散布型室内空気浄化装置の販売とサービスの事業化 大塚薬品工業㈱ 埼玉県川越市 平成21年7月13日

147 コンクリート製品に対応したダブルミキシング工法の事業化 ㈱チヨダマシナリー 埼玉県杉戸町 平成21年7月13日

148 新型永久磁石式撹拌装置付き一体型アルミニウム溶解炉の開発・事業化 ㈱ヂーマグ 千葉県松戸市 平成21年7月13日

149 鉄筋コンクリート基礎杭の簡易組立工法の事業化 ㈱恵信工業 東京都足立区 平成21年7月13日

150 環境対応型耐候性鋼製品及び表面処理剤の開発・事業化 テック大洋工業㈱ 東京都大田区 平成21年7月13日

151 高精度マスキング方式による部分めっきの開発と事業化 ニシハラ理工㈱ 東京都武蔵村山市 平成21年7月13日

152 低発塵紙管の開発と事業化 富士紙管㈱ 静岡県富士市 平成21年7月13日

153 超軟質プラスチック成形法の開発による衝撃吸収・防振材の事業化 ㈱ポリシス 静岡県浜松市 平成21年7月13日

154 インターネットによる外国人採用のための日本語会話能力測定サービスの事業化 ㈲アイシーアイ 東京都千代田区 平成21年9月16日

155 無臭ゼロＶＯＣ水性エポキシ樹脂塗り床塗料の開発事業化 ㈱タイムケミカル 千葉県千葉市 平成21年9月16日

156 塑性加工による中空化技術の応用製品開発と事業化 ユニクラフトナグラ㈱ 静岡県湖西市 平成21年9月16日

157 アスベスト飛散防止固化溶剤を活用したA.S.S.工法の事業化 ㈱ＡＧＵＡ ＪＡＰＡＮ 東京都港区 平成22年2月22日

158 耐タンパー性ＵＳＢメモリ自動デュプリケータの開発事業化 ㈱クイーリー 東京都文京区 平成22年2月22日
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（関東） 159 超小型超高周波電界プローブの開発と事業化 スタック電子㈱ 東京都昭島市 平成22年2月22日

160 新製法による粉末ミラクリンの開発・製造・販売事業 ㈱美多加堂 東京都多摩市 平成22年2月22日

161 小型ジャイロ傾斜計を用いたシーティング計測器の事業化 ㈱ユーキ・トレーディング 東京都台東区 平成22年2月22日

162 自然光を利用した、絵柄・文字などを投影するデザイン墓石の開発と事業化 ㈱冲セキ 神奈川県川崎市 平成22年2月22日

163 小型軽量・高速対応の抵抗溶接機の開発および事業化 ㈱電溶工業 山梨県昭和町 平成22年2月22日

164 堆積泥土を原料とした藻類増殖ブロックの開発と事業化 ㈱大塚 静岡県島田市 平成22年2月22日

165 ケーブルテレビ網を利用する低価格な高齢者向けトータル支援サービス 富士総業㈱ 新潟県新潟市 平成22年10月5日

166 燃料電池金属部品の加工技術の開発 石関プレシジョン㈱ 群馬県高崎市 平成23年2月8日

167 ダイカスト工場溶解炉周りの省エネシステム外販事業 群馬合金㈱ 群馬県伊勢崎市 平成23年2月8日

168 デジタルプロセスチェインによる最適金型生産及びソフト販売事業 ㈱荻商 群馬県太田市 平成23年2月8日

169 中小トラック事業者を対象とした運行管理システム「配車名人」の開発と事業化 手塚運輸㈱ 埼玉県川口市 平成23年2月8日

170 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 Ａ＆Ｋホーム建材㈱ 埼玉県狭山市 平成23年2月8日

171 小型省力多層ブロー成形機の開発・実用化とエネルギーロスの少ない容器供給プロセスの実現 ㈱平和化学工業所 千葉県市川市 平成23年2月8日

172 印刷色調整用クイックカラーナビ製品の事業化 ㈱プロスパークリエイティブ 東京都中央区 平成23年2月8日

173 バイアス構造の紙芯材（バイアスコアー）を用いた建築パネルの供給と新たな内装工法の確立 ㈱デザインオフィスライン 東京都渋谷区 平成23年2月8日

174 人工関節手術への３次元個別手術計画支援システムの事業化 ㈱レキシー 東京都豊島区 平成23年2月8日

175 変化する静電気に対する電子機器の耐性試験・解析装置の事業化 東京電子交易㈱ 東京都立川市 平成23年2月8日

176
パッシブＵＨＦタグを活用したスポーツ計測システムの開発とスポーツイベントの総合管理システム
の構築

㈱さどや 新潟県佐渡市 平成23年2月8日

177 予熱システムを組み込んだ渦電流探傷検査装置の開発と事業化 ㈱マイクロフィックス 静岡県浜松市 平成23年2月8日

178 次期VATICｼｽﾃﾑの開発と事業化 ～アーカイブ化装置からの直接送出システム～ ㈱ビデオ・テック 静岡県沼津市 平成23年2月8日

179 新プラズマ溶接によるアルミニウム製タンクの事業化 赤星工業㈱ 千葉県市原市 平成23年10月14日

180 都市部対応型マンホール浮上防止技術の開発及び事業化 東信工業㈱ 東京都足立区 平成23年10月14日

181 地中熱を利用した家庭用ブラインレス空調・給湯システムの事業化 群馬電機㈱ 群馬県みどり市 平成24年2月3日

182 精密ネジ締め用電動ドライバーと履歴管理システムの開発、製造、販売 ㈱ハイピーテック 埼玉県所沢市 平成24年2月3日

183 安全性を重視した効率的な新しい木造住宅の上棟工法の開発と事業化 ㈱東京ＢＫ足場 千葉県船橋市 平成24年2月3日

184 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 ㈱光和インターナショナル 東京都港区 平成24年2月3日

185 ＶＯＣ吸着リサイクルシステムの開発と事業化 ㈱モリカワ 東京都豊島区 平成24年2月3日

186 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 山田マシンツール㈱ 東京都台東区 平成24年2月3日

187 溶解機搭載車両の販売と機密文書溶解処理サービスの事業化 ㈱リリーフ新潟 新潟県新潟市 平成24年2月3日

188 高精度卓上型難削材加工機の開発と事業化 榎本工業㈱ 静岡県浜松市 平成24年2月3日

189 レーザー塗膜除去装置の開発と事業化 ㈱トヨコー 静岡県富士市 平成24年2月3日

190 フォームめっきによる自動車部品表面処理の開発と事業化 ㈱山田 静岡県浜松市 平成24年2月3日

191 音声発生機能付ポータブル聴覚チェッカーの開発と事業化 ㈲埼玉ライフシステム 埼玉県上里町 平成24年6月20日

192 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 菊川工業㈱ 千葉県白井市 平成24年10月1日

193 振動発電により点灯するLED付き白杖の開発・事業化 ㈱ＫＯＳＵＧＥ 東京都板橋区 平成24年10月1日

194 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 西山工業㈱ 静岡県富士市 平成24年10月1日

（中部・北陸） 1 銀行の住宅ﾛｰﾝ金利優遇を活用した自然砕石による住宅地盤改良の普及拡大事業 ㈱尾鍋組 三重県松阪市 平成17年7月11日

2 精密鋳造法による世界初形状記憶合金脳ベラの製造販売 ㈱吉見製作所 愛知県大府市 平成17年7月11日

3 高い夜間視認性を有するフルカラーの再帰反射性インク・塗料の販路開拓 ㈱小松プロセス 石川県能美市 平成17年7月11日

4 低価格で使い勝手の良い、環境にやさしい木粉を使った不燃ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｰﾄﾞの製造販売 ㈱トラストライフ 石川県金沢市 平成17年7月11日

5 日本食文化の提案と併せた和食器による海外市場開拓事業 大東亜窯業㈱ 岐阜県土岐市 平成17年9月28日

6 バッテリー延命活性化液とバッテリー再生を組み合わせたバッテリーメンテナンス事業 ㈱シオン 愛知県名古屋市 平成17年9月28日

7 映像光学機器用、大径ガラス・高精度非球面モールドプレス（金型プレス）レンズの製造・販売事業 シム・オプチカル㈱ 愛知県豊川市 平成17年9月28日

8 低温スチーム加工による新加工食品市場の創出事業 ㈱Ｔ．Ｍ．Ｌとよはし 愛知県豊橋市 平成17年12月5日

9
防災用品として最適な国内初「不燃カーテン」及び「不燃繊維素材を使用した建築材料等」の製造・
販売事業

日興テキスタイル㈱ 岐阜県羽島市 平成17年12月5日
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（平成２４年１０月１日現在：８１８件）

（中部・北陸） 10 すべての人にやさしいドアの製造・販売 ㈱ティーアンドティー・タカマツタテグ 富山県富山市 平成17年12月5日

11 サイクルタイムを短縮する「飛躍した冷却（熱交換）性能」を持つ金型の製造販売事業 ㈱松岡鐵工所 愛知県名古屋市 平成17年12月5日

12 電子制御ディーゼルエンジン再利用促進事業 ㈱奥野自動車商会 石川県石川郡 平成17年12月5日

13 画期的な新洗浄機の開発による農業用廃ビニール等汚濁廃プラスチックの再生・製品化促進事業 ㈱カネミヤ 愛知県半田市 平成18年2月24日

14 フォークリフト用廃タイヤの再生事業 ㈱前田シェルサービス 愛知県岡崎市 平成18年2月24日

15 ブロードバンドネットワークを活用したリアルタイム婚礼エンドロール映像提供事業 ㈱アドホック 愛知県名古屋市 平成18年2月24日

16
住宅建設のコスト低減とゼロエミッション化に貢献する瓦のプレカットとカット残片のリサイクル一貫
事業

㈱伍社 愛知県名古屋市 平成18年2月24日

17 ガンマーアミノ酪酸（ギャバ）と食物繊維を豊富に含む発芽大麦の食品化事業 豊橋糧食工業㈱ 愛知県豊橋市 平成18年2月24日

18 超エコロジカルな無水染色方法によるテキスタイルの染色及び販売事業 艶金興業㈱ 愛知県一宮市 平成18年2月24日

19 短納期で優れた防錆機能を持つ鉄鋼製品の販売事業 ㈱日本パーツセンター 石川県金沢市 平成18年2月24日

20 環境調和型リサイクルブロックの製造販売の全国ネット事業 ㈱キクテック 愛知県名古屋市 平成18年2月24日

21 健康診断施設における画像診断の効率化に寄与する遠隔読影サービスの提供事業 ㈱イー・メディカルソリューションズ 愛知県名古屋市 平成18年3月30日

22 地球環境に優しい空調・給湯に利用可能な業務用高効率地下熱利用ヒートポンプの普及事業 ゼネラルヒートポンプ工業㈱ 愛知県名古屋市 平成18年6月8日

23 性能保証された年式の古い車両による廉価カーリース事業 ㈱アイヴィネットワークス 石川県金沢市 平成18年7月27日

24 多品種小ロット対応型ニードルローラーベアリング（針状ころ軸受）高速組立機の製造・販売事業 ㈱サン電材社 愛知県豊橋市 平成18年7月27日

25 有機廃棄物粉末化処理装置を販売し、粉末引取・肥料化・販売する循環型廃棄物処理事業 藤村通商㈱ 愛知県一宮市 平成18年7月27日

26 超伝導式磁気センサを用いた超高感度金属異物検出装置の製造販売事業 ㈱アドバンスフードテック 愛知県豊橋市 平成18年7月27日

27 皮膚水分蒸発量測定による機能性パッチの開発・販売 ライフケア技研㈱ 富山県富山市 平成18年7月27日

28 高温過熱蒸気による食品廃棄物炭化処理装置の製造販売事業 ㈱実践環境研究所 愛知県名古屋市 平成18年7月27日

29 高濃度酸素溶解装置を用いた画期的な水質浄化システムの開発、販売事業 大栄㈱ 愛知県豊橋市 平成18年10月20日

30 弾力性樹脂を使用したノーパンク自転車の製造販売事業 ㈱型善 愛知県大府市 平成18年10月20日

31 電気化学測定方法を用いた研究機関向けバイオセンサの製造・販売事業 北斗科学産業㈱ 富山県富山市 平成18年10月20日

32 学校給食の廃食器回収によるリサイクル高強度磁器食器の製造・販売事業 ㈱おぎそ 岐阜県土岐市 平成18年10月20日

33 無線でのデータ送受信による遠隔操作可能な防犯・防災用等監視システムの製造販売事業 ㈱イーラボ・エクスペリエンス 三重県津市 平成18年10月20日

34 耐震建築用基礎ボルト工事システムの全国展開事業 大津鉄工㈱ 愛知県弥富市 平成18年10月20日

35 圧密化技術による未利用国産木材（つよスギ）の製造・販売事業 マイウッド・ツー㈱ 愛知県岩倉市 平成18年10月20日

36 古いスレート工場を内貼り断熱工法で恒温室並の工場に変える施工事業 ㈱近藤機械製作所 愛知県海部郡 平成18年12月21日

37 小型で高性能かつ廉価な超純水製造装置の製造・販売事業 小松電子㈱ 石川県小松市 平成18年12月21日

38 石油地下タンク技術などを利用した家庭用地下収納庫の製造・販売事業 玉田工業㈱ 石川県金沢市 平成18年12月21日

39 地球環境にやさしい植物由来材料を用いた加飾成型品の製造・販売事業 ㈱箔一 石川県金沢市 平成18年12月21日

40 冷間鍛造製自在継手を活用した産業用・農業用車輌向けハンドル部品の製造販売事業 協和工業㈱ 愛知県大府市 平成18年12月21日

41 工期短縮とコストダウンを実現する鉄筋端部構造改良による鉄筋用部品の製造販売事業 ㈱ディビーエス 愛知県豊橋市 平成19年2月15日

42 容器成形と内容物充填の同時化による省資源で低コストなオイル製品等の販売事業 大澤ワックス㈱ 愛知県名古屋市 平成19年2月15日

43 芍薬由来の抗菌物質を活用した機能性学校制服を製造・販売する事業 東海オールセット㈱ 三重県四日市市 平成19年2月15日

44 多機能を有する樹脂合わせガラスの製造販売事業 新光硝子工業㈱ 富山県砺波市 平成19年2月15日

45 画期的な製版・印刷・製本技術を活用した割安ミニチュア本の製造販売事業 大陽出版㈱ 愛知県豊橋市 平成19年3月29日

46 リサイクルが容易なペーパーリング製カレンダー等の製造・販売事業 ㈱プログレス 石川県鹿島郡 平成19年3月29日

47 環境に優しい新コンセプト包丁の製造販売で新たな循環型市場を構築する事業 ㈱清水刃物工業所 岐阜県関市 平成19年6月12日

48 陶器より軽量で丈夫な環境に優しく処分しやすいバイオマスを用いた骨壺等の製造販売事業 瀬戸製土㈱ 愛知県瀬戸市 平成19年6月12日

49 環境にやさしい多機能自動オシボリ製造機及び消耗品等の製造販売事業 プールス㈱ 愛知県豊橋市 平成19年6月12日

50 員数管理ができ通信機能を付加したラベル剥離機の製造・販売事業 南勢小橋電機㈱ 三重県度会郡 平成19年6月12日

51 画期的な採寸方法による低価格オーダーメイド靴の製造販売事業 ㈱大島商事 愛知県一宮市 平成19年7月12日

52 空缶・空ペットボトル等の回収率を上げる多機能回収ボックスの製造･販売事業 ㈱アルナコーポレーション 愛知県名古屋市 平成19年7月12日

53 医療費請求書の審査を自動化し高品質・短納期・低価格で提供するサービス事業 ㈲ＴＭＭＣ 愛知県名古屋市 平成19年7月12日

54 発泡金属と光触媒による高性能フィルター等の製造販売事業 ㈱安達工業 富山県射水市 平成19年7月12日



地域 コア企業（代表者）名 所在地 認定日テ ー マ 名

新連携事業認定計画の一覧
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（中部・北陸） 55 季節によって異なる髪のダメージに最適なヘアケア製品の製造・販売事業 ㈱ビーロード 石川県金沢市 平成19年7月12日

56 路面の切削が不要な薄層舗装を実現するアスファルト添加剤の製造･販売事業 三野道路㈱ 岐阜県中津川市 平成19年10月16日

57 簡単に設置できる軽量特殊段ボール製仮設テントの製造・販売事業 ㈱佐合木材 岐阜県美濃加茂市 平成19年10月16日

58 高効率な濁水浄化を実現する凝集固化剤と固液分離装置を製造しセット販売する事業 ㈱あの津技研 三重県津市 平成19年10月16日

59 編上げた布袋に極小粒径ビーズを注入した機能性のあるキルト・パッド等の製造・販売事業 日本ケミカル工業㈱ 三重県四日市市 平成19年10月16日

60 改良型エアバッグ起動装置を使った安全用具の製造・販売事業 無限電光㈱ 愛知県名古屋市 平成19年10月16日

61 小型・安価・簡単操作の荷重・変位出力付測定システムの製造・販売事業 ㈱イマダ 愛知県豊橋市 平成19年10月16日

62 国産初チタン合金製脊椎固定材料の製造・販売事業 昭和医科工業㈱ 愛知県豊橋市 平成19年12月20日

63 中小工務店向け制震システムの全国展開事業 東海イーシー㈱ 愛知県名古屋市 平成19年12月20日

64 特殊撚糸を用いたふっくらと柔らかく毛羽落ちの少ないタオル地製品の製造・販売事業 おぼろタオル㈱ 三重県津市 平成19年12月20日

65 マグネシウム合金めっきにおいて亜鉛置換技術を応用した新しいめっき加工事業 ㈱高松メッキ 富山県富山市 平成19年12月20日

66 繰り返しの洗濯にも脱臭・抗菌・防汚効果が低下しない繊維製品の製造販売事業 ㈱ティ・アイ・シー 石川県かほく市 平成19年12月20日

67 クリップヒーターを利用したパーマネント器具等の製造・販売事業 アドバンス㈲ 愛知県大府市 平成20年2月14日

68
農業生産工程管理をサポートし、技術継承や消費者評価を改善に活用できるソフトウェアの販売事
業

アグリサポートネットワーク㈱ 富山県富山市 平成20年2月14日

69 制御弁式据置鉛蓄電池の循環型再生利用に資するレンタル・販売事業 ㈱アクセス 石川県金沢市 平成20年2月14日

70 空気振動で感知する防犯設備機器等の製造・販売事業 ㈱サムズアップ 愛知県春日井市 平成20年3月31日

71 靴底等に付着した塵埃を除去する高効率吸塵機器等の製造・販売事業 ㈱パイオニア風力機 愛知県名古屋市 平成20年3月31日

72 施工事業者を特約店化した触媒機能付き洗浄剤の製造・販売事業 ㈱アルケミ 岐阜県多治見市 平成20年3月31日

73 結婚後の会員制家族向けサービス提供事業 ㈱プリエール＆インテリジェンス 愛知県豊川市 平成20年3月31日

74 リハビリ患者、高齢者等の姿勢改善に効果的なストレッチポールの開発・製造・販売事業 ㈱ＬＰＮ 愛知県知多郡 平成20年3月31日

75 オゾン等を用いグリーストラップの日常維持管理を容易にするメンテナンス事業 ㈱シンセン 岐阜県大垣市 平成20年3月31日

76 エアー緩衝材高速製造機及びクッション用フィルムの製造・販売事業 アジアハイテックス㈱ 愛知県豊川市 平成20年6月30日

77
色覚障がい者にも見やすい標識・印刷物等をデザインするために使用する眼鏡等の製造・販売事
業

伊藤光学工業㈱ 愛知県蒲郡市 平成20年6月30日

78 金属加工機械から出る切粉を混合させずに空気搬送する装置の製造・販売事業 クマクラ工業㈱ 岐阜県可児郡 平成20年6月30日

79
日本初のネオンガスを用いて炎の揺らぎを実現した安全でローコストなかがり火照明等の製造・販
売事業

㈱スペースアート 三重県伊勢市 平成20年6月30日

80 トラック等の荷台ボディ用ウイング扉自動ロック及び解除装置の製造・販売事業 ㈱三愛自動車 愛知県豊橋市 平成20年7月18日

81 パソコンからの製版信号を使って印刷する金属箔プリンター及び消耗品の製造・販売事業 ㈱シード 愛知県名古屋市 平成20年7月18日

82 高齢者・視覚障がい者向け歩行者補助信号機の製造・販売事業 ㈱ＩＮＢプランニング 愛知県大府市 平成20年7月18日

83 高生産性・省力化・環境対応等を実現した金属曲げ加工機の製造・販売事業 協和マシン㈱ 富山県高岡市 平成20年7月18日

84 環境にやさしく燃料費の削減が可能になるＬＰＧハイブリット車の開発・販売事業 ㈲千代野自動車 石川県白山市 平成20年7月18日

85 振動感知による予防機能を付与したレジスター取付式現金盗難警報装置の製造･販売事業 ㈲オーケィトータルサービス 愛知県豊橋市 平成20年12月24日

86 微細気泡による高効率水質浄化ポンプの製造・販売事業 ㈱ガイアクリーン 愛知県岡崎市 平成20年12月24日

87 切削工具の提供や品質保証等を付加した精密機械部品の配送サービス事業 共立産業㈱ 愛知県安城市 平成20年12月24日

88 わらじの鼻緒から考案し、ファッション性を加えた機能性足用サポーター等の製造・販売事業 ㈱光洋 愛知県名古屋市 平成20年12月24日

89 非線形応答が可能なバーチャルモータを実現するリアルタイムシミュレータ等の製造・販売事業 ディエスピーテクノロジ㈱ 愛知県豊橋市 平成20年12月24日

90 中小印刷業者を中心ユーザーとした、エリアマーケティングのサポートサービス事業 西川コミュニケーションズ㈱ 愛知県名古屋市 平成20年12月24日

91 ワイヤレスデジタル携帯心電装置の製造・販売及び心電解析サービスの事業化 ㈱メディリンク 愛知県豊田市 平成20年12月24日

92 省エネルギー・高効率のアルミ等溶解るつぼ炉の製造販売事業 北陸テクノ㈱ 富山県射水市 平成20年12月24日

93 食用油劣化抑制装置を搭載した大型連続式自動フライヤーの開発・製造販売 アサヒ装設㈱ 石川県白山市 平成20年12月24日

94 乗用車コーティング及び施工研修等の車美容支援サービス事業 アイ・タック技研㈱ 愛知県大府市 平成21年2月20日

95 冷間鍛造用低コスト高効率型潤滑剤塗布装置の製造・販売事業 ㈲石原鉄工 愛知県名古屋市 平成21年2月20日

96 多面的・質的新評価システムによるテレビ番組内容等調査事業 ㈱クオリティリサーチ 愛知県名古屋市 平成21年2月20日

97 エアコン等の室内空気熱を床下に均一分散させる床冷暖房システムの製造・販売事業 ㈱栗田工業 愛知県豊橋市 平成21年2月20日

98 バーコード付き部分タックシール受診票とマッチした健康診断管理システムの販売事業 ㈱ダイヤックス 愛知県名古屋市 平成21年2月20日

99 床面等を保護する高機能フィルムシートの製造・販売・施工事業 ㈱タカハラコーポレーション 愛知県名古屋市 平成21年2月20日
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（中部・北陸） 100 低コスト・高精度な高周波加熱コイルの設計・製造・販売事業 中部高周波工業㈱ 愛知県知多郡 平成21年2月20日

101 完全６自由度の力学評価技術により日本人に最適化した人工膝関節等の製造・販売事業 西島メディカル㈱ 愛知県豊橋市 平成21年2月20日

102 転倒防止用自動ロックブレーキと同装置を搭載した車椅子の製造・販売事業 ㈱ハチスカ 愛知県岡崎市 平成21年2月20日

103 高張力鋼の特性を活用した生産手法による業界初の軽量グレーチングの製造・販売事業 ㈱宝機材 岐阜県瑞穂市 平成21年2月20日

104 使用済み自動車から回収する廃油の農業用途への再利用事業 会宝産業㈱ 石川県金沢市 平成21年2月20日

105 車輌・船舶等搭載型多言語地域情報自動ガイドシステムサービス事業 ㈱クリエイティブ・ラボ 愛知県名古屋市 平成21年6月26日

106
建設基礎工事現場で利用する地盤支持力確認装置に羽根付鋼管杭と地盤保証を付加した提供事
業

㈱ソイエンス 愛知県名古屋市 平成21年6月26日

107 研究開発向けリポソーム等多機能自動製造装置の製造・販売事業 橋本電子工業㈱ 三重県松阪市 平成21年6月26日

108 製材工程を短縮した高効率製材機械の製造・販売事業 ㈱共和キカイ 石川県河北郡 平成21年6月26日

109 量産に対応した千切り和紙ラベルならびに貼付機の製造販売事業 高桑美術印刷㈱ 石川県金沢市 平成21年6月26日

110 高精細な描写力と堅牢性を備えたインクジェットプリントによるデザイン商品の製造販売事業 平松産業㈱ 石川県能美市 平成21年6月26日

111 油等の汚れを簡単に洗い落とす塗料をコーティングしたステンレス製厨房器具等の製造・販売事業 ㈱五合 愛知県春日井市 平成21年9月25日

112 布製キャップを用いて染まりムラを低減するヘアカラー機器の製造・販売事業 ㈱三光電機製作所 愛知県名古屋市 平成21年9月25日

113 デジタルサイネージ機能等を搭載した自動販売機による飲料販売および情報提供事業 タケショウ㈱ 愛知県半田市 平成21年9月25日

114 在宅率自己学習機能等の搭載により効率的な運送業務等を支援するナビシステムの販売事業 ㈱初芝 富山県富山市 平成21年9月25日

115 パイプ曲げ用７軸ロボットと非接触３次元測定機の情報連結による加工システムの製造・販売事業 ㈱オプトン 愛知県瀬戸市 平成21年12月24日

116 CT・MRI等の医用画像付き報告書をCD等に書き込むシステムの製造・販売事業 ㈱グローバルコンセプト 愛知県名古屋市 平成21年12月24日

117
薄く緻密なアパタイト膜をコーティングした人工歯根の製造・販売及び歯科医師向け講習会の提供
事業

山八歯材工業㈱ 愛知県蒲郡市 平成21年12月24日

118 超高圧洗浄装置及び精密コーティング装置に搬送ラインを結合したシステムの製造・販売事業 旭サナック㈱ 愛知県尾張旭市 平成22年2月24日

119 学習塾の登下校時の画像を確認できるお知らせメールの配信事業 ㈱学書 愛知県名古屋市 平成22年2月24日

120 設置工事とメンテナンスが簡易な駐車スペース確保用の小型ゲートシステムの製造・販売事業 コオメイ工業㈱ 愛知県刈谷市 平成22年2月24日

121 高効率蒸気発生システムを搭載したスチームコンベクションオーブンの製造・販売事業 ㈱コメットカトウ 愛知県名古屋市 平成22年2月24日

122 多様な食材の調理が可能な店頭向け電気式オーブンの製造・販売事業 サニア工業㈱ 愛知県海部郡 平成22年2月24日

123 高い生産性と多品種・小ロット対応を両立する小径用6軸自動旋盤の製造・販売事業 ㈱嶋田鉄工所 愛知県豊川市 平成22年2月24日

124 銀担持型無機系抗菌剤を用いた耐久性の高い抗菌・防カビ技術の施工、加工事業 ㈱ペイントサービス 愛知県江南市 平成22年2月24日

125 高分散性を追求したカスタムメイドの薬品マスターバッチの製造･販売事業 ㈱竹原ゴム加工 岐阜県中津川市 平成22年2月24日

126 ホテル・マンション・商業施設向け映像装置付き鏡壁面の製造・販売及び施工事業 ㈱ハナムラトレーディング 岐阜県羽島市 平成22年2月24日

127 ダイヤモンドに近い特性を持つカーボン膜を塗布する被膜生成装置等の製造・販売事業 ㈱中川製作所 三重県津市 平成22年2月24日

128 加工の実況目視確認・計測システムを搭載した高剛性ダイヤモンド工具研削盤の製造・販売事業 ㈱光機械製作所 三重県津市 平成22年2月24日

129 液体電極プラズマを用いて液体中の成分分析を行うハンディ元素分析器の製造・販売事業 ㈱マイクロエミッション 石川県能美市 平成22年2月24日

130 光源の色変化を利用した高精度・低価格の実装基板画像検査装置の製造・販売事業 ㈱愛央技研 愛知県名古屋市 平成22年10月1日

131 特殊緩衝装置と山間地での工事技術を活かした低コストの落石・雪崩防護柵の施工事業 笹嶋工業㈱ 富山県南砺市 平成22年10月1日

132 航空機技術を取入れた業界初の超低慣性自転車用ハブの製造・販売事業 ㈱近藤機械製作所 愛知県名古屋市 平成23年2月2日

133 オリジナルオーダーが可能で、長期リユースシステムを備えたベビーカーの製造・販売事業 高橋製瓦㈱ 岐阜県岐阜市 平成23年2月2日

134
横方向開封が容易で再封機能を持つジッパーテープを装着した食品パッケージを生産する自動包
装機及び包装資材の製造・販売事業

富士特殊紙業㈱ 愛知県瀬戸市 平成23年2月2日

135
有効な土地利用や簡易施工が可能であり、地震対策も施してある雨水地下貯留槽の製造・販売事
業

松岡コンクリート工業㈱ 岐阜県大垣市 平成23年2月2日

136 果実を傷つけることなく糖度や硬度を簡単に測定できるハンディ式測定器の製造・販売事業 千代田電子工業㈱ 愛知県豊川市 平成23年2月2日

137 連作障害回避によって持続再生産可能な都市農業・屋上農園の推進事業 兼六建設㈱ 石川県金沢市 平成23年2月2日

138 新しい堀削方法を用いた環境負荷の少ない地盤改良事業 ㈱グランテック 富山県高岡市 平成23年2月2日

139
強風や落雷等の悪条件下でも発電可能で安全性を備えた双方向回転式風力 発電装置の製造・販
売事業

㈱エコ・テクノロジー 愛知県名古屋市 平成23年6月17日

140 低価格・省スペースを実現した食材用微粉砕装置の製造・販売事業 ㈱ヨシダマシナリー 愛知県一宮市 平成23年6月17日

141 マイナス電荷と特殊フィルムを利用して食材を急速冷凍する鮮度維持凍結装置の製造・販売事業 睦化学工業㈱ 愛知県名古屋市 平成23年9月29日

142 超音波石英振動体型洗浄機の製造・販売事業 本多電子㈱ 愛知県豊橋市 平成23年9月29日

143 ポータブルな導体幅簡易計測器の製造・販売事業 伊原電子工業㈱ 愛知県春日井市 平成23年9月29日

144 穿刺疼痛を緩和する皮膚冷却療法用具の製造販売事業 ㈱ＣＭＥ 石川県金沢市 平成23年9月29日
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（中部・北陸） 145 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 ㈱ベルグリーンワイズ 愛知県名古屋市 平成24年2月3日

146 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 ㈱池山メディカルジャパン 愛知県名古屋市 平成24年2月3日

147 保冷精米機の開発・製造、販売事業 マルマス機械㈱ 富山県中新川郡 平成24年2月3日

148 高い寸法安定性と剥離性を併せ持つ壁紙用裏打紙ならびに壁紙の製造・販売事業 石川内装材事業㈱ 石川県白山市 平成24年2月3日

149 建築物の内装に使われる壁紙の端材を有効利用した袋等の製造・販売事業 ㈱スクラッチバック 愛知県名古屋市 平成24年6月20日

150 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 アイサンテクノロジー㈱ 愛知県名古屋市 平成24年6月20日

151 強力な永久磁石を用いた移動足場装置の製造・販売・設置貸出事業 櫻井技研工業㈱ 愛知県春日井市 平成24年6月20日

152 高機能制振ゴム組成物の製造・販売事業 木曽興業㈱ 愛知県名古屋市 平成24年10月1日

153 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 ㈱オーイーエス 愛知県岡崎市 平成24年10月1日

154 ＬＥＤ光リユース街路灯の製造・販売・リース事業 ㈱久米電機 愛知県みよし市 平成24年10月1日

155 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 ㈱みつわポンプ製作所 三重県員弁郡 平成24年10月1日

156 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 ㈱澤本商事 石川県金沢市 平成24年10月1日

（近畿） 1 京都試作ネットを基礎にした新たな試作ビジネスの確立 ㈲京都試作工房 京都府京都市 平成17年7月14日

2 斜め織り織機による高機能布素材の製造販売 桑村繊維㈱ 兵庫県多可郡 平成17年7月14日

3 多機能性皮革織物における素材開発・商品開発並びに事業化 ㈱アウラ 京都府京都市 平成17年7月14日

4
「ぬめり」等の汚れ（＝有機物）の付着しない且つ、抗菌性能を持つシステム・バスの開発及び事業
化

アリス化学㈱ 福井県あわら市 平成17年7月14日

5
管工機材業界業を中心とした、生産財卸売業向け「生き残りのための経営課題解決型パッケージソ
フト」開発とその販売による新事業分野開拓事業

㈱アスコット 大阪府大阪市 平成17年7月14日

6 デジタル統合書類管理システムの開発及び販路開拓事業 枚岡合金工具㈱ 大阪府大阪市 平成17年7月14日

7 次世代型航空機部品供給ネットワーク事業 ㈱田中 大阪府大阪市 平成17年7月14日

8 曲面ダイレクト印刷手法を用いた、自動車内装部品への表面処理加工事業 ㈱秀峰 福井県福井市 平成17年7月28日

9 ロボット用超小型６軸力覚センサの商品化 日本リニアックス㈱ 大阪府大阪市 平成17年7月28日

10 ３次元ＣＡＤを活用した超高速試作サービス事業 ㈱オーテック 大阪府八尾市 平成17年7月28日

11 高機能な多関節ロボットを利用した機械部品の水中洗浄システムの開発及び販売事業 森合精機㈱ 兵庫県明石市 平成17年7月28日

12 マイクロコロニー観察装置の開発及び販売事業 ㈱中央電機計器製作所 大阪府大阪市 平成17年7月28日

13 超伝導磁気分離を利用した排水処理システムの製造・販売 仁木工芸㈱ 大阪府大阪市 平成17年9月21日

14 超高性能光ファイバー分布測器によるプラント健全性監視システムの構築 ニューブレクス㈱ 兵庫県神戸市 平成17年9月21日

15 業務用排水再利用システムを活用した布オムツランドリー事業展開 ㈱相互技研 大阪府羽曳野市 平成17年9月21日

16 フラットパネルディスプレイ用フィルム部材の事業化 広野化学工業㈱ 兵庫県三木市 平成17年9月21日

17 足圧動的計測を応用した靴、家電、健康産業関連商品の事業展開 ㈱コンフォートラボ 大阪府東大阪市 平成17年9月21日

18 機能集積型マイクロチップデバイス（細菌分別型誘電泳動チップ）の事業化 ㈱三宝化学研究所 大阪府堺市 平成17年9月21日

19
シロキサン結合アルコール溶剤（超越液）を活用した製品（木工製品、ハープ、住宅）の商品化・販
売

㈱コラボリンク 福井県坂井郡 平成17年9月21日

20 MEMS技術を活用した小型ローコスト流量計の実用化 コフロック㈱ 京都府京田辺市 平成17年9月21日

21 人体に優しい新素材眼鏡フレームを核にIT技術を活用したビジネスモデルの構築・事業化 ヤマウチマテックス㈱ 福井県福井市 平成17年9月21日

22 「細菌・ウイルス瞬間熱殺滅装置」の開発と事業化 北斗電子工業㈱ 兵庫県西宮市 平成17年9月21日

23 カーボンランプヒーターを活用した電化厨房機器の開発、製造、販売事業 ㈱シルクインダストリー 大阪府守口市 平成17年12月13日

24 セラミックハニカムカーボンを使用した有機溶剤回収再生装置の開発、製造、販売事業 第和工業㈱ 兵庫県尼崎市 平成17年12月13日

25 「多孔質セラミックを用いた植栽断熱発泡タイル」による壁面緑化事業 近江窯業㈱ 滋賀県甲賀市 平成18年2月22日

26 新型コインパーキングモデルの構築による管理事業の展開 サクセスパーキング(有) 兵庫県神戸市 平成18年2月22日

27 スイッチ測定ユニットの開発・販売事業 ㈱MRT 大阪府八尾市 平成18年2月22日

28 半導体デバイス用厚膜熱酸化膜付きシリコンウェーハ成膜事業 ケイ・エス・ティ・ワールド ㈱ 福井県福井市 平成18年2月22日

29 偏光光学レンズの開発並びに事業化 （有）日本ポリテック技研 兵庫県神戸市 平成18年2月22日

30
高精度計測車両の実車測量による3次元道路地図ならびに付帯情報のデジタルデータ化と販売事
業

㈱コボプラン 大阪府大阪市 平成18年2月22日

31 木本植物を活用した法面緑化工法の事業化 ㈱グリーンコップ 福井県福井市 平成18年2月22日

32 100%無機ガラスボディコーティングと下回り防錆の開発と製品化 ㈱エヌエム 福井県福井市 平成18年2月22日

33 「通称地名」情報の整備・販売と「イベント情報」ビジネスの拡大 （協）インフォメーションテクノロジー関西 兵庫県神戸市 平成18年2月22日
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（近畿） 34 インターネットや携帯電話端末を利用するリアルタイム在宅検診システムの事業化 ㈱ティー・ティー・エム 大阪府大阪市 平成18年2月28日

35 天然抽出物を用い機能性を付与した美容志向繊維製品の開発及び製造販売 フクセン㈱ 和歌山県和歌山市 平成18年6月14日

36 間伐材を利用した準不燃及び不燃処理内外装材開発事業 ミロモックル産業㈱ 大阪府大阪市 平成18年6月14日

37
電気二重層キャパシタによる緊急遮断機能付多機能型流体制御用アクチュエータとバルブの製造・
販売

㈱カワデン 大阪府大阪市 平成18年6月14日

38 ガラス工芸用低融点ガラス素材、高性能バーナー等の製造販売及び教室展開を柱にした事業化 ㈲喜南鈴硝子 大阪府大阪市 平成18年6月14日

39 中堅、中小製造業へ最適ロボットシステムを供給する企業グループの構築と事業推進 高丸工業㈱ 兵庫県尼崎市 平成18年7月18日

40 電気無煙コンロならびに専用調理網の開発、製造、販売事業 ㈱辻村技研 奈良県葛城市 平成18年7月18日

41 新工法による熱硬化性樹脂製 高精度 『 インサート成形品 』 の 事業化 ミヤコテック㈱ 京都府京都市 平成18年7月18日

42 超精密微細加工用焼きばめホルダーと電磁誘導加熱装置の製造・販売 豊精工㈱ 大阪府大東市 平成18年7月18日

43 新たな汚泥処理技術による（し尿系）廃棄物のリサイクル及び肥料化事業 ㈱ヴァイオス 和歌山県和歌山市 平成18年7月18日

44 木造住宅構造材を新くんえん乾燥国産材で原木・製材・加工・販売まで一気通貫する協業事業 ㈱理創 大阪府大阪市 平成18年7月18日

45 音･振動に揺らぐ電気回路を組み込んだ信楽焼照明陶器「風の揺らぎ」の商品開発 と事業化 ㈱丸十製陶 滋賀県甲賀市 平成18年11月7日

46 軽量、低メンテナンス、耐重量の特徴を持った屋上緑化システム「オアシス」の事業 展開 金森化学工業㈱ 大阪府枚方市 平成18年11月7日

47 屋上･壁面等薄層緑化用コケマットの工業的量産事業 ㈱HERO 京都府京都市 平成18年11月7日

48 「ＰTC発熱体による電熱一体型移送複合管」の開発・製造及び販売 ㈱旺辰電工 京都府京都市 平成18年11月7日

49 制御とメカの連携による高信頼性防災機器の開発と事業化 和晃技研㈱ 京都府京都市 平成18年11月7日

50 廃材籾殻・木粉を8割混合した低コストの押出成形によるエコ建材の開発と事業化 日本プロファイル工業㈱ 福井県越前市 平成18年11月7日

51 有害物質排水・廃液のマルチ除去処理装置及びフッ酸再生循環処理システム等の事業化 堺鋼板 ㈱ 大阪府堺市 平成18年11月7日

52 フィルターを使用しない新技術での高性能ＰＭ（浮遊微粒物質）捕集機の開発、 製造・販売 ㈱ビックバン 大阪府守口市 平成18年11月7日

53 産業界における荷役系業務に特化し教育訓練を機軸とした、品質保証された人材提供事業 ㈱瀬田月輪自動車教習所 滋賀県大津市 平成18年11月7日

54 書類ピッキングシステム（カルテピッキング）の開発・製造・販売 ㈱スミタシステム 滋賀県草津市 平成18年12月27日

55 高機能、多目的の新畳商品群の開発と事業化 ダイヤロン㈱ 福井県越前市 平成18年12月27日

56
発泡断熱材一体型プレカットパネル“サットパネル２１”による次世代省エネ住宅基準
準拠、木造建築部材一棟一式の販売事業

ヨドプレ㈱ 兵庫県加西市 平成18年12月27日

57 “みらくる２０ＳＴ”を用いた高度分析サービス事業及び装置の製造、販売 ㈱光子発生技術研究所 滋賀県近江八幡市 平成19年2月21日

58 動画可逆圧縮技術ＦＬＣを活かしたデジタル商品事業 ㈱テクノビジュアル 大阪府大阪市 平成19年2月21日

59 歯科医療における定位３次元画像診断支援製品およびサービスの実用化 イマグノーシス㈱ 兵庫県神戸市 平成19年2月21日

60 ワンランク上を目指すアスリートのための“日本初”スポーツコンセプトホテル事業 ㈱アテーナホテルズ 兵庫県淡路市 平成19年2月28日

61
食品の鮮度と品質を落とさない「凍結機」及び冷凍食品を復元する機能の高い「解凍機」の製造・販
売

㈱菱豊フリーズシステムズ 奈良県奈良市 平成19年6月13日

62 歯の表面の着色を容易に除去できるブラシの開発と事業化 ㈱広栄社 大阪府河内長野市 平成19年6月13日

63 焼却炉におけるダイオキシン抑制装置の製造・販売 ㈱シー・ジー・エル 兵庫県小野市 平成19年6月13日

64
広告業界に向けた自動編集と自動Web サイト構築の一元化システムを中心としたシステムの開発
と販売事業の展開

㈱ビイサイドプランニング 滋賀県草津市 平成19年6月13日

65 難治性創傷に対するマゴットセラピー（医療用無菌ウジ治療）システムの事業化 ㈱バイオセラピーメディカル 滋賀県長浜市 平成19年6月22日

66 無菌粉末充填機･充填システム（Mオーガー充填機・Mオーガー充填システム）の製造・販売 ㈱モリモト医薬 大阪府吹田市 平成19年7月19日

67 名刺に特化し、発注から印刷・納品処理までローコストオペレーションを行う印刷事業 ㈱サンライズジャパン 京都府相楽郡 平成19年7月19日

68 医学的見地から生まれた「一体構造」のオーダーメイド靴を店舗とITを活用して販売 ㈱しんけん 大阪市天王寺区 平成19年7月19日

69 快適睡眠をサポートする睡眠ソリューションビジネス ㈱イワタ 京都府京都市 平成19年11月5日

70 超音波発信機を使用せずに生成された超音波を検知する漏れ検査装置の開発及び販売 エイトシステム㈱ 福井県吉田郡 平成19年11月5日

71 『焼酎工場排水処理システム』の製造・販売及びメンテナンス事業 ㈱夢幸房 大阪府寝屋川市 平成19年11月5日

72 ゼロエミッション型無電解ニッケルめっき液リサイクル装置の製造・販売 ㈱ムラタ 兵庫県神戸市 平成19年11月5日

73 福祉機器（エアマットレス・ベッド等）の殺菌・洗浄・乾燥装置の開発、製造、販売事業 マーテック㈱ 兵庫県神戸市 平成19年12月27日

74 蚊・ハエなど飛翔昆虫の対策に活かせる生息データ記録・保存及び防除対策事業 ㈱京都インテリジェンスサーチ 京都府京都市 平成19年12月27日

75 高圧洗浄装置による汚染土壌処理事業及び同装置の製造・販売 ㈱ハマダ 兵庫県姫路市 平成20年2月27日

76 安全で衛生的な筆記具と専用消去具、及び筆記用シートの製品開発と販売拡大事業 ㈱サニー 大阪府大阪市 平成20年2月27日

77 接骨院向けレセプト作成・提出支援システム＆経営支援コンサルティング ㈱ＬＥＩＳ 兵庫県神戸市 平成20年2月27日

78 竹資源有効利活用事業のコア技術となる竹抽出物製剤の市場拡大を目指した連携体事業 ㈱タケックス・ラボ 大阪府吹田市 平成20年3月24日
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（近畿） 79 家庭用岩盤浴スーツなど、段戸波動石を活用した製品の開発・販売 ㈲キーアシスト 京都府宇治市 平成20年3月31日

80 蛍光灯管と互換性のある蛍光管型ＬＥＤ発光管の製造・販売 ㈱リードコーポレイション 奈良県奈良市 平成20年3月31日

81 予防医療を目的とした産業疲労・ストレス検診事業 ㈱疲労科学研究所 大阪府大阪市 平成20年3月31日

82 有害付着生物の繁殖予測用の「付着生物幼生センサー」生産、販売及び対策コンサルティング ㈱セシルリサーチ 兵庫県姫路市 平成20年3月31日

83 強酸性水噴霧式排気脱臭装置付４槽自然循環式「業務用生ゴミ処理装置」の製造と販売 ㈱土本製作所 京都府南丹市 平成20年3月31日

84 安全安心の「霜降り豚肉」などの製造管理システム開発とエコフィード循環事業及びそのＦＣ事業 ㈱バイオマス・グリーン 兵庫県明石市 平成20年3月31日

85 建築現場等作業員を対象とした保冷剤レンタル配送サービスおよび専用ベスト販売 ㈱パアグ 大阪府大阪市 平成20年6月25日

86 カートリッジ式プラスチック製血液浄化用血液回路の開発と製造販売 浪華ゴム工業㈱ 奈良県大和高田市 平成20年7月10日

87
釜を使用せず蒸気を活用した省エネ炊飯、品質安定、簡単操作の蒸気
炊飯機の製造販売

エースシステム㈱ 大阪府和泉市 平成20年7月25日

88
蛍光量測定によるUV 樹脂硬化制御機器(LED 照射パネルとセンサー)
の製造・販売

㈱センテック 大阪府枚方市 平成20年7月25日

89
有害化学物質を分解し快適空間を実現する“住環境改善工法”の資材提
供事業

㈱タカラ住研 兵庫県明石市 平成20年7月25日

90
加熱輾圧機能により作業性を向上した高機能舗装用プレートコンパク
ターの製造・販売事業

㈱ユニックス 大阪府東大阪市 平成20年7月25日

91
木質バイオマス燃料やRPF 燃料による遠心分離空間分割式燃焼炉蒸気
ボイラの製造販売

㈱イクロス 大阪府堺市 平成20年7月25日

92
フォークリフト、運搬車等の電動車用「高速充電装置」の開発・製造・
販売

フコクインダストリー㈱ 兵庫県尼崎市 平成20年7月25日

93
ノロウイルス、新型インフルエンザにも有効なオゾン水手洗い器の商品
化・事業化

水青工業㈱ 兵庫県尼崎市 平成20年7月25日

94 販売時点仕立て裁断で需給両面のサービス性を向上させた高機能フィルムの販売 ㈱ミラリード 大阪府大阪市 平成20年10月28日

95 水難溶性医薬品の固形製剤を、高品質・高効率で造粒する高速混練造粒機の製造・販売 ㈱品川工業所 奈良県磯城郡 平成20年10月28日

96 紙繊維系織物壁紙（ネルスーム）の開発と事業化 山伝製紙㈱ 福井県越前市 平成20年10月28日

97 新生産方式による高級デザート等向けの樹脂製高品位ブロー容器の中小ロット生産と販売 広陵化学工業㈱ 奈良県北葛城郡 平成20年10月28日

98
高密度プリント回路基板のドリリング加工穴の品質向上とドリル寿命の改善に貢献するドリル検査
装置の事業化

エヌシー産業㈱ 京都府久世郡 平成20年10月28日

99 細菌、酵母などの微生物を室温で保存、輸送ができるプリザベーションプレート事業 深江化成㈱ 兵庫県神戸市 平成21年1月16日

100
専用フリーぺーパーを親紙とする新聞無購読者向け、「折込チラシ」地域宅配サービス
事業

滋賀クロスメディア㈱ 滋賀県大津市 平成21年3月4日

101 プラスチック成形品高精度外観検査装置「ロボビジョン」の企画・開発・販売 ジェイ・クオリティ㈱ 京都府京都市 平成21年3月4日

102 狭幅員橋やトラス橋等に最適な点検カメラシステムのレンタル販売と調査受託事業 ジビル調査設計㈱ 福井県福井市 平成21年3月4日

103
ジェットファンのインバータ制御による新しいトンネル換気制御システムの開発と
事業化

㈱創発システム研究所 兵庫県神戸市 平成21年3月4日

104 無機系常温潜熱蓄熱カプセルとそれを用いた全館空調システムの開発・製造・販売 ㈱ヤノ技研 兵庫県神戸市 平成21年3月4日

105 バッテリー再生効果を持つ溶剤と特殊充放電機による廃バッテリーのリユース事業 ㈱アクト 兵庫県宍粟市 平成21年3月4日

106 共棲発酵産物ＬＢＳカルチャーを利用した魚類用飼料の事業化 ㈱リタニアルバイオサイエンス 兵庫県加古川市 平成21年3月4日

107
従来工法に熱溶融着糸を加えた、業界初の非伸縮部をもつ編み立てニット商品製造・
販売

足高メリヤス㈱ 奈良県葛城市 平成21年3月4日

108 ニット製品技術を活かした「釣り網製品の企画・製造」と販売 ㈱アイソトープ 大阪府泉大津市 平成21年3月4日

109 砥石業界初のナイロン系セミ弾性砥石「kenken 砥石」の製造販売事業 ㈱kenken 和歌山県和歌山市 平成21年3月4日

110
駐車場から地域活性化、コミュニティー内再投資を促進する、コミュニティーゲート
としての駐車場事業

㈱イーエスプランニング 兵庫県神戸市 平成21年3月4日

111 舗装の補修を簡便に行えるマット型及び塗布型の舗装補修材の製造販売 ㈱雄交 大阪府豊能郡 平成21年3月4日

112 ＩＣタグ付加の家電リサイクルコンテナの販売事業及びロールパレットのレンタル事業 関西ロジスティックス㈱ 兵庫県神戸市 平成21年3月30日

113
ポリプロピレン段ボール製キャビンを仮設トイレなど折り畳み式ルームとして製造・
販売

㈱One’s アイ 大阪府豊中市 平成21年3月30日

114 マンションの改修・修繕コストの抜本的削減につながる一貫施工及び運営支援サービス カンサイ建装工業㈱ 大阪府岸和田市 平成21年3月30日

115 ドラム貼付方式による小型液晶パネル用の小型・高速の偏光板貼付装置の開発・販売 ㈱ＦＵＫ 奈良県御所市 平成21年7月30日

116 電気も雨傘も使わない雨傘しずく取りの開発と製造・販売 第一化工㈱ 奈良県奈良市 平成21年7月30日

117 食品加工場向けのコンパクトで安価な排水処理装置の販売と保守サービス事業 東西化学産業㈱ 大阪府大阪市 平成21年7月30日

118 廃アルミ缶を乾留還元加熱後冷間圧縮成形した純度の高い製鋼用脱酸ブリケット製造販売 ㈱イワサキ 兵庫県神戸市 平成21年7月30日

119 自動車用部品・薬用錠剤等製造用円形パンチ金型の高精度形状計測装置の製造・販売 ㈱ヤマシタワークス 兵庫県尼崎市 平成21年7月30日

120 化粧品開発時に必要な「紫外線防止能力試験・美白評価試験用照射機」等の製造・販売 ＤＲＣ㈱ 大阪府大阪市 平成21年7月30日

121
生産情報を共有する、EDIシステムの販売・運用サービスを通した経営課題のソリューションを提供
する事業

田中精工㈱ 京都府宇治市 平成21年10月28日

122 変位する太陽光を効率よく集光・伝達し、室内一定範囲を照明する太陽光利用装置の販売 井之商㈱ 滋賀県大津市 平成21年10月28日

123 メッシュ制御・オーサリング機能をもつCAEソフトウェアの販売・カスタマイズ事業 インテグラル・テクノロジー㈱ 大阪府大阪市 平成21年10月28日



地域 コア企業（代表者）名 所在地 認定日テ ー マ 名

新連携事業認定計画の一覧
（平成２４年１０月１日現在：８１８件）

（近畿） 124 新開発装置工法による６～１０ミリ角単結晶ダイヤ板材の製造販売事業 ㈱栗田製作所 京都府綴喜郡 平成22年1月26日

125 沖縄にある植物・センダンの葉を利用したウイルス対策商品の事業化 メロディアン㈱ 大阪府八尾市 平成22年1月26日

126 新開発工法等による価格対性能比に優れたＣＦＲＰ製フィルム搬送用ロールの製造販売事業 井前工業㈱ 大阪府高槻市 平成22年1月26日

127 電気分解によりイオン濃度を直接制御する排水中和処理と、同装置のレンタル・販売事業 近畿基礎工事㈱ 大阪府大阪市 平成22年1月26日

128 関西地域での快適で経済性の高いゼロエネルギー住宅の企画・開発・販売事業 小倉サンダイン㈱ 兵庫県神戸市 平成22年3月8日

129 人間工学に基づいた一体成形編によるＬ字型靴下の製造および販売 ラソックスジャパン㈱ 大阪府大阪市 平成22年3月8日

130 １００年使い継ぐ、天然素材を使った人に優しい長寿命な家具の販売とサービスの事業化 トキハ産業㈱ 大阪府大阪市 平成22年3月8日

131 卓上型の採血管準備装置を開発し、製造･販売する事業 ㈱エーエフシー 大阪府大阪市 平成22年3月8日

132 新技術を使いハードカプセルに液剤充填からバンドシールまで連続式装置の製造と販売 ㈱ノサカテック 福井県福井市 平成22年3月8日

133 可視光反応型光触媒の製造・販売および塗布工事・衣類抗菌加工の請負事業 ㈱共和エンタープライズ 大阪府東大阪市 平成22年3月8日

134 人間工学に基づく普段使いの家具の開発・製造販売事業 市場㈱ 兵庫県加西市 平成22年3月8日

135 焼酎粕等の減容化・再資源化設備の製造・販売事業 ユニ機械㈱ 大阪府大阪市 平成22年3月31日

136 タマネギ外皮から抽出のケルセチン組成物による粉末状抗菌・抗酸化等高機能素材の販売 ㈱インクリース研究所 兵庫県神戸市 平成22年3月31日

137 織物紋様にプリント模様を重ね裏抜けに特徴をもたせたインクジェット捺染生地製造販売 近江織物㈱ 滋賀県東近江市 平成22年3月31日

138 カルシウムイオンと石灰でアスベストを凝結固化させるセラパックシステムの事業化 富士工業㈱ 京都府京都市 平成22年3月31日

139 新開発工法を用いた歯科医院向け取り換え式プロフィブラシの製造販売事業 ㈱広栄社 大阪府河内長野市 平成22年3月31日

140 超音波画像装置による筋変位測定装置の開発と事業化 アトラ㈱ 大阪府大阪市 平成22年3月31日

141 クエン酸の水素イオン効果を利用した除菌液とその錠剤・粉末・ジェル化製品の製造販売 セパレーターシステム工業㈱ 奈良県葛城市 平成22年6月15日

142
インターネット配信での調理食品・給食サービス業向け総合調理・経営支援システムの開発販売事
業

㈱グローカルフード 大阪府東大阪市 平成22年6月15日

143 錠剤製造で使用する打錠成形用杵のリサイクル事業 ㈱ツー・ナイン・ジャパン 京都府京都市 平成22年9月30日

144 医療・介護機関の業務・教育を支援するマニュアルコンテンツ（ＭＮＫコンテンツ）の販売 スキルインフォメーションズ㈱ 大阪府大阪市 平成22年9月30日

145 -35度から0度までの所定低温度での保冷時間を飛躍的に向上させた保冷剤の事業化 ㈱キョーエイ 大阪府吹田市 平成23年2月8日

146 段ボール表面への直接・高精細・水性インキでのカラー印刷機及び精密印版の製造販売 ㈱アート 大阪府寝屋川市 平成23年2月8日

147 新技術バイソンサイクロンを用いたボイラー蒸気省エネルギー圧力調節器の事業化 内外特殊エンジ㈱ 京都府京都市 平成23年2月8日

148 レアメタル（タングステン・コバルト）からなる超硬合金再生循環の事業化 サンアロイ工業㈱ 兵庫県神崎郡 平成23年2月8日

149 微生物資材により魚肥の肥料効果を高めた有機アミノ酸含有の特殊肥料・飼料の開発製造販売 岡部産業㈱ 兵庫県加東市 平成23年2月8日

150 「ＫＵＭＯＮＯＳ」と「赤外線サーモデルタ」を用いた新外壁診断システムの事業化 関西工事測量㈱ 大阪府箕面市 平成23年9月30日

151 ３次元ロボットビジョンセンサ「TVS」シリーズの開発生産販売事業 ㈱三次元メディア 滋賀県草津市 平成23年9月30日

152 飲料パック等の古紙を100％再生した硬質ダンボールによるディスプレイ什器の製造販売 丸一興業㈱ 兵庫県尼崎市 平成23年9月30日

153 携行型生ビールサーバーの開発・製造および販売事業 ㈱エムトリップコーポレーション 福井県福井市 平成23年9月30日

154 次世代LSI用超薄型ＰＣＤ（コバルト焼結ダイヤモンド）ダイシングブレード製造販売事業 ㈱新日本テック 大阪府大阪市 平成24年2月3日

155 オレフィン系衛生材料用接着剤及びそのアプリケーターの開発・事業化 ㈱リルケミカル 兵庫県尼崎市 平成24年2月3日

156 変形自在で創造性と触覚を育む、シリコン製の積み木知育玩具・福祉器具の事業化
有限会社アイ・シー・アイデザイン研究
所

大阪府守口市 平成24年2月3日

157 少水量で消火を可能とした一般人が使える新消火システムの開発・製造・販売 ㈱北浦製作所 大阪府高槻市 平成24年2月3日

158 EDI機能組み込み型ねじ卸売企業基幹情報システムの開発・販売事業 ㈱アスコット 大阪府大阪市 平成24年6月20日

159 デジタル式歯科用パノラマX線診断装置QRmaster-PTMの事業化と市場開拓・販売 ㈱テレシステムズ 大阪府大阪市 平成24年6月20日

160 電子カタログ技術活用の多機能営業支援ソフトecoCAT CMSの開発販売事業 ㈱デジタルマックス 大阪府吹田市 平成24年6月20日

161 省電力を容易に実現する従来型蛍光灯一括調光システムおよび省電力型照明器具の事業化 ㈱F-tech 大阪府大阪市 平成24年10月1日

162 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 ㈱日本コムダック 大阪府大阪市 平成24年10月1日

163 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 平井工業㈱ 兵庫県尼崎市 平成24年10月1日

164 水銀灯と完全互換可能なLEDランプの開発製造販売事業 APSジャパン㈱ 大阪府大阪市 平成24年10月1日

165 LED光源の発光分布制御が可能な面発光ガラス導光板ディスプレイ建材の開発製造事業 早水電機工業㈱ 兵庫県神戸市 平成24年10月1日

（中国） 1 高度表面処理を施したマグネシウム製品の製造・販売 オーエム産業㈱ 岡山県岡山市 平成17年7月8日

2 トラバースガイド機能と樹脂素材に応じた刃物を組み合わせた樹脂用チップ化設備の製造・販売 徳機㈱ 山口県周南市 平成17年7月8日

3 自然調和型土木構造物「ブランチブロック」を用いた擁壁施工 ㈱吉工園 山口県美祢市 平成17年7月27日
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（中国） 4 革新的加減速効率を実現する中実式高精度ベアリングギアの製造・販売 荻野工業㈱ 広島県安芸郡 平成17年9月26日

5 ヒートパイプを利用した屋根用融雪システムの製造・販売 ㈱ジャスト東海 山口県宇部市 平成17年9月26日

6 薄膜コーティングした「プリント基板穴あけ加工用補助材」の製造・販売 ㈱片木アルミニューム製作所 鳥取県西伯郡 平成18年2月23日

7 冷間鍛造によるスパイラルベベルギアの製造・販売 ゼノー・テック㈱ 岡山県岡山市 平成18年2月23日

8 舶用ディーゼルエンジンの燃料噴射制御装置の製造・販売 ㈱ショウエイ 岡山県美作市 平成18年2月23日

9 掘削用新型超硬ビットの製造・販売 アロイ工業㈱ 岡山県真庭市 平成18年2月23日

10 レーザー式表面傷自動検査装置の製造・販売 シグマ㈱ 広島県呉市 平成18年3月29日

11 高耐久性を有する配食・給食用チタン製光触媒保温容器のリース・レンタルサービス ㈱伸興サンライズ 島根県松江市 平成18年7月24日

12 大気圧プラズマを用いたフッ素系地球温暖化ガスの分解破壊・除害装置の商品化 ㈱アドテックプラズマテクノロジー 広島県福山市 平成18年7月24日

13 一般家庭用高度浄化排水再利用装置の市場化 永和国土環境㈱ 広島県福山市 平成18年7月24日

14 自動車用プレス金型製作リードタイム短縮システムによる事業展開 深江特殊鋼㈱ 広島県福山市 平成18年7月24日

15 タンパク質自動結晶化観察ロボットシステムの製造・販売 エステック㈱ 島根県八束郡 平成18年11月29日

16 高性能で操作性の高い３次元モデル加工機（クレイ及び樹脂）の開発・製造・販売 桜井機械㈱ 広島県広島市 平成18年11月29日

17 超高圧下で物性を変化させる装置（商品名：「まるごとエキス」）の製造・販売 ㈱東洋高圧 広島県広島市 平成18年11月29日

18 針葉樹皮リサイクルによる新素材「環境緑化ボード」の開発・販売 ㈱ジャパン緑化 鳥取県鳥取市 平成19年2月22日

19 卓上型高速精密ＮＣ加工機の製造・販売 ㈱日本マイクロシステム 鳥取県米子市 平成19年2月22日

20 廃プラスチックを活用した透水性土壌改良材の製造・販売 フジ化成工業㈱ 鳥取県西伯郡 平成19年2月22日

21 エージェント型マルチメディア双方向通信システム「ミュー太」の事業化 山陰電工㈱ 島根県出雲市 平成19年2月22日

22 海外向け高機能薬剤コートステントの製造・販売事業 ㈱日本ステントテクノロジー 岡山県岡山市 平成19年2月22日

23 革新的な大根おろしパウダーの事業化 こだま食品㈱ 広島県福山市 平成19年2月22日

24 低コスト・高品質を実現した同時５軸加工による航空機の大型アルミ部品の製造事業 山陽鉄工㈱ 岡山県倉敷市 平成19年3月30日

25 廃棄紙管リサイクルによる油吸着シートの製造・販売と循環システムの確立 村上商事㈱ 山口県岩国市 平成19年3月30日

26 コンクリート構造物の長寿命化を目的とする『ＩＰＨシステム内圧充填接合補強工法』の事業化 ＳＧエンジニアリング㈱ 広島県広島市 平成19年12月10日

27 高機能な安定・持続型ビタミンＣ及びその配合商品の企画・開発と製造・販売の促進 ㈱アスコルバイオ研究所 岡山県岡山市 平成20年2月26日

28 微細気泡生成装置を国内外の用途開発・実用市場に向けて製造販売する事業 ㈱協和機設 広島県福山市 平成20年2月26日

29 国産化した高速パルス型プラズマ電源を用いたハイブリッド窒化装置の製造と販売 山陰酸素工業㈱ 鳥取県米子市 平成20年2月26日

30
品質向上と経済性を同時達成する自動車塗装欠陥検査装置『PDDM NEW-Ⅱ』を製造・販売する事
業

中央電子計測㈱ 広島県広島市 平成20年2月26日

31 柔軟導電部材（商品名：メフィット）の難燃性付加による新市場開拓 オーティス㈱ 岡山県真庭市 平成20年3月31日

32 自動車車体補修塗装用の水性塗料乾燥機の事業化 気高電機㈱ 鳥取県鳥取市 平成20年7月15日

33 モータダイレクトドライブ静音・長寿命リングポンプユニットの生産・販売 ㈱Ａ＆Ｍ 鳥取県米子市 平成20年7月15日

34 自由降下式救命艇システムの事業化 ㈱ニシエフ 山口県下関市 平成20年7月15日

35 道路標示の作図を自動化する路面描画装置（商品名：ヒューナビ）の事業化 ㈱技工社 鳥取県鳥取市 平成21年1月9日

36 ＬＥＤ光源とレーザー加工導光板を用いた大型面発光製品の製造・販売 ㈱ミスモ加工 岡山県倉敷市 平成21年1月9日

37 移動式仮設足場（ステージタワー）を使ったサイロ内の清掃、補修・塗装工事の事業化 ㈱プラントベース 岡山県倉敷市 平成21年2月23日

38 フェムト秒超短パルス（３０フェムト秒以下）レーザー光源の事業化 中原鉄工㈱ 岡山県岡山市 平成21年2月23日

39 環境負荷低減並びに作業環境改善に寄与する小型湿式集塵装置の開発、製造および販売事業 ㈲イトートーヨーサービス 島根県出雲市 平成21年9月30日

40
同型電気推進船のフリート化により運行コスト低減・環境負荷対策・安全性向上を実現する内航海
運サービス

向島ドック㈱ 広島県広島市 平成21年10月28日

41
リアルタイム周波数解析機能を搭載した臨床普及型の表面筋電図解析評価システム「ＥＭＧマスタ
ー」の製造・販売

㈱小沢医科器械 岡山県倉敷市 平成21年12月17日

42
クリーンな環境を創る「弱酸性および弱アルカリ性」次亜塩素酸水溶液の生成および霧化装置の開
発と事業化

㈱シージーアイ 岡山県岡山市 平成22年2月26日

43
新しい機能（α-グルコシターゼ阻害物質含有）をもつＤＣー１５納豆菌を用いた商品の開発と事業
化

㈱ニューバイオエンタープライズ 岡山県岡山市 平成22年2月26日

44 正方形軌跡運動機構による大型化対応画面研磨機の製造・販売 ㈱メックス 広島県府中市 平成22年2月26日

45 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 﨑上工業㈱ 岡山県岡山市 平成22年9月30日

46 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 光軽金属工業㈱ 岡山県岡山市 平成23年2月2日

47 スポット溶接用電極チップの高寿命化技術を活用した「電極チップ再生機」 の事業化 テクノ柳生㈱ 岡山県倉敷市 平成23年2月2日

48 荷物の自動積み下ろしが可能な、高機能搬送ロボットシステムの事業化 モリマシナリー㈱ 岡山県赤磐市 平成23年2月2日
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（中国） 49 エスカレーターにおける新たな工法による清掃サービス及び専用機器の販売の事業化 ㈱善管 広島県広島市 平成23年2月2日

50 ベルト除菌や異物発見など食品工場の衛生管理の向上に寄与する製品の製造・販売 ㈱ブンシジャパン 山口県周南市 平成23年2月2日

51 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 エアオペレーションテクノロジーズ㈱ 山口県下関市 平成23年6月17日

52 施工性・コスト・リサイクル性に優れた車線分離標Ｅ－ＰＯＬＥの事業化 山陽コンクリート工業㈱ 岡山県備前市 平成23年9月30日

53 軽量・低コストで量産性が高い給湯器用多層成形プラスチックタンクの事業化 みのる化成㈱ 岡山県赤磐市 平成23年9月30日

54 高炉スラグを用いた、硫酸や塩害に強い低炭素型コンクリート「ハレーサルト」の事業化 ランデス㈱ 岡山県真庭市 平成23年9月30日

55 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 中国化薬㈱ 広島県呉市 平成23年9月30日

56 キトサンを含有した抗菌、消臭、抗かび性等に優れた新塗材の事業化 大村塗料㈱ 鳥取県鳥取市 平成24年2月3日

57 アルミ高機能部品の生産効率向上のための新たな生産方式の事業化 ㈱田中製作所 鳥取県鳥取市 平成24年2月3日

58 アップグレード・リサイクルを可能にする鋳鉄溶湯中の不純物除去システムの開発・販売 ㈱木下製作所 広島県広島市 平成24年2月3日

59 低落差で発電可能な小型・高効率水力発電機の事業化 ひだかや㈱ 岡山県倉敷市 平成24年10月1日

60 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 コアテック㈱ 岡山県総社市 平成24年10月1日

61 コンクリート目地工事における新型削孔システムの事業化 ㈱藤崎商会 広島県広島市 平成24年10月1日

（四国） 1 新素材（パイル地）を使ったパジャマの開発・販売 ㈱楠橋 愛媛県今治市 平成17年7月25日

2 分離膜を利用した小型排水処理装置の開発・実用化 阿波製紙㈱ 徳島県徳島市 平成17年7月25日

3 腕の血管注射ミス防止用の血管位置検出装置の開発・販売 ㈱ヨコタコーポレーション 徳島県吉野川市 平成17年9月5日

4 水素エネルギーを利用した省エネルギー型冷凍機等の開発 ㈱トップシステム 愛媛県西条市 平成17年9月28日

5
プロアントシアニジンとトレハロースを不織布に塗布する技術を活用した①鮮度(鮮色)保持シート②
ドリップ吸収マット③介護用マクラカバーの開発及び製造販売

くじらハウス㈱ 高知県高知市 平成17年11月18日

6 再生ポリエステルボードを使用したコンクリート脱泡ボードの開発製造 四国繊維販売㈱ 香川県高松市 平成17年11月18日

7 衛生材料向けに使用する「新吸収体」の開発・生産・販売の新事業 ブイテック㈱ 愛媛県四国中央市 平成18年7月14日

8 定在波レーダーを応用したレベル計測器の開発及び市場開拓 ㈱パル技研 香川県高松市 平成18年7月25日

9 廃棄煮汁濃縮処理装置及び同装置を活用したペットフードの開発・製造販売 兼松エンジニアリング㈱ 高知県高知市 平成18年7月25日

10 国産初の蜂蜜発酵酒「ミード」の開発・製造・販売 菊水酒造㈱ 高知県安芸市 平成18年7月25日

11 インテリジェント歩行支援ロボットの製造・販売 ㈱相愛 高知県高知市 平成18年7月25日

12 バイオ技術による安全・安心な感染防除飼料の製造・販売事業 貞光食糧工業㈲ 徳島県美馬郡 平成18年8月11日

13 焼成鶏ガラスープを活用した新商品の開発と販売 高知食鶏加工㈱ 高知県高知市 平成18年9月1日

14 世界初「超高密度・超幅広ジャカード織」技術による最高級織物の開発・製造・販売 ㈱上脇 愛媛県今治市 平成19年2月27日

15
免疫増強及び自然治癒力強化を特徴とする小麦発酵抽出物を利用した機能性食品の開発・製造・
販売

自然免疫応用技研㈱ 香川県高松市 平成19年3月9日

16 循環型社会に貢献する廃棄物再利用による堆肥化請負事業及び良質堆肥の製造・販売 ㈱協和土建 香川県丸亀市 平成19年11月12日

17 高機能光触媒シートを用いた高機能脱臭機の開発・製造・販売 福助工業㈱ 愛媛県四国中央市 平成19年11月13日

18 メッセージやアニメーション表示が可能なフルカラー箱文字LEDサインの開発・製造及び販売 シルバーメイキング㈱ 徳島県徳島市 平成20年2月26日

19 車載式加湿冷却装置〈Mist CooL ユニット〉及び専用梱包資材の開発・生産・販売 マルヤ流通㈲ 徳島県小松島市 平成20年5月21日

20 大豆煮汁成分を活用した高齢者世帯向け高機能フリーズドライ味噌汁の開発・販売 ㈱イヅツみそ 香川県観音寺市 平成20年9月3日

21 緑化ボックストーンを活用した多自然型護岸工法の事業化 瀬戸内金網商工㈱ 香川県高松市 平成21年3月24日

22 低吸油性「マンナンパン粉」と添加物としてのこんにゃくゲルの開発、製造及び販売 ㈱中温 愛媛県松山市 平成21年6月24日

23
溶接現象をリアルタイムに可視化できる技術を活用した「溶接部品質評価装置」及び「溶接技量評
価装置」の開発・製造・販売

四国化工機㈱ 徳島県板野郡北島町 平成23年9月30日

24 液化炭酸ガスボンベ直結型ドライアイスブラスト洗浄機の開発・製造・販売 ㈲クールテクノス 徳島県鳴門市 平成24年2月2日

25 分割式ロータリーフィルターを活用した空気清浄機製品群の開発・製造・販売 ㈱さんさんカンキョー 高知県高知市 平成24年6月20日

（九州） 1 温度補正による大容量ガス供給管気密・漏洩検査装置の開発・販売 ㈱エイムテック 熊本県熊本市 平成17年7月15日

2 シラス多孔質ガラス（ＳＰＧ）膜の透過による改質機能性水ビジネスの展開 エス・ピー・ジーテクノ㈱ 宮崎県宮崎市 平成17年7月15日

3 ＳＢ菌バイオを吸着した家畜飼育用敷材の製造・販売 ㈱サコダバイオ研究所 福岡県朝倉郡 平成17年7月15日

4 平鋼をスパイラル状に加工したねじり平鋼の製造・販売 ㈱GTスパイラル 熊本県熊本市 平成17年7月15日

5 未利用木質系資源の粒子化による新規建材の開発・販売 ㈱トライウッド 大分県日田市 平成17年7月15日

6 人工知能を活用した臨床研究・治験ナビゲーションシステムによる新市場開拓 ㈱なうデータ研究所 福岡県飯塚市 平成17年7月15日

7 従来にない強化・断熱複合塗料の製造・販売 ムライケミカルパック㈱ 福岡県久留米市 平成17年7月15日
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（九州） 8 画期的な陶土による軽量強化磁器の製造・販売 ㈱山忠 佐賀県西松浦郡 平成17年7月15日

9 パレット用荷崩れ防止ベルトの開発及び販売 井上製氷冷蔵㈱ 福岡県八女市 平成17年9月16日

10 スギ樹皮のリサイクル製品の活用による緑化事業の創出 ㈱内山建設 宮崎県日向市 平成17年9月16日

11 金属スラッジリサイクル装置の製造及び販売 ㈱オジックテクノロジーズ 熊本県熊本市 平成17年9月16日

12 生活便利サービス申込み一元化による働く女性サポート事業の実現 ㈱翠コーポレーション 福岡県福岡市 平成17年9月16日

13 屋上緑化のための省エネ・低コスト型管理システムの事業化 ㈱タカギ 福岡県北九州市 平成17年9月16日

14 食品・医薬品検査に対する最先端ＤＮＡ鑑定サービスの事業化 ビジョンバイオ㈱ 福岡県久留米市 平成17年9月16日

15 釣用品として、海洋環境に優しい撒き餌カプセルの開発・販売 ㈱フォスター 熊本県熊本市 平成17年9月16日

16 従来にない空気膜による新しい非接触搬送装置の開発・販売 第一施設工業㈱ 福岡県糟屋郡 平成18年2月21日

17 部位別最適快適圧（ヘクトパスカル（Ｈｐ）表示）を応用したインナー商品の事業化 イイダ靴下㈱ 佐賀県杵島郡 平成18年2月21日

18 卓越した技術で消費者ニーズを充足するプロのノウハウを陶磁器伝統技術で商品化 ㈲福泉窯 佐賀県西松浦郡 平成18年2月21日

19 移動車・訪問・店舗による、安心・安全・快適な理美容サービスの提供 ㈲ビューティフルライフ 大分県大分市 平成18年2月21日

20 消石灰と硫黄を原料とした重金属不溶化溶剤及び処理システムの事業化 ㈱サガシキ 佐賀県佐賀市 平成18年7月7日

21 太陽エネルギーを利用した浮体式水質改善装置によるアオコ除去・監視システムの事業化 ㈱マサキ・エンヴェック 長崎県長崎市 平成18年7月7日

22 躯体工法、トレーサビリティシステム等の構築による木造住宅流通ビジネスモデルの事業化 原田木材㈱ 熊本県熊本市 平成18年7月7日

23 複雑自由に加工できる三次元造形システムによる新たな立体造形商品の事業化 ㈲アキ工作社 大分県国東市 平成18年7月7日

24 有害物質ガス等を処理するゼオライトを基材とした吸着反応ハニカムの製造・販売 吸着技術工業㈱ 長崎県大村市 平成19年2月27日

25 アルミとＦＲＰを一体構造化した複合断熱板を応用する省エネルギー商品の事業化 ㈱パワーバンクシステム 熊本県八代市 平成19年2月27日

26 納豆菌群の増殖・放出機能を活用した、管理が簡易な水質浄化ブロックの事業化 ㈱ビッグバイオ 熊本県宇城市 平成19年2月27日

27 結婚式場の業務処理効率化サービス（one-Wシステム）の事業化 ピー・アイ㈱ 宮崎県宮崎市 平成19年2月27日

28 産業ロボット用力制御技術を利用した医療器械「上肢用CPM」の製造及び販売事業 櫻井精技㈱ 熊本県八代市 平成19年7月20日

29 パーソナルなライフシーンに対応した総合映像プロデュースサービス事業 ㈱Bee 福岡県北九州市 平成19年11月15日

30 コンクリートのひび割れ誘発を抑制する鉄筋用最適プラスチックスペーサの開発・販売 ㈱中央産業 福岡県飯塚市 平成19年11月15日

31 リモコン連動型、オートドア付きテレビキャビネットの市場化 ㈱塚本製作所 佐賀県佐賀市 平成19年11月15日

32 少中量規模・カスタム生産に対応したＬＥＤ照明器具の商品化 ㈱イネックス 長崎県佐世保市 平成19年11月15日

33 気流解析に基づく２４時間空気殺菌システム「エアロシールド」の事業化 シールドテック㈱ 大分県大分市 平成20年2月8日

34 固化剤「ＹＨＲ液」を使用した焼酎かす等有機残渣物の製品化事業 八光工業㈱ 鹿児島県鹿児島市 平成20年2月8日

35 独自の膜構造技術による結露予防・湿度調整機能を持つ器具の事業展開 ㈱九州山光社 福岡県福岡市 平成20年3月31日

36 コスト削減を実現する「Ｓｈｉｎｅ Ｂｒｉｇｈｔ」集魚灯システムの製造・販売 熊本電気工業㈱ 佐賀県神埼市 平成20年3月31日

37 ポリエステルモノフィラメント製亀甲網の用途拡大事業 粕谷製網㈱ 長崎県諫早市 平成20年3月31日

38 特定な波形を持つ微弱電流と加温による「熱ショック蛋白質」発現装置の事業化 つちやゴム㈱ 熊本県上益城郡 平成20年3月31日

39 完全燃焼促進化装置を活用した新たな燃料管理システムの事業化 ㈱シンカコーポレーション 大分県別府市 平成20年3月31日

40 高精度で調整容易な一体型計量包装機の事業化 ㈱プラスワンテクノ 福岡県北九州市 平成20年8月19日

41 新しい地下空間構築のための、ボックス推進工法の事業化 ㈱アルファシビルエンジニアリング 福岡県福岡市 平成20年8月19日

42 駐車場経営支援システムの事業化 ㈱創新 佐賀県鳥栖市 平成20年8月19日

43 移動式ネットワークカメラ「モニタリングミックス」の事業化 ㈱アシストユウ 宮崎県宮崎市 平成20年8月19日

44 全自動鶏卵雌雄鑑定システムの事業化 ㈱オンガエンジニアリング 福岡県直方市 平成20年11月10日

45 作業効率を飛躍的に向上させる診断技法「マルチ・アイ・システム」による維持管理業務の事業化 計測検査㈱ 福岡県北九州市 平成20年12月1日

46 スパッタ法併用イオン注入技術を応用した高精度・高精細スクリーンマスクの事業化 ミタニマイクロニクス九州㈱ 佐賀県多久市 平成20年12月1日

47 「中空糸型バイオリアクターによる窒素除去システム」の事業化 ㈱栄電社 鹿児島県鹿児島市 平成20年12月1日

48 立坑不要のマンホール構築システム（Ｖホール工法）の事業化 福岡建設㈱ 佐賀県佐賀市 平成20年12月24日

49 リン酸化チタニアを利用した抗菌砂（ドミノサンド）の事業化 ㈱三洋環境社プランナー 宮崎県宮崎市 平成20年12月24日

50 携帯電話を活用したポイントカードシステム（ＫｅｅＰｏ）の事業化 ㈱パワーエクセレンス 佐賀県佐賀市 平成21年1月8日

51 日本食文化の海外向けリ・ブランディング プロデュース事業 ㈱インショックジャパン 熊本県熊本市 平成21年1月8日

52 卵の殻を有効利用したリサイクル製品の製造・販売事業 ㈱グリーンテクノ２１ 佐賀県佐賀市 平成21年3月31日
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（九州） 53 不焼成漆喰セラミック（ライミックス）を活用した快適しっくい空間の販売事業 田川産業㈱ 福岡県田川市 平成21年5月28日

54 トゲ無し玉掛けワイヤの製造・販売事業 ㈱勝山ロープ 長崎県諫早市 平成21年5月28日

55 面倒なベアリンググリース交換が簡単にできるビージーポンプの市場化 ㈱ナカシマ技研 大分県大分市 平成21年5月28日

56 歯科医師ネットワークによるインプラント治療資材販売の事業化 ＢＩＯ ＧＲＡＦＴ合同会社 宮崎県宮崎市 平成21年5月28日

57 安価・高性能・コンパクトな汚泥処理システム ＭＣ工法の事業化 ㈱ファーストソリューション 福岡県福岡市 平成21年8月6日

58 薬液カップ及び、高機能塗布具を一体化した使い捨てタイプ消毒キットの事業化 ㈱アグリス 福岡県八女市 平成21年8月6日

59 移動式アスファルト再生プラントを用いたＡＳＲＲ工法による道路維持補修工事の事業化 ㈱九建 熊本県熊本市 平成21年8月6日

60 ウェットスーツ生地を使用したやわらか湯たんぽの製造販売 ヘルメット潜水㈱ 大分県国東市 平成21年8月6日

61 農作物を霜害や害虫から守る全自動散水・止水制御装置の製造・販売事業 ㈱日本計器鹿児島製作所 鹿児島県南九州市 平成21年8月6日

62 長時間保冷効果のある汎用型保冷剤の事業化 ㈱ケーワン 福岡県北九州市 平成21年12月4日

63 太陽熱温水器一体型高効率太陽光発電システム メックシステム㈱ 長崎県長崎市 平成21年12月4日

64 燃料電池評価装置に関するワンストップサービスの事業化 ケー・エム・テクノロジ-㈱ 長崎県大村市 平成21年12月4日

65 オールバッテリー３R事業 ㈱関谷 宮崎県東諸県郡 平成21年12月4日

66 賃貸住宅の自由内覧システム「MILOKA」の事業化 ㈱早川不動産 福岡県福岡市 平成22年3月15日

67 抗体を高品質に固定化する「抗体チップ製造装置」の事業化 矢部川電気工業㈱ 福岡県大牟田市 平成22年3月15日

68 安心・安全・低コストの足場作業用リフト「猿鳶太助」の事業化 ㈱アイル 福岡県朝倉郡 平成22年3月15日

69 「阿蘇リモナイト」を配合して新しい機能を持たせたペットフードの事業化 ㈱日本リモナイト 熊本県阿蘇市 平成22年3月15日

70 深絞り反射板構造LED素子の事業化 ㈱アクセレートデバイス 鹿児島県薩摩川内市 平成22年3月15日

71 次世代デジタル式地域情報伝達無線システム「エリアトーク」の製造・販売事業 ㈱エリアトーク 鹿児島県霧島市 平成22年3月15日

72 調音・遮音・制振の積層パネルを利用したSound Solution事業 ㈱ハウス１１９ 福岡県福岡市 平成22年10月5日

73 高度なレーザ特殊加工による偽造困難なセキュリティラベルの事業化 ㈱ラクテル 宮崎県宮崎市 平成22年10月5日

74 トイレ等生活空間の環境・衛生改善提案による「高機能抗菌・消臭製品」の事業化 ㈱フジコー 福岡県北九州市 平成23年2月2日

75 多用途に使用できる「新型機能性液晶フィルム」の事業化 九州ナノテック光学㈱ 大分県日出町 平成23年2月2日

76 山林伐採現場等で原木流通コストを大幅に削減できるポータブル原木材積測定器の事業化 瀬戸製材㈱ 大分県日田市 平成23年6月17日

77 業界初の世界一軽い金属製ウェーハリングの事業化 ㈱大川金型設計事務所 大分県速見郡日出町 平成23年6月17日

78 重度障害者のQOL改善ための顔表面筋電位・眼電位を用いたインターフェィス機器の事業化 ㈱昭和 宮崎県延岡市 平成23年6月17日

79 家畜伝染病予防に最適な「塗って固まり長持ちする消石灰の防疫・遮熱塗布材」の事業化 ㈱福元技研 鹿児島県鹿児島市 平成23年9月30日

80 ロボット搬送ライン最適化を実現させる可視検証システム（SMASH）の事業化 ㈱三松 福岡県筑紫野市 平成24年2月3日

81 NETISに登録された、安全性向上、工期短縮型の新しい型枠支保工ビジネス グリーンリバー㈱ 福岡県久留米市 平成24年2月3日

82 石炭灰再資源化技術を用いたコンクリート構造物等を高耐久化する微粒子粉末の製造事業 ㈱ゼロテクノ 大分県大分市 平成24年2月3日

83 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 ㈱大建 福岡県福岡市 平成24年10月1日

84 自動車燃費改善慣性力走行装置ニュートランの事業化 立山自動車工業㈲ 福岡県久留米市 平成24年10月1日

85 質の高い教育効果と円滑な運営を提供する初めての教育システムの事業化 ㈱教育情報サービス 宮崎県宮崎市 平成24年10月1日

（沖縄） 1 リサイクル素材を利用したハイドロカルチャー製品の開発・販売 ㈱トリム 沖縄県那覇市 平成17年7月27日

2 沖縄県産素材を利用したスティック型のサプリメント等の開発・販売 ㈱海邦商事 沖縄県うるま市 平成17年7月27日

3 サーマルリサイクル技術を応用した完全自動型高性能焼却設備の販売 トマス技術研究所 沖縄県浦添市 平成17年7月27日

4 月桃と西洋ハーブによるアロマ化粧品の商品開発・販売 バイオ２１㈱ 沖縄県中頭郡 平成18年2月27日

5 琉球ガラス漆器の開発・販売 (資)漆工 沖縄県那覇市 平成18年2月27日

6 県産素材のフーチバー（ヨモギ）と紅麹・クエン酸を素材とする新健康飲料の事業化 南島酒販㈱ 沖縄県中頭郡 平成18年7月28日

7
高濃度海水タラソテラピー施設及び八重山オリジナルのＳＰＡ事業
＝八重山式タラソテラピー事業

㈱石垣の塩 沖縄県石垣市 平成18年7月28日

8 治験用プラスミドＤＮＡの受託生産及びタンパク培養精製装置販売 ㈱先端医学生物科学研究所 沖縄県南城市 平成19年1月31日

9 醗酵ウコン染め衣類等の製造販売 ㈱健食沖縄 沖縄県那覇市 平成19年2月26日

10 伝統的沖縄野菜の青パパイヤ搾汁液を用いた機能性飲料の製造・販売事業 沖縄ハム総合食品㈱ 沖縄県読谷村 平成20年2月13日

11 溶接を省いた建築施工方法の金具製造と販売 ㈱日進 沖縄県中頭郡 平成20年2月13日

12 コンクリート型枠解体専用金具「かいたいリング」の製造・販売事業 ㈱城建 沖縄県那覇市 平成20年3月21日



地域 コア企業（代表者）名 所在地 認定日テ ー マ 名

新連携事業認定計画の一覧
（平成２４年１０月１日現在：８１８件）

（沖縄） 13
音声認識技術と状況判断アルゴリズム（仮称）を活用した現場作業者サポートシステムの開発・販
売

アクシオへリックス㈱ 沖縄県那覇市 平成20年3月21日

14 中小企業向け低価格ＣＲＭ・ＣＴＩ・ＩＴ日報・グループウェア統合システムの開発・販売 沖縄コンピュータ販売㈱ 沖縄県宜野湾市 平成20年10月17日

15 スマートフォン連携ガス販売管理システム等の開発と販売 ㈱ソフトファクトリー 沖縄県宜野湾市 平成21年11月11日

16 珊瑚ファイバー繊維を活用した、フォーマルウェア、カジュアルウェアのブランド化事業 ㈱マドンナ 沖縄県那覇市 平成21年11月11日

17 沖縄産ウコンと日本各地の特産物を用いた加工食品の開発・製造・販売 ㈲沖縄長生薬草本社 沖縄県南城市 平成22年3月4日

18 廃校・空き店舗などの遊休施設を活用した『菌床しいたけビジネス』のＦＣ化事業 ㈱ゆがふバイオテクノ 沖縄県名護市 平成24年2月3日

19 沖縄産アルコール飲料の開発及び交易型モデル構築による海外展開プロジェクト 那覇酒類販売㈱ 沖縄県浦添市 平成24年6月20日

20 水中可視光通信機器の製造・販売事業 ㈱マリンコムズ琉球 沖縄県座間味村 平成24年10月1日


