
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 茨城県 有限会社ミトモ 中型タイルの剥離・落下を防止するハイブリッド新工法の市場導入計画 水戸信用金庫荒川沖東支店

2 茨城県 株式会社ピコサーム 海外向け薄膜熱物性の受託分析サービス事業 常陽銀行研究学園都市支店

3 茨城県 株式会社宝島ジャパン
モンゴル国の果実チャチャルガンを使用した化粧品シリーズ開発と販路
開拓

常陽銀行研究学園都市支店

4 茨城県 有限会社ＶＩＹＩＡ 小型マイクロ・ナノ加工評価機能を集積したワークステーションの開発 つくば研究支援センター

5 茨城県 有限会社モーハウス 快適な母乳育児を可能にする、次世代の授乳服の開発・販売
つくば未来経営コンサルティン
グ事務所

6 茨城県 有限会社土浦観賞魚
水中酸素を飽和させ水の透明性を保つ「微電力酸素発生装置」の市場
導入計画

水戸信用金庫土浦支店

7 茨城県 株式会社イデア 集光反射鏡技術を用いた低電力消費ドライヤーの開発 常陽銀行つくば並木支店

8 茨城県
株式会社ネクステッジテクノロ
ジー

医療機器に非接触入力装置を接続するためのＵＳＢブリッジの開発と装
置の販売

つくば研究支援センター

9 茨城県 株式会社プリベンテック ポリペプチド配合化粧品の試作品開発 常陽銀行研究学園都市支店

10 茨城県 有限会社黒澤醤油店
日本の伝統的な調味料・醤油を活かした新商品の開発
－発酵食品・納豆とのコラボレーションによる需要拡大

常陽銀行ひたちなか支店

11 茨城県 株式会社タナカヤ
人生の節目やイベント(結婚式など)を、指輪・ドレス・映像でサポートする
サービスの展開

常陽銀行岩瀬支店

12 茨城県 有限会社ぬりや 和の空間を活用した、地域×世代間交流サロン／イベントサービス事業 あさひ税理士法人

13 栃木県 丸昌産業株式会社
衣料用特殊複合糸を応用したインテリア用クロス特殊複合加工糸の開
発事業

群馬銀行佐野支店

14 栃木県
有限会社シーアンドシー硝子
研究所

ガラス着色技術を活かした装飾用ガラス浮き球の開発 足利銀行足利支店

15 栃木県 東邦テック株式会社 世界初の全自動ヘルメット洗浄機「メットエース®」のオプション開発。 栃木銀行佐野支店

16 栃木県 株式会社クシコ 金型技術でコストダウン 足利小山信用金庫本店営業部

17 栃木県 株式会社井上製作所 各種生産機械の補修部品供給サービスの事業化による売上拡大 群馬銀行佐野支店

18 栃木県 とちぎいちご王国株式会社
女性目線での、とちぎ名産いちごに特化したハイクオリティ加工商品の
開発販売ＰＲ業

栃木銀行

19 栃木県 第一酒造株式会社
海外市場向け鈍米酒ベースの低アルコール高級いちごリキュールの開
発

足利銀行佐野支店

20 栃木県 株式会社ＵＣＮ 地域資源である宇都宮牛を使った「宇都宮バーガー」の開発と販売 栃木銀行

21 栃木県 株式会社黎明農園 国産よもぎ１００％を用いた加工品の栽培・製造・販売事業 足利銀行東支店

22 栃木県 株式会社イー・エス・シー
栃木県小山産ブロッコリ－の未食部分を利用した野菜ぺ－スト及び粉末
品による介護食の開発と販売。

足利銀行小山支店

23 群馬県 株式会社宮本製作所 下水道マンホールの除菌・防臭簡易装置の試作開発 安中市松井田町商工会

24 群馬県 有限会社有美 高齢者介護施設向けの高齢者使用に適した冷却スカーフの開発 群馬銀行桐生支店

25 群馬県 桜本建築設計事務所 イオンワンメディカル健康エコ住宅普及事業 館林信用金庫本店営業部

26 群馬県 有限会社ウェブシステム スマホを活用した地域情報発信連携による地域活性化システムの構築 高崎信用金庫本店営業部

27 群馬県 本橋株式会社 軽量タイプのカメラブレ防止装置の開発 桐生信用金庫東支店

28 群馬県 有限会社バースケア 『シルクの特性を生かした次世代サウナマットの開発。』 東和銀行中之条支店

29 群馬県 株式会社ラストイズム 子供から大人まで楽しめる３Ｄ映像空間演出プロジェクトの事業化 桐生信用金庫大間々支店
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都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

30 群馬県 株式会社エコ・マテリアル
半田合金からのスズ・銀の分離及び高純度スズの精製を可能にしたリサ
イクル事業の確立

群馬銀行室田支店

31 群馬県 株式会社ナカハラ 高崎市民向け！困ったときのお助けボータルサイ卜運用事業 群馬銀行高崎栄町支店

32 群馬県 株式会社バイオピーク 高品質タンパク質の生産サービス事業の確立 高崎信用金庫倉賀野支店

33 群馬県 株式会社英技研 使用済み手術縫合針カウンターの提案と市場の創出 群馬銀行玉村支店

34 群馬県 有限会社富士製作所 アウトモールディング加飾用ハードコート転写箔の開発と製品化 群馬銀行渋川支店

35 群馬県 株式会社アパートメント・プロ キビソ材料を用いた土産品の製造販売事業 群馬銀行伊勢崎南支店

36 群馬県 石関プレシジョン株式会社 薄板・複雑形状のリードフレーム（金属板）の集積装置の開発 群馬銀行高崎支店

37 群馬県 増田煉瓦株式会社
石窯メーカーがつくる、女性向け石窯焼きスイーツとパンの開発と製造、
卸の新事葉。

群馬マーケティングセンター

38 群馬県 ワーキングサポート１ リバースエンジニアリングによる自動軍用特注プレス部品の提供 アイオー信用金庫城西支店

39 群馬県 関口機械販売株式会社 業務用音楽製作ソフト向けの高品質ケーブルの開発 群馬銀行伊勢崎北支店

40 群馬県 株式会社ユアサ 卸売業が契約農家と育てた農薬不使用の紫蘇ジュースの製造と販売 群馬マーケティングセンター

41 群馬県 明養軒 地域特産大和芋を使った贈答用品の開発と地域資源の生産拡大 太田市新田商工会

42 群馬県 株式会社増田研究所 介護施設等の生活環境改善を目的とした防菌・脱臭機の開発 朝日信用金庫

43 群馬県 有限会社伊香保おかめ堂本舗 群馬県産の農産加工物の新ブランド「Ｊ・ＦＡＲＭ」の確立と販売開拓 群馬銀行渋川支店

44 群馬県 有限会社ＥＭＳ 手術用ガーゼの自動折畳機の開発 群馬銀行桐生支店

45 群馬県
リープエンジニアリング株式会
社

乾燥えのき製造のための風力乾燥装置の開発及び装置の販売 群馬伊勢崎商工会

46 群馬県 ＢＰ・フジミ
自動車での牽引及び、人力のみで移動できる給水トレーラーの開発と販
売普及

アイオー信用金庫赤堀支店

47 群馬県 有限会社アイ・ディ 作業負荷を大幅に軽減する安全・安心な除草器具の開発 栃木銀行太田支店

48 群馬県 ＡＲＫ　ＴＥＣＨ株式会社 防爆安全認証ＵＶ　ＬＥＤ光源の開発 高崎信用金庫新前橋支店

49 群馬県 株式会社 トム商会 弱い立場の人達への花による心のケアと健康リハビリ事業 ぐんまみらい信用組合

50 群馬県 小野塚精機株式会社 極少水量高落差特化型バケットエレベーター式ピコ水力発電機の開発 群馬銀行本店

51 群馬県 モードグランディ オシャレで素敵なバリアフリーファッション提供事業の本格的展開 桐生信用金庫梅田支店

52 埼玉県 大起理化工業株式会社 自動制御型レインシミュレーターの開発 埼玉縣信用金庫鴻巣支店

53 埼玉県 有限会社アトリエ・ＳＨＯＵ ハンドメイドのための革パーツ販売と情報提供事業 三郷市商工会

54 埼玉県 小松製菓株式会社
「受注型生産から直接販売へ。～高級バウムクーヘンの切り落としと残
り生地を利用したスイーツ開発と販売～」

草加商工会議所

55 埼玉県 株式会社天利医学研究所 認知症を予防する健康食品の開発 埼玉りそな銀行桶川支店

56 埼玉県 株式会社インプリミス 製品コストベンチマーキングの国産化事業 川口信用金庫土呂支店

57 埼玉県 有限会社昭和プレス
溶接レス蝶番レスの折畳式焚火アイテムの日欧米アウトドア市場開拓事
業

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

58 埼玉県 株式会社Ｒｅ－ＧＯＯＤ 使用済衣料・布団の新たな回収システムの開発と実施
公益財団法人さいたま市産業
創造財団



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

59 埼玉県 株式会社寿技研 胸腔鏡用簡易トレーニングボックスの開発及び販売展開 亀有信用金庫南八潮支店

60 埼玉県 株式会社ダイナテック 風呂や降雨の野外でも使用可能な防水式の充電可能なＬＥＤライト 瀧野川信用金庫戸田支店

61 埼玉県 吉田キャスト工業株式会社 モンゴル宝飾生産市場に向けた、デジタル自動鋳造機の開発と販売 埼玉縣信用金庫宮原支店

62 埼玉県 株式会社リンクス・ホリ ゆとりとやすらぎのライフスタイル「和・空間」の提供と“新・茶の湯Ｓｔｙｌｅ” 中原信子税理士事務所

63 埼玉県 新世代加工システム株式会社 金型磨きの無人化「立壁用機上ポリッシングツール」の開発と販路開拓 りそな銀行板橋支店

64 埼玉県 有限会社向町紙工 ワンピースキャリーブランド紙袋の新開発 行田商工会議所

65 埼玉県 株式会社マイスペース 「きれいな空気の住まい」による工務店活性化プロジェクト 埼玉縣信用金庫与野支店

66 埼玉県 株式会社ネットスケット オフラインリワード広告事業 埼玉縣信用金庫上尾西支店

67 埼玉県 株式会社よこい
汗っかきな子供達に優しい、洗えて、お洒落なニット製の幼稚園制帽の
開発

エイチ・エーエル

68 埼玉県 有限会社スマイルわん ペットの自動トイレ製造 埼玉縣信用金庫三芳支店

69 埼玉県 株式会社慈眼
慈眼寺との連携による目に優しい商品の開発とオリジナルコミック等の
の制作

秩父商工会議所

70 埼玉県 なかむら接骨院
出張診療による高度自己負担診療及び関節運動・寝たきり防止の介護
予防指導

埼玉縣信用金庫本庄支店

71 埼玉県
株式会社英語ソムリエ　アカデ
ミー

０歳からの家族英語。育休・産休取得者『パパママ英語読み聞かせ特訓
講座』

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

72 埼玉県 株式会社山陽マーク製作所 育牛事業者向け移動カメラによる２４時間育牛監視システム 飯能信用金庫ふじみ野支店

73 埼玉県 シゴトラボ合同会社 多世代交流・予防福祉を目的とした、次世代型コミュニケーション玩具 武蔵野銀行武蔵浦和支店

74 埼玉県 清香株式会社 クリーニング店によるクローゼットの衣類再生コーディネート事業 埼玉りそな銀行浦和中央支店

75 埼玉県 有限会社協和合金 日常製品の排熱を利用して作動する、エコで環境にやさしい商品の開発 青木信用金庫江戸袋支店

76 埼玉県 丸信佐藤建設工業有限会社
高齢化社会に備えて、高齢者宅、空き家の安心・安全な不動産管理トー
タルサポート

エイチ・エーエル

77 埼玉県 有限会社萃琶
目指せ埼玉のＡｍａｚｏｎ！中小小売店のＷＥＢ販売を物流面からサポー
トする「ＳＡＩＢＩ．ｃｏｍ」の展開

草加商工会議所

78 埼玉県 有限会社アイ電気 製造技術を活用した「パーソナル・ファブリケーション・スクール」の運営 飯能信用金庫狭山西支店

79 埼玉県 螺鈿と漆のジュエリー
０．０００１ｍｍの着色箔を使用し、伝統工芸の技法を用いたジュエリー
の制作、販売事業

埼玉縣信用金庫越谷支店

80 埼玉県 株式会社田中屋 地元菖蒲産農産物を使ったオリジナルジャムの開発 埼玉りそな銀行菖蒲支店

81 埼玉県 イデアージュ合同会社 川口市周辺の中小企業への新卒採用広告の販売業 川口信用金庫本店営業部

82 埼玉県 有限会社雪山堂 産院を切り口に額縁と額装の新規顧客開拓 川口信用金庫浦和中尾支店

83 埼玉県 株式会社じもとのｎｅｃｏ 埼玉西地域の地域情報（経済・文化・歴史情報）発信事業 埼玉りそな銀行川越支店

84 埼玉県 株式会社アドバンストブレイン 独居老人の為の訪問及び遠隔による「シニア見守り・生活支援パック」 群馬銀行大宮支店

85 埼玉県 有限会社テクニカルアーツ 医療用低侵襲性穿刺針の電解援用針先研磨技術の研究開発 青木信用金庫蕨駅前支店

86 埼玉県 スターハップ株式会社 地域コミュニティによる惣菜開発と多形態商品の展開 飯能信用金庫さいたま支店

87 埼玉県 ＣＩＩソフト開発株式会社
小規模貸切バス事業者向け負担低減のためのクラウド型トータルシステ
ムの構築

埼玉りそな銀行戸田支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

88 埼玉県 有限会社ディーウエスト 電動式バイクをより安全に運行するにあたっての車両改善 栃木銀行松伏支店

89 埼玉県 株式会社地域協働推進機構 社会的企業の他地域展開支援事業 埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店

90 埼玉県 株式会社フロム・ゼロ ヨーロッパ共通参照枠ＣＥＦＲを利用した英語トレーニングの開発 埼玉りそな銀行大宮西支店

91 埼玉県 有限会社須賀食品 さいたま市内産サツマイモを使った「スイーツ豆腐」の開発・販売
公益財団法人さいたま市産業
創造財団

92 埼玉県
インテグレーションテクノロジー
株式会社

３Ｄプリンタ用モデリングおよびデータ補正用ソフトウェアの開発 和光市商工会

93 埼玉県 有限会社コトブキ精管
Ｃｏ－Ｃｒ－Ｍｏ合金のパイプ加工技術の事業化開発による医療機器分
野への展開

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

94 埼玉県 有限会社テクノ電子工業
埼玉・多摩地域におけるファインピッチ手半田実装技術による試作品開
発一貫体制の確立

青梅信用金庫

95 埼玉県 株式会社テイクワン 新商品「耳ピカ美顔ブラシ」の販売促進事業
小宮山信幸（小宮山会計事務
所）

96 埼玉県 有限会社みな寿し 栃の葉を利用した「川魚の押し寿司」と「川魚つみれ」の新商品開発 荒川商工会

97 埼玉県 ネクストサービス株式会社 ビジネス書に特化した出版プロデューサーを養成するスクールの開発 埼玉縣信用金庫狭山支店

98 埼玉県 株式会社アイティエステート Ａｎｄｒｏｉｄ端末を使用した自動配信型デジタルサイネージシステムの開発 埼玉りそな銀行大宮支店

99 埼玉県 有限会社ダンテプロゲット 古酒と米粉を使ったオリジナルチーズケーキの開発・販売 埼玉縣信用金庫北浦和支店

100 埼玉県 株式会社ＥＭメディア オンライン英語総合情報サービスの提供 税理士法人シン中央会計

101 埼玉県 ＣＨＯＵＬｉＳ ファミリー向け親子ペアのお揃いのお出かけ服の販売事業 東和銀行狭山ヶ丘支店

102 埼玉県 有限会社ティアンドケイツウ
特性及び溶融温度の異なる二種の特殊金属を接合する商品化技術の
開発

巣鴨信用金庫常盤台支店

103 埼玉県 吉田農場 地元所沢産の赤じゃがいもを活用したポテトチップスの開発および販売 飯能信用金庫所沢松井支店

104 埼玉県 武蔵野電機製作所 真空管評価用計測器の商品化 飯能信用金庫所沢支店

105 埼玉県
株式会社インフォームド・コンセ
ント

リフォーム業者向け管工事アシストサービス 綾ノ国総合研究所　千葉　亮

106 埼玉県 株式会社明成
埼玉県産農産物を活用した地産地消スイーツ「彩のパステルムース」の
開発と販売

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

107 埼玉県 ベーカリーパーム
高齢者・子育て主婦に安全安心で身体によい本格焼きたてベーカリー製
造販売

埼玉縣信用金庫加須支店

108 埼玉県 アイワ工芸有限会社 トリックアートを取り入れた看板の製作 埼玉縣信用金庫上尾西支店

109 埼玉県 株式会社サンプラ 介護者のための身体負担低減軽量車椅子の開発・事業化 埼玉縣信用金庫狭山支店

110 埼玉県 Lyrique design office
オンリーワンニーズに応える祝福ベビードレス＆フォーマル授乳服の展
開

桶川市商工会

111 埼玉県
株式会社マイクロミュージアム
ラボラトリー

次世代４Kカメラによるミュージアム展示、建築内部空間の360度全周
アーカイブ事業

多摩信用金庫三鷹駅前支店

112 千葉県 株式会社飯塚海苔店 咀嚼困難者・嚥下困難者向け海苔加工商品の開発 千葉興業銀行船橋支店

113 千葉県 株式会社エスタ 就労マッチング率を高める知的エージェント機能の開発 千葉銀行柏支店

114 千葉県 エザワフルーツランド
地域特産品ブルーベリーを活用した「ブルーベリーまるごとゼリー」の開
発・販売

木更津市富来田商工会

115 千葉県 滝不動設計 画像処理技術を利用した電子ペーパーディスプレイの開発 千葉銀行高根台支店

116 千葉県 株式会社ドリームス 地域特化型スマートフォンアプリによる情報サービス事業 千葉銀行木更津支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

117 千葉県 株式会社ＪＴＤＣ “東葛業務システム部”による地域密着型　業務システムＩＴサポート事業 東京東信用金庫松戸支店

118 千葉県 株式会社日本ビルドライフ 環境・ライフスタイルのリノベーション支援事業 トーク税理士法人

119 千葉県
株式会社オンネット・システム
ズ

販売・購買業務用ＷＥＢサービスのクラウド提供 千葉銀行新松戸支店

120 千葉県 有限会社スピリット 大学、自冶体と連携した防災計画書作成および防災関連商品販売事業 東京東信用金庫津田沼支店

121 千葉県 株式会社フィルズリンクス 地域店舗を活用した婚活サービス 千葉銀行柏支店

122 千葉県 アクシス株式会社 災害時の企業力強化システム構築に関するコンサルティング事業
特定非営利活動法人東京都港
区中小企業経営支援協会

123 千葉県 エアコン丸洗い株式会社
冷凍機室外機への特殊セラミック塗料の塗布による節電事業の市場開
拓

植草ドリームマネジメント

124 千葉県 クリーンジャパン株式会社
環境保全合併浄化槽新システムの開発における製造・販売（環境に優し
いプロジェクト２０１３）

植草ドリームマネジメント

125 千葉県 株式会社イーストリーム
ＩＴ技術ＡＲを活用し、房総地区に特化した地元食材、商品の販売促進計
画

館山信用金庫本店

126 千葉県 株式会社千葉通信システム
独居高齢者安否確認システム「ささえあい」の普及を図るための販路開
拓事業

京葉銀行富里支店

127 千葉県 株式会社ＫＴＭ 要介護者の生活とそれを支える介護者のためのコンシェルジェサービス 東栄信用金庫浦安支店

128 千葉県 有限会社海寶商会 サーフィンコンシェルジュ事業メニューの開発及びサービス提供 横芝光町商工会

129 千葉県 有限会社三起クレアル 大人から子供まで地肌に安全なシャンプー・卜リートメントの製造・販売 千葉銀行鎌取支店

130 千葉県 ベイソフト有限会社 自治体（市区町村の商工課）向け融資管理システムのネットワーク化 東京東信用金庫八千代支店

131 千葉県 株式会社こなや本舗 アレルギー対策としての地元産米粉を活用した米粉野麺研究開発 千葉銀行牛久支店

132 千葉県 株式会社テクノス 新型高性能グルーガンの開発製造 千葉銀行柏支店

133 千葉県 株式会社まちづクリエイティブ
クリエイターのネットワークを活かしたウェブサイト経由のリフォーム仲介
サービス

京葉銀行松戸支店

134 東京都 会津ゴム工業株式会社 保護機能強化型新医療滅菌シリコンゴムシート 八千代銀行石神井支店

135 東京都 有限会社朋友プランニング ＴＰＰを見据え板橋区周辺に特化した食と健康の情報誌発行計画 瀧野川信用金庫徳丸支店

136 東京都 株式会社エコプロデュース 空間放射量測定サービス 多摩信用金庫武蔵野支店

137 東京都 株式会社ＹＫＹ 次世代の店作りへ向けた、店舗施工トータルプロデュース 朝日信用金庫

138 東京都
株式会社スタジオ・マジック
ワークス

日本で働く元外国人留学生向け婚活支援事業 八千代銀行渋谷支店

139 東京都
ＣａｍｂｗｉｃｋＨｅａｌｔｈｃａｒｅ株式
会社

医療用抗酸化ストレス治療機器の改良 多摩信用金庫昭島支店

140 東京都 株式会社ＡＤＥＵ．ＮＥＫ ＥＰＩＣコードを利用し、様々な商品に付加価値を与える新サービス
多摩信用金庫多摩センター支
店

141 東京都 アイティーエル株式会社 美術館・博物館の壁付ケース専用のＬＥＤ照明器具の開発 巣鴨信用金庫志村支店

142 東京都 有限会社ランドバッグ 幼稚園鞄、学生鞄の海外市場マーケティング及び開拓計画 巣鴨信用金庫幸町支店

143 東京都 ＦＵＮＦＡＭ株式会社 スタジオジブリとコラボした子供向け竹食器の普及事業 岸田亜矢子税理士事務所

144 東京都 ＳＡＣＣ株式会社 大田区のアナログ社長にＩＴで業務改革するコンサルサービスの提供 川崎信用金庫糀谷支店

145 東京都 ミールソリューション株式会社 「食べる」を「知る」”イートマタニティスクール～こども健康プログラム～” 岸田亜矢子税理士事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

146 東京都 有限会社マサヒトウジ 中国杭州市の富裕層のニーズに対応した新高級婦人服の開発事業
特定非営利活動法人東京都港
区中小企業経営支援協会

147 東京都 株式会社ネギシ 国産の高品質革とのコラボ鞄の開発 新銀行東京

148 東京都 株式会社アナログテクノロジー
細胞を培養する際に高周波電流を流すことにより培養容器より細胞を剥
離する装置の製作

多摩信用金庫八王子中央支店

149 東京都 有限会社上原技研 和栗加圧蒸焼き機「栗ロボ」の開発・販売
一般社団法人バリューアップ・
ジャパン

150 東京都 株式会社マッセルバラ 団塊世代へ《ニューカジュアルウエア》開発計画
特定非営利活動法人東京都港
区中小企業経営支援協会

151 東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 振動発電により点灯するＬＥＤ付き白杖の開発・事業化 巣鴨信用金庫板橋支店

152 東京都 株式会社パーベル
お米を発酵させる事で生成した酵素を利用した新しい育毛剤の販売促
進計画

巣鴨信用金庫東池袋支店

153 東京都 株式会社ノーム ノームのキット＆モバイルハウスの展示場開設及び展示販売とリース 多摩信用金庫中野支店

154 東京都 クラシコ株式会社
美しいデザインと医療従事者の要望を満たす高デザイン性聴診器の開
発事業。

郡司公認会計士・税理士事務
所

155 東京都 セカンドアカデミー株式会社 若年ビジネスパーソン向け大学公開講座コンシェルジュの開設 大東京信用組合田町駅前支店

156 東京都 日本ＥＣＯ株式会社 廉価型読書履歴通帳記帳システムの開発 芝信用金庫新橋支店

157 東京都 株式会社ＡＬＰＨＡ 簡単に導入、活用できる「投票・採決スマホアプリ」の開発事業 興産信用金庫本店

158 東京都 株式会社レコメン 日本初の他薦に基づいた婚活支援サービス事業 村井会計事務所

159 東京都 株式会社スピカ
高い修理技術を活かした高級紳士靴のリサイクル事業（買取り・修理・販
売）

さわやか信用金庫麻布支店

160 東京都 バンゼン合同会社
中堅・中小企業のための日本発ダイレクト外国（米国）特許出願支援
サービス

りそな銀行九段支店

161 東京都 エナジーワイヤレス株式会社
ダイオードによる自立型電源を搭載した太陽光発電量モニター・通信装
置

西武信用金庫矢部支店

162 東京都 山和電子株式会社 高齢者、障害者用ＬＥＤ照明付高機能伸縮杖新機能、新商品開発事業 りそな銀行等々力支店

163 東京都 株式会社ローザ特殊化粧料 観賞終えた廃材”チューリップの花びら”をエコ石鹸として商品化 昭島市商工会

164 東京都 株式会社インフォネクスト 中小企業が導入し易い「テレワーク導入支援サービス」の提供 井上大輔税理士事務所

165 東京都
サステナビリティ・プラザ株式会
社

環境計量分析データを電子データとして管理するポータルの構築及び普
及

こうき税理士法人

166 東京都 株式会社東京乳母車 クールジャパン商品としての海外向け乳母車の開発と販売 調布市商工会

167 東京都 こども動物教室アニマルシップ 動物を使った訪問型地域貢献活動支援事業（アニマルセラピー） 朝日信用金庫

168 東京都 株式会社ソーケン 上海経済圏における食品残渣処理システムの普及と堆肥化装置の販売 さわやか信用金庫美原支店

169 東京都 ユカイ工学株式会社
かわいらしい呼び鈴で店舗をもっと快適に～「呼鈴ナッチ」プロトタイプ開
発と実証実験～

西武信用金庫千駄ヶ谷支店

170 東京都 テクノヒル株式会社 職場・学校などでのＰＭ２．５を含めた微粒子の簡易モニター商品開発 東京シティ信用金庫

171 東京都 有限会社くろすとーく 〈街おこし〉調布市商店街シリーズ「いきいき対話型商店物語」の発行 調布市商工会

172 東京都 有限会社ログイン
“和・漢・韓薬”由来の自然食材を使った無添加・無着色の安全で健康な
食品の製造販売

岸田亜矢子税理士事務所

173 東京都 株式会社４ｔｈプランニング
～ちびママのちびママによるちびママのためのネットワーク～「ＷＥＬＣＯ
Ｍちびママ」＋「ＳＰＡＣＥちびママ」＋「ちびママ商品開発部」

巣鴨信用金庫平和台早宮支店

174 東京都
株式会社スリープシステム研
究所

当社の睡眠計にデータ収集後、自動判定と結果表示盤の開発 全東栄信用組合本店営業部
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175 東京都 株式会社杉野ゴム化学工業所 シリコンゴム粘土製品のリニューアルおよび拡販 東京東信用金庫お花茶屋支店

176 東京都
株式会社アイ・コーポレーショ
ン

女性高齢者向けストッキング着用補助器具 朝日信用金庫

177 東京都 株式会社ＩＣＨＩＧＯ
ブライトニングに特化したハイテクオーガニックコスメ「ＷＨＩＴＥ　ＩＣＨＩＧ
Ｏ」の開発

静岡銀行厚木支店

178 東京都 Ｈａｎｎａｌｉｃｅ　ハナリス デジタルアートと版画技術を融合した、絵画のリプロダクション 多摩信用金庫三鷹駅前支店

179 東京都 有限会社ＬＴシステム
中小規模運送事業者向け、運行における安全性向上に寄与するクラウ
ドサービスの提供

東京東信用金庫尾久支店

180 東京都 株式会社フレキシブル 無痛分娩が可能な病院のロコミ等情報ＷＥＢサイトビジネス さわやか信用金庫東京港支店

181 東京都 合同会社オフィスククリ
三多摩の想い出を形にした各地の商品をお客様の要望に合せてギフト
商品を作る

多摩信用金庫南口支店

182 東京都 ふなでオフィス
集客が苦手な女性起業家のための自己ＰＲツール作成事業～あなたの
想いを、見えるカタチにしてお客様の所まで届けます～

三浦藤沢信用金庫片瀬支店

183 東京都 株式会社ラフター 外国人雇用支援ポータルサイトの構築と運営 鏑木公認会計士事務所

184 東京都 及川行政書士事務所
高齢化社会において相続手続をスピーディーかつ機動的なワンストップ
サービスを実現し「家族の未来」を創造する。

巣鴨信用金庫高島平支店

185 東京都 ミーカンパニー株式会社 希少疾患や難治疾患にも対応した病院検索サービス 西武信用金庫渋谷営業部

186 東京都 株式会社ジーニアス
フィットネスインストラクターと運動施設運営企業をマッチングするウェブ
サービス

村井会計事務所

187 東京都 物流企画サポート株式会社
倉庫・物流センターで働くパート・アルバイトの募集に特化した業界初・オ
ンリーワンの求人サイト（スマホ）の開設

椿公認会計士事務所

188 東京都 株式会社富田染工芸 伝統工芸産業小規模事業者コンソーシアムによる新たなブランドの創出 山中　朋文

189 東京都 トープラモデル株式会社 放射線計測器内に組み込まれる高精度の感知装置の開発事業。 多摩信用金庫羽村支店

190 東京都 ソシオネット株式会社
子連れでの外出機会を提案し、母子の良好な関係維持を支援する事
業。

東日本銀行本店営業部

191 東京都 株式会社ケアラポール 歯科クリニック感染予防清掃の提供と衛生維持管理教育支援計画 多摩信用金庫砂川支店

192 東京都 株式会社ジャストニット
主に更年期以降の中高年の女性の快適さをサポートするニット肌着の開
発事業

多摩信用金庫三鷹下連雀支店

193 東京都 ラブフィフティーン ファッション性を追求したテニスラケット収納型バッグ製造事業 巣鴨信用金庫成増支店

194 東京都 バリスタ株式会社 アニメ声優によるトレンド情報音声配信アプリサービス 西武信用金庫北新宿支店

195 東京都 車いす工房　輪
立って走行し、仰向姿勢まで電動で可変できる電動車いす用ベットユ
ニットの開発

東村山市商工会

196 東京都 ディスプロ株式会社
ビジネス利用に適したトロリーバックの高耐久ハンドルシステムの開発と
提供

東京都民銀行上石神井支店

197 東京都 有限会社東京工房
軟質ビニールシートを原材料とする新たな性能を付与した花器および風
呂敷の開発

湘南信用金庫営業統括本部

198 東京都 株式会社サンクロス 養殖事業に用いる海水中で使用可能な光る「ＬＥＤ紐」の開発。 城北信用金庫志村支店

199 東京都
イメージシステムエンジニアリ
ング株式会社

養殖業者の生産性向上を支援する「養殖場運営支援システム」の開発 多摩信用金庫三鷹駅前支店

200 東京都 有限会社ハマヤプリンシプル 軽労化事業に基づいたサポート衣料の企画及び製造と販売 東京信用金庫

201 東京都 株式会社イーオプティマイズ
加工食品用ＡＳＰ版自動生成ソフトウェア＜ｅラベルマスター＞の開発・
販売

朝日信用金庫

202 東京都 株式会社ＣＲＪ
元気にシニア世代と夢をもつ若者なら誰もが行ける海外ロングステイ支
援サービス

城北信用金庫赤羽支店

203 東京都 株式会社エーワンテクニカ ブロー金型から飛躍的に離型することができる表面処理法 朝日信用金庫



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

204 東京都 グリルハンター
日本滞在のイスラム教徒向けにアレンジした日本の日常食の加工製造
販売

西武信用金庫北新宿支店

205 東京都 森本化成株式会社 「新換気システム」開発による簡易型暗室、クリーンブースの需要拡大
特定活動非営利法人ＮＰＯビジ
ネスサポート

206 東京都 有限会社流通宣伝 身体障害者向け機能型オーダーメイドファッションの製作と販売
特定非営利活動法人としま創
業ネットワーク

207 東京都 株式会社ＦＩＮＥＶ
シェールガス及び土壌・地下水汚染に関する海外規制等の情報提供
サービス：ＦＩ　ＮＥＶＩＡの日本語化

こうき税理士法人

208 東京都 株式会社アレク
シニア向け「アプリ習得講座“実践型”」スマホアプリは現場で学ぶん
だ！

西京信用金庫

209 東京都 株式会社青山ファーム
ＦＡＸ対応　ＳＮＳ型ネットワークを用いた野菜・果樹売買コミュニティサー
ビスの開発・運営

特定非営利活動法人東京都港
区中小企業経営支援協会

210 東京都 株式会社イトス
ソーシャルメディアを利用した産業廃棄物の新しいマーケットプレイス構
築

永田会計事務所

211 東京都 株式会社松茂良
埼玉県における光触媒効果の脱臭力（滅菌効果）による長期的環境衛
生サービス

東京東信用金庫板橋支店

212 東京都 株式会社トランスコア ホール素子検知型ＩＣクグ振動・傾斜センサーの開発製品化 城北信用金庫赤羽支店

213 東京都 株式会社ＫＨ企画
多摩地域に密着したコマーシャル動画専門サイトの構築と運営（Ｍｙ　Ｃｏ
ｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｍｏｖｉｅ　ｉｎ　ＴＡＭＡ）

多摩信用金庫小平支店

214 東京都 株式会社ｎｅａｒ
キャリア層へ向けたデザイン性の高い服の提案－クールジャパンの技術
をキャリアヘ－

天笠税務会計事務所

215 東京都 ナノタック株式会社 労働環境改善と大幅な省エネルギーを可能にする水性絶縁塗料の開発 多摩信用金庫三鷹駅前支店

216 東京都 合名会社Ｔ．Ｉ．Ｕ． 婚約証明書・恋人証明書およびその発行サービスの開発 保科悦久税理士事務所

217 東京都 株式会社平岡製作所 小型のスクリュープレス（脱水機）の開発・販売 城北信用金庫墨田支店

218 東京都
株式会社タクトコミュニケーショ
ンズ

日本企業ブランドのライセンス商品化バイロットプロジェクト 巣鴨信用金庫春日町支店

219 東京都 株式会社クレア 鮮度保持装置（クレアシステム）付小型冷蔵庫製造にかかる開発事業 村上康夫税理士事務所

220 東京都 株式会社グラティアミュージック
アーティストと受講生をネット上でマッチング！チケット制派遣型音楽教
室サービス

北青山税理士法人

221 東京都 合同会社テンターズショップ 微細溶接技術を駆使した建物骨組み模型の制作・販売 第四銀行東京支店

222 東京都
リードエンジニアリング株式会
社

遠隔管理型介護施設支援用「投薬システム」の構築 多摩信用金庫吉祥寺支店

223 東京都
株式会社リライトデベロップメン
ト

コンテナを活用した短期間で、設置～撤去が出来るユニット型店舗 多摩信用金庫本店

224 東京都 株式会社ケイワールド 城東地域の中小製造業の技術を活用した爪掛の企画・開発および販売 東京シティ信用金庫堀切支店

225 東京都 有限会社ファイバーライフ メタリン酸を使用した歯のエステ・ホームケアセットの販売 林会計事務所

226 東京都 立川靴工房 外反母趾、リウマチ等に対応した保険適用のオーダーメイド靴 多摩信用金庫幸町支店

227 東京都 有限会社リネーチャー 着用するだけで女性が元気になる完全化学物質フリーの健康下着 阿部　守

228 東京都 有限会社アイ企画
特別支援学級及び対象児童の集中力向上に寄与するパネルシアター制
作販売事業

東京三協信用金庫本店

229 東京都 株式会社メディカルセミナーズ
看護師向け、教育動画配信サービス「看護師のための５分間動画ライブ
ラリー」

白庄司税理士事務所

230 東京都
株式会社エコライフコーポレー
ション

そのままクッキン具チルド野菜シリーズ 巣鴨信用金庫春日町支店

231 東京都 株式会社メリーポピンズ 冬季の浴室内を暖かに保つ「お風呂あったかカーテン」 野中敏博税理士事務所

232 東京都 小髙莫大小工業株式会社
ニット製草履型ルームシューズ「ＭＥＲＩ」の海外向け商品開発および販
路開拓

第一勧業信用組合墨田支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

233 東京都 ＦＡＣＥＴＡＳＭ ファッショナブルな機能性素材を用いた新感覚衣料品の開発・販売 経営創研

234 東京都 株式会社伊藤バインダリー 自社文具製品の新商品開発及び、欧州展示会出展での販路の拡大 東京東信用金庫本所支店

235 東京都
株式会社フロンティア・エージェ
ント

スマートフォンアプリ向け高付加価値型テスト・検証サービス 八千代銀行幡ヶ谷支店

236 東京都 荒井電波研究所 静電容量型センサーによる独居人見守りシステムの開発
特定非営利活動法人東京都港
区中小企業経営支援協会

237 東京都 株式会社ヌールエ キャラクター「のら猫クロッチ」の商品開発と販売 西武信用金庫北新宿支店

238 東京都 株式会社エージーリミテッド スマートフォンの着信等と連動して光るイヤホンアクセサリー開発 西武信用金庫原宿支店

239 東京都
株式会社グローバルアライアン
ス

日本及び途上国向け無水トイレの開発および二国間クレジット創出事業 朝日信用金庫

240 東京都 株式会社ＥＭＤ プロ野球球団マスコット型スピーカー付き据え置きタイプのラジオ製作
中野裕哲税理士・社会保険労
務士・行政書士事務所

241 東京都 株式会社イエノナカカンパニー 「家事サービス付き小規模賃貸住宅」の普及事業 税理士法人魁

242 東京都 株式会社エアリーライム 未発見のクールジャパンの魅力を世界に広める電子出版プロジェクト 大橋会計事務所

243 東京都 有限会社シンク
社会問題化している孤独死をされた方を対象とした特殊清掃、遺品整理
を事業化

東京東信用金庫入谷支店

244 東京都 有限会社ランドセイル 働く女性向けお役立ちサイト『更年期ライフスタイルケア　つきぐみ』 さわやか信用金庫渋谷支店

245 東京都 ＡＴＥＮＯＹ 美術作家のデザインによるワンピースの製作・販売 小平商工会

246 東京都 株式会社東新製作所 中古タイヤの輸送費用削減の為のダブリング装置の開発・販売事業 ポート社会保険労務士法人

247 東京都 株式会社ＥＨＰ 地産小麦を使った村山一口かて肉まんの試作と伝統的食文化の普及 多摩信用金庫南口支店

248 東京都 株式会社ワッツ
現代の日本の技術と発想を世界へ！！新世代ＬＥＤシャンデリア展示発
表会プロジェクト

さわやか信用金庫麻布支店

249 東京都 株式会社タナック 有機溶剤不使用で体にやさしい水性マニキュア用塗料の開発 多摩信用金庫三鷹駅前支店

250 東京都 有限会社オフィスキヨミ シルバーケアセラピスト育成事業 城南信用金庫自由ヶ丘支店

251 東京都
株式会社ネバーランドインター
ナショナル

マットトピアリー制作・販売事業。斬新かつ汎用性の高いトピアリーを生
産し販売する。

税理士法人創新會計

252 東京都 株式会社エクスプラウド 働くママの駆け込み寺「保育コンシェルジュサービス」 東京中央経営

253 東京都 山口産業株式会社
里山再生。鳥獣駆除の残皮を地域資源として再生するマタギプロジェク
ト

城北信用金庫墨田支店

254 東京都 株式会社エモーヴ
伝統を大切にする女性たちが創造する「伝統と進化のコラボレーション
商品」開発事業

中野裕哲税理士・社会保険労
務士・行政書士事務所

255 東京都 株式会社アセンダント 新しい健康ツーリズムに寄与するファンゴ（熟成温泉泥）の開発 税理士法人三田會計

256 東京都 株式会社友成工芸 オンリーワンカヌタムのオリジナルアクリル枡の製造、販売 昭和信用金庫事業支援部

257 東京都 Ｆｒｅｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｉｎｃｕｂａｔｏｒ 中小企業向けグローバルクラウドソーシングサイトの構築 足立成和信用金庫綾瀬支店

258 東京都 株式会社自動処理 地方自治体向け電子目安箱貸し出し事業 巣鴨信用金庫板橋支店

259 東京都 株式会社ＳｈｏｗｃａｓｅＧｉｇ 実店舗のデジタル販促を支援するスマートフォンアプリ
アクティベートジャパン税理士
法人

260 東京都 有限会社ＣＡＮＶＡＳ 多摩製造業向け「自社でＷｅｂ活用して受注開拓を行う」サポート事業 落合和雄税理士事務所

261 東京都 株式会社オフィスサニー 独自性を追求した競争力のある紙製ブックカバーの販売促進計画 巣鴨信用金庫西日暮里支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

262 東京都 株式会社デジタリーフ 中小規模飲食店向け会員ポイントシステムの開発及び販売 税理士法人福島会計

263 東京都 株式会社エフユーアイジャパン 海底及び水中における放射線測定可能な小型検出器の開発事業 井上大輔税理士事務所

264 東京都 株式会社響 アイドル市場に特化したアパレル関連新商品の開発事業 芝信用金庫三田支店

265 東京都 株式会社丸和製作所 金属廃材を有効活用した金属飾り物の商品化 昭島市商工会

266 東京都 有限会社有明電装 無機ＥＬ素子応用・多目的デジット表示器の商品化 西武信用金庫三ツ原支店

267 東京都
ウェルネスコンサルティング株
式会社

富裕層経営者のご自宅向け、オーダーメイドによる香りの空間デザイン
事業

中野裕哲税理士・社会保険労
務士・行政書士事務所

268 東京都 株式会社ドリームネット 高齢ペーパードライバー出張教習「マイカーアカデミーＳ」 井上大輔税理士事務所

269 東京都 株式会社ラビア 中国富裕層に向けた目本デザイナーによる宝飾品販売企画 すばる会計事務所

270 東京都 株式会社アマロット タンザニアでの高機能石鹸・保温液販売事業 東京東信用金庫四谷支店

271 東京都 株式会社ハッシン 日本の「しきたり」を活かしたファッション＆日用品の企画・販売 経営創研

272 東京都 株式会社ゼアー 若手クリエイター向けブログ型消費者間取引（ＣｔｏＣ）事業 千葉銀行幕張新都心支店

273 東京都 ＩＳＣ株式会社 中古のＩＴ機器を活用したＩＰフォンシステムの導入 税理士森敏夫事務所

274 東京都 ゆらぎ療術院 整体師のノウハウを生かした訪問計測式オーダーメイド枕の開発と評価 飯能信用金庫東大和支店

275 東京都 木下印刷株式会社
パパ・ママ、おじいちゃん・おばあちゃんが喜ぶ『よくばりなわがままアル
バム』の作成

東京東信用金庫高砂支店

276 東京都 エターナルボーテ株式会社 白湯＆オーガニックレモンウォームウォーターのボトル開発 神戸税理士事務所

277 東京都 明宏印刷株式会社 電子データとシステム開発による情報活用とＷＥＢミュージアム開設
特定非営利活動法人としま創
業ネットワーク

278 東京都 株式会社丸金
豆腐屋の販路を活かした豆腐惣菜、スウィーツ類の卸売りサービス「豆
腐屋Ｄｅｌｉ化」計画。

朝日信用金庫

279 東京都 有限会社カネバン 電波干渉を起こさない無接点充電器用加飾カバーの開発 西武信用金庫河辺支店

280 東京都 株式会社オリィ研究所 分身ロボットによる四肢不自由者のコミュニケーション支援事業 西武信用金庫三鷹支店

281 東京都
株式会社ベストインセンティブ
センター

世界初の「地域認定フレグランス」による地域観光活性化サービス 八千代銀行青山通支店

282 東京都 株式会社リオ 居眠り運転防止ソフト 城北信用金庫長崎支店

283 東京都 株式会社美容経済新聞社 業務用品の取引仲介サービスサンプル瀬求ナビ飲食業界版 コンパッソ税理士法人

284 東京都 株式会社ＭＯＴ 小魚を中心とした魚の唐揚げ商品化事業 村上康夫税理士事務所

285 東京都 ザオー工業株式会社 オフィスや部屋を彩る新感覚ペン立て“ｍｉｚｕａｗａ” 朝日信用金庫

286 東京都 株式会社しまや出版 コスプレイヤー専門写真集制作サービス 城北信用金庫宮城支店

287 東京都 株式会社バーテックス 世界初！「自力で浮かび夜空で光るバルーン」の開発と販売 西武信用金庫北新宿支店

288 東京都 株式会社エコトワザ 在日外国人向け「日本のエコ技詰め合わせボックス」の企画販売 西武信用金庫立川南口支店

289 東京都 有限会社エイミー 敏感肌向けスキンケア化粧品のエントリーラインのリバイスと海外展開 足立成和信用金庫六木支店

290 東京都 株式会社マナボ いま聞ける、すぐ理解る．スマホ家庭教師ｍａｎａ．ｂｏ 藤井健税理士事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

291 東京都 ＮＥＯ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ
独自性のある若い感覚でデザインした洋服を提案し、卸売販売をする。
メンズだけでなく本格的にレディスの新たな取り扱い先やコラボ先の開
拓。

城南信用金庫経堂支店

292 東京都 株式会社マステック ロードバイク専用ジェル入りノーパンクホイール製造販売 横浜信用金庫本店営業部

293 東京都 ゾンデックス株式会社 遠隔点滴監視システムの開発及びマーケティング
中野裕哲税理士・社会保険労
務士・行政書士事務所

294 東京都 株式会社レヴォレーター 父親復権！イクメン応援プロジェクト『パパプレゼンツ』 北青山税理士法人

295 東京都 株式会社シュロスサチ 元客室乗務員のソムリエが運営する主婦向けワイン通販ショップ 中村里実税理士事務所

296 東京都 株式会社アリア
音楽を利用した認知定・高齢者ケアプログラムとそれに伴う資格・検定の
企画・運営事業

特定非営利活動法人としま創
業ネットワーク

297 東京都 合資会社テルナテ オートバイ専用の加熱式調理器具の製造および販売 青葉総合税理士法人

298 東京都 株式会社そろはむ 中国に向けたヨーヨーの商品開発と国内初の市場開拓者としての試み 税理士法人アイビイエス

299 東京都
株式会社トゥエンティ・フォー・
ストリーム

売れるデザインのオンラインショップを簡単に作成できるサービス 多摩信用金庫三鷹駅前支店

300 東京都 ＮＡＮＡＲＯＱ株式会社 社内情報セキュリティを向上させるコンプライアンスゲームサービス 興産信用金庫飯田橋支店

301 東京都 株式会社ＴＴＥＳ 簡易な走行車両重量算出システムのパッケージ化 城南信用金庫自由ヶ丘支店

302 東京都 イン・ステップ株式会社 マルチデバイス対応　クラウド型　展示会来場者管理システム 小川会計事務所

303 東京都 株式会社アイテック オリジナル映像による　首都圏私立中高・学習塾　学校案内アプリ 小川会計事務所

304 東京都 株式会社ベジリンク 「ファーム（食）」を主体としたコミュニケーションコンテンツの提供 巣鴨信用金庫池袋支店

305 東京都 大田ゲートウェイ株式会社 揺れる船上で魚の重量測定が可能な、漁業用特殊秤の普及促進 共立信用組合武蔵新田支店

306 東京都 株式会社ｍｍガード
スマートフォンを利用して、国内初となる「多対多」の同時交換を可能とす
る電子名刺交換アプリケーションの開発と販売。

城南信用金庫神田支店

307 東京都 株式会社リトルワールド コミュニティ型の食品販売促進事業 樋之口毅税理士事務所

308 東京都 アクリエイト株式会社 あのブランドの香りを自宅で再現！オリジナルサシエの販売 北青山税理士法人

309 東京都 株式会社ハニージャパン マヌカハニー固型蜂蜜ロゼンジ（のど飴）推進事業 横田久巨税理士事務所

310 東京都 ティエルビー株式会社 環境と人に優しいイノシン等の害獣対策のための天然漢方剤の販売 吉村以知郎税理士事務所

311 東京都 菱和工業株式会社 地域の製造業が連携した新たなものづくりサービスの展開 城南信用金庫経堂支店

312 東京都 森川デザイン事務所
レディース向け特殊加工技術、特別織機をメンズデザインに転用＝新し
いメンズデザイン表現

東京都民銀行武蔵野支店

313 東京都 株式会社寿英里 「浮き指」を改善する布草履の通販教材の開発と販売
税理士法人未来総合会計事務
所

314 東京都
株式会社フックエンタープライ
ズ

夕暮れも安心　おしゃれラクチン防犯レザージャケット
税理士法人未来総合会計事務
所

315 東京都 有限会社エフ・ビューティ
美白を求める外国人に対して、保温力を高めたホワイトクリームの開発
事業

東京東信用金庫神田支店

316 東京都 株式会社オーシャンサプライ ワンショットオイラーの開発、販売 中央会計事務所

317 東京都
株式会社ホットアルバム炭酸
泉タブレット

新タイプ、本格的健康重炭酸入浴剤、スパークリング　ホットタブの市場
展開普及活動

多摩信用金庫京王八王子支店

318 東京都
株式会社ホライズン・データ・
ワークス

金融庁次世代ＥＤＩＮＥＴ提出用データ作成ツール開発（廉価版） 東京都民銀行五反田支店

319 東京都 マーブルデザイン株式会社 在庫及び顧客管理システムの開発 鴫村税務会計事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

320 東京都 株式会社サムブレイン テーマ毎におすすめ商品をまとめるサイト（プロコレ）の構築・運営 プライムプレイン会計事務所

321 東京都
早稲田フロンティアマインド株
式会社

外国人特化型不動産物件紹介コンサルティング業 公認会計士大庭康孝事務所

322 東京都 株式会社新井製作所 院内感染防止に効果が認められた〈抗菌銅〉を活用した点滴台の提供 埼玉縣信用金庫越谷支店

323 東京都 株式会社プラネット
高齢者による市民記者編集部が提供するシルバー層に特化した情報紙
の発行

西武信用金庫羽村支店

324 東京都 大幸経営有限会社 医師の診療所を支援するクリニック経営コックピットの開発 江東信用組合洲崎支店

325 東京都 Ｔ＆Ｎ企画
小規模クラシック系コンサートとレッスンの情報提供とチケット販売代行
サービス

西武信用金庫西荻窪支店

326 東京都 株式会社エアテックジャパン 《自動車板金市場向け水性塗料用乾燥ブロワーガンの開発》 多勢陽一税理士事務所

327 東京都 株式会社アストエイト
ノート型ＰＣ用電力安定化対策発電機内蔵折畳み式作業机の製造販売
事業

多摩信用金庫昭島支店

328 東京都 有限会社アヴァンツァーレ 携帯式　超軽量、超小型バッテリー（仮称パワーバンク）の開発、評価 多摩信用金庫残堀支店

329 東京都 株式会社キビテク 自由に切断でき曲げられる、ゴム製電子回路試作基板の製造 ＢＰＳ税理士法人

330 東京都 株式会社シェアクロゼット バーチャルクローゼットのおしゃれ着レンタルサービス 東京都民銀行中野支店

331 東京都 株式会社リビングファーム 家庭で楽しむ家庭用水耕栽培機器の新製品開発と販路拡大 西武信用金庫本町通支店

332 東京都
株式会社武者デザインプロジェ
クト

肩周りの関節可動域拡大と肩こり等の解消を目的とするストレッチ器具 城南信用金庫青山支店

333 東京都 平玄株式会社
化学品由来でない国産バイオマスを原料とする紀しん炭（水垢・ヌメリ除
去に効果的な高機能炭）の販売

村上康夫税理士事務所

334 東京都 株式会社地震科学探査機構 地殻変動解析から法人向け地震予測情報を提供するサービス マックス総合税理士法人

335 東京都 株式会社タウンキッチン 多摩エリアの地域密着型ローカル企業に対する人材採用支援事業 多摩信用金庫一橋学園支店

336 東京都 株式会社通信総研 クラウド型医用画像送受信サービス りそな銀行神楽坂支店

337 東京都
有限会社ビーイングサポート・
マナ

ＷＥＢ保健室による健康習慣サポート事業 今井会計事務所

338 東京都
シューズトレーディング株式会
社

ネックストラップの勧合パーツにおける安全性・離脱機能性を向上させる
機能の開発

朝日信用金庫南篠崎支店

339 東京都
株式会社アーバングリーンコン
ポジション

インテリジェント型果樹水耕栽培プランターの開発 多摩信用金庫永山支店

340 東京都 ジェイ・エス・エイチ株式会社 「子育てママとキッズの学習ノート」世田谷区版フリーペーパーの制作 吉村以知郎税理士事務所

341 東京都 エヌ・エス・エイ株式会社 ３Ｄホログラム立体加工写真の製作 恵比寿金子法律事務所

342 東京都 ＰｕｒｐｌｅＣｏｗ株式会社 ｄｅｓｉｇｎｃｌｕｅムービー～アプリ制作者向けのプロモーション映像制作～ 吉田正人公認会計士事務所

343 東京都 オーイソ株式会社
・スマホ外壁用新素材開発　・靴裏底素材開発　平成２３年７月８日特許
取得した製造方法を活用し、新市場の開発。

巣鴨信用金庫東池袋支店

344 東京都 株式会社永和 食品業界向けフレキシブルコンベアの開発 足立成和信用金庫本店

345 東京都 株式会社ジェイディ
妊婦の需要にすべて応えられるマタニティ専用ウェディングドレスの製作
及び販売

八千代銀行幡ヶ谷支店

346 東京都 株式会社ＹＣＰ　Ｐｒｏｄｕｃｔ ベビー用品向け国産オーガニック除菌ミスト 大東京信用組合青山支店

347 東京都 ＳｈａｍｒｏｃｋＲｅｃｏｒｄｓ株式会社 聴覚障がい者向けコミュニケーション支援アプリ開発 東和銀行東大泉支店

348 東京都
株式会社ファーメンステーショ
ン

米から作ったエタノールを利用した安心安全、国産消臭スプレーの開発・
販路開拓

公認会計士楢崎博樹事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

349 東京都 有限会社山本工務店 炭１００％繊維を応用した建築材料を使った健康住宅関連商品の販売 巣鴨信用金庫新高島平支店

350 東京都
株式会社森谷・コーポレーショ
ン

「エリプリ　枕の巻きタオルとして」を介護者、健常者へ販売、活用頂く 税理士戸塚浩司事務所

351 東京都 Ｌｅａｐｃｏｍ株式会社 自社開発のロボットを使った、専門業種向けサイト更新情報サービス 多摩信用金庫永山支店

352 東京都 ＧＲＥＥＮ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫＳ デザイン性の高いお土産品の現地製造販売 城北信用金庫落合支店

353 東京都 グリッドマーク株式会社 光センサーを用いた音声録音・再生機能付きフォトアルバムの開発 巣鴨信用金庫春日町支店

354 東京都 ｂｏｕｎｄａｒｙｓｐａｎｎｅｒ株式会社 クラウド技術を用いた、ネット版コールセンターサービス Ｍ＆Ｏコンサルティング

355 東京都 婚活工房 貴方も韓流スターになれる！ソウルでつくる超豪華写真アルバム製作 阿久津公一税理士事務所

356 東京都 株式会社モストコレクション 完全受注自社生産によるオンリーワンな地産地消型スカートの販売事業 阿久津公一税理士事務所

357 東京都 有限会社シュール 海外ＷｉＦｉのリースサービス 小谷野公認会計士事務所

358 東京都 ＴＡＯ 新たな農産物加工品開発と製造から販売までのパッケージ提供事業
一般社団法人バリューアップ・
ジャパン

359 東京都 西都通信株式会社
ＬＥＤ照明より低価格で長寿命。無電極ランプによる多摩環境先進地化
計画

一般社団法人バリューアップ・
ジャパン

360 東京都 東洋工業株式会社 『とれたま』キャンドル～おまえが２０才になったら～ 阿久津公一税理士事務所

361 東京都 株式会社ジーエンス 地元発信、地元へお出かけお助けお得システム 阿久津公一税理士事務所

362 東京都
株式会社ｈｉｄｅ　ｋａｓｕｇａ　１８９
６

我が国最先端の工業材料の感性価値アピールによる海外販路開拓事
業

有限会社エスエムエスコンサ
ルティング

363 東京都 株式会社ＢｌａＴｒａｄ ロボット掃除機のオリジナル消耗品の企画・製造・販売 西武信用金庫日の出支店

364 東京都 アイ・システム ＰＭ２．５対策の安価で高性能な気空除染機能付き空気清浄機の開発 横浜銀行町田支店

365 東京都 祥衞工業株式会社
高精度により痛みを大幅に軽減させた、世界初、夢の注射針の研究・販
路開拓

巣鴨信用金庫常盤台支店

366 東京都 株式会社彩虹商事 障碍者に収入の道を開くスイーツ・アレジメント作成指導・販売支援事業 税理士法人創経

367 東京都
株式会社エムツーコーポレー
ション

新世代防災ヘルメット（シェルメット）の開発、製造 朝日信用金庫

368 東京都 有限会社アンジー ユーザー参加型スマートフォン向け写真加工アプリとサービス
ユナイテッド・アドバイザーズ税
理士法人

369 東京都 チーム・Ｉ
旬の野菜と果物が手軽に摂れるランナー向けグリーンスムージーの販
売

興産信用金庫市ヶ谷支店

370 東京都 有限会社エニシング 日本の伝統の「前掛け」、欧米レストランへの販路拡大プロジェクト 多摩信用金庫小金井支店

371 東京都 カディンチェ株式会社 複数台ビデオカメラを用いたパノラマ動画制事事業 目黒信用金庫

372 東京都
株式会社リアルジャパンプロ
ジェクト

日本の伝統工芸品の地域活性化事業 八千代銀行原宿支店

373 東京都
株式会社プラウドコンサルティ
ング

企業の情報発信力を高めるインターネット放送局の開局支援事業 城北信用金庫常盤台支店

374 東京都 ケビンコミュニケーションズ
実践的英語教育手法に基づく教材開発、グローバル人材評価測定とセミ
ナー事業

西武信用金庫渋谷営業部

375 東京都 ミライス株式会社 世界で流行している３Ｄプリンター自作キットの開発・製造・販売 多摩信用金庫北山支店

376 東京都 株式会社アジテツ
１００円ショップなどに対するバングラディシュ産のデザイン性の高い生
活雑化の開発・輸入事業

東京東信用金庫錦糸町支店

377 東京都 玉川食品株式会社 焼成ウニ殻カルシウムを使用した、【カルシウム強化麺】の開発 赤坂シティ法律事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

378 東京都 株式会社ケアーメディカル
現状にない、機能性とファッション性を兼ね備えたおしゃれな介護用及び
障害者用ルームウエアの開発

多摩信用金庫南口支店

379 東京都
株式会社ライフカルチャーセン
ター

生活者視点で共助社会創出の「シェアリビング・地域コミュニティ再生」人
材育成

西武信用金庫千駄ヶ谷支店

380 東京都 株式会社ジェイ・エス
高齢者の脚のむくみや冷えに対して生活の質を高める新しいレッグ
ウォーマーの展開

梅田　明人

381 東京都 株式会社王文社 ホーウィンシェルコードバンを使った手縫いと手編みの鞄づくり 瀧野川信用金庫西ヶ原支店

382 東京都 株式会社エス・プラット スポーツクラブ・スポーツ団体向け情報プラットフォームサービス 多摩信用金庫調布支店

383 東京都 アイダッシュ株式会社 介護現場の空気環境改善を目的とする脱臭・除菌事業 興産信用金庫浅草支店

384 東京都 Ｙ’ｓ４４５
イキイキと仕事をする女性向けに、オシャレで使い勝手の良いオンリー
ワンのＰＣバッグを製造

生沼寛隆税理士事務所

385 東京都 株式会社ＬＯＵＰＥ 学校の先生が知恵を共有するＷｅｂサービス「ＳＥＮＳＥＩ　ＮＯＴＥ」の展開 りそな銀行目黒駅前支店

386 東京都 株式会社Ｌｉｇａｔｉｓ
オンライン採寸と３ＤＣＧにより世界で１着の洋服を販売するビスポークＥ
Ｃ

西武信用金庫東中野支店

387 東京都 株式会社知的未来 冬季等における就寝時の足部を温める電気器具の開発、製造及び販売 りそな銀行新都心営業部

388 東京都 株式会社アンドゥ 従来商品と変わらぬ味と満足を提供する低糖質洋菓子の製造販売 阿久津公一税理士事務所

389 東京都 有限会社アクシオン エキゾチックレザーを使用した異業種分野向け新商品開発事業 亀有信用金庫細田支店

390 東京都 株式会社秀和物産 抹茶小分けパック戦国武将シリーズの新商品開発 八千代銀行石神井支店

391 東京都
株式会社ココペリインキュベー
ト

中小企業の為に、低価格で士業の顧問契約をシェアする「シェアｄｅ顧
問」の企画運営

福井会計事務所

392 東京都 t2インターナショナル株式会社
女性の起業をトータル支援する、海外化粧品輸入・販売事業のサービス
開発

福井会計事務所

393 東京都 株式会社アトリエ・リリー
欧州の服育精神を取り入れた上質でオンリーワンな親子服の企画、製
造、販売

監査法人元和

394 東京都 株式会社イザラ マタニティーウエディングに特化したオリジナルブーケの販売 八千代銀行渋谷支店

395 東京都 歩　楽　里
下北沢ブランド活用によるまちを広告媒体として国内外文化の情報発信
による地域活性事業

昭和信用金庫

396 東京都 有限会社エル・プランナー 遺体用処置用具『閉口補助具』開発及び販売事業 九貫税理士事務所

397 東京都 エフ・エム・ディ株式会社 表札などのネームプレート用省エネタイプソーラー照明装置の商品化 和泉税理士事務所

398 東京都 はしば
築地のすし＆パン職人がコラボ　贅沢グルメパン「築地ドッグ」の開発・販
売

浦和税理士法人

399 東京都
有限会社クロノス・コミュニケー
ションズ

就活・採用活動の為の学生ポートフォリオサイト『Ｆｏｌｉｏ　Ｓｈｏｗ』の運営 興産信用金庫市ヶ谷支店

400 東京都 リブト株式会社 高齢者の「食べる」を支援する開口力リハビリ器の量産型モデルの開発 多摩信用金庫京王八王子支店

401 東京都 株式会社ＦＲＯＭ　ＪＡＰＡＮ 希望のパッケージで通販商品を海外に転送できるサービス りそな銀行渋谷支店

402 東京都 株式会社ゼニス計測システム 測定器制御インターフェイスに使用する専用ＩＣの開発 多摩信用金庫府中支店

403 東京都
手製本工房ＭＡＲＵＭＩＺＵ－Ｇ
ＵＭＩ

国内外における手製本教室と日本の伝統工芸体験を融合させたものづ
くりの場の提供

巣鴨信用金庫常盤台支店

404 東京都 木本硝子株式会社 江戸切子を使用した証明器具の開発 朝日信用金庫

405 東京都 ビジュアルウェア株式会社 図面書き・見積り・コスト算出を簡単にこなすクラウドサービス 多摩信用金庫錦町支店

406 東京都 株式会社レジーナクローゼット ブライズメイドのトータルコーディネートサービス 小谷野公認会計士事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

407 東京都 有限会社テクノム
多摩産材を利用した高齢者・障害者向けの簡単高さ調節機能付の椅子
の開発

西武信用金庫千ヶ瀬支店

408 東京都 ニップファーマ株式会社
正しく吸入するための水平自動感知センサー付き呼吸器疾患用の吸入
デバイスの開発

八千代銀行八丁堀支店

409 東京都 株式会社アライン 腹巻き、レギンス、スカートが一体化した、３ＷＡＹボトムの製造と販売 城南信用金庫渋谷支店

410 東京都 ディレクトリジャパン株式会社 ヘアピューディＷＥＢメディアによる美容師・メーカーマーケデインダ支援 芝信用金庫西小山支店

411 東京都 有限会社メビウス・トーン 消費者参加型ショートアニメをフックにした広告宣伝パッケージの販売 巣鴨信用金庫練馬支店

412 東京都 株式会社 the design labo 子供向け知育玩具としての組立椅子の改良量産化プロジェクト 東京シティ信用金庫本店

413 東京都 株式会社TIDA JAPAN (仮称)Ｂｉｏスパークリングシャンプー誕生 第一勧業信用組合秋葉原支店

414 東京都 株式会社ステラジアン 建築土木業界向け内外観高速ビジュアルシミュレーションサービス 中村　太郎

415 東京都
エコシステムエンジニアリング
株式会社

ドライアイスブラストによる太陽光パネルクリーニングシステムサービス
事業

りそな銀行神田支店

416 東京都 日本アプリ開発株式会社 高齢者向けのネットサービス事業 第一勧業信用組合 目黒支店

417 東京都 株式会社青球情報システムズ 個人特性に応じた必要栄養成分算出・サプリメント提供サービス
フォーライフコンサルティング事
務所

418 東京都 株式会社ポーラスタァ 働く女性のための、【妊娠・出産・子育て】スマートフォンサービス 朝日信用金庫東日本橋支店

419 東京都 株式会社Polaris
Loco-workingプラットフォーム構築事業〜地域の眠れる人材を活用した
高付加価値事業の創出

多摩信用金庫調布支店

420 東京都 株式会社らしく 商店街マーケティング支援システムの開発と販売 上田智雄税理士事務所

421 東京都 合同会社ピグマル オーディオ端子を用いたスマートフォン向けIDタグの開発 城南信用金庫品川支店

422 東京都 ブロードデザイン株式会社 放送事業者向け小型タイムコード発生器の開発及び商品化 多摩信用金庫京王八王子支店

423 東京都 株式会社渚ラボ オーベルジュ(宿泊施設を備えるレストラン)向けCRMサービス 茂木会計事務所

424 東京都
株式会社シーアンドジートレー
ド

認知症防止のためのスマートフォンロボットの開発・販売 多摩信用金庫京王八王子支店

425 東京都 ドゥクラフト株式会社 オーダーメイド結婚指輪の試作品開発および販路開拓 西武信用金庫阿佐谷南支店

426 東京都 SODA株式会社 今までになかった安価で高性能、見守りセキュリティソフトウェアの開発 多摩信用金庫八王子中央支店

427 東京都 AkiTech LEO 株式会社 フェムト秒レーザ・トリミング比熱加工光源システム りそな銀行村山支店

428 東京都 有限会社三幸 古着で作る思いで商品 東京東信用金庫東和支店

429 東京都 株式会社Nextremer
みんなのコウノトリ 「出生応援プロジェクト」- 新しい家族が生まれる上質
なひとときをみんなで創出

石原　明子

430 東京都 株式会社プラージュ
観光地への集客を目的としたAR（拡張現実）スマートフォンアプリの開発
事業。

さわやか信用金庫 東京港支店

431 東京都 株式会社佐々木設計 弊社製マルチコントローラに接続するPCソフトの開発 西武信用金庫福生支店

432 東京都
株式会社トゥワイス・リサーチ・
インスティテュート

中学・高校における情報教育及びキャリア教育プログラムの新教材開
発・販売事業

りそな銀行日本橋支店（予定）

433 東京都 ティーエーディーエー 「美味しさは土作りから」を数値化し有機栽培作物の拡販を図る事業 多摩信用金庫永山支店

434 東京都 有限会社ピーエイチカンパニー 忘れ物防止ブルートゥースユニットプロジェクト 多摩信用金庫

435 東京都
株式会社マイトデザインワーク
ス

天然染料染皮革の制作及び、販売事業 朝日信用金庫本店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

436 東京都 株式会社ロウテク
日本中のソフトウェアのリリースサイクルを加速するDevOpsツール導入
ソリューション

興産信用金庫本店

437 東京都 株式会社タビマップ ＧＩＳ地域モバイルサイト（ｉ－ｌｎｃなび）の提供
学校法人千葉学園千葉商科大
学

438 東京都 コミュニティリンクス株式会社 地域特化型の育児情報提供および交換サイト
東京シティ信用金庫 日本橋支
店

439 東京都 株式会社フィオレ・コネクション オンライン双方向授業による家庭学習支援モデル事業 イング公認会計士事務所

440 東京都
有限会社インフォメーションマ
ネージメントコンサルティング

八王子市内における高齢者向けクラウド型健康支援サービスの開発・展
開

多摩信用金庫高尾支店

441 東京都 株式会社キャリア・マム 地域密着型見守りコミュニケーションサービス
多摩信用金庫多摩センター支
店

442 神奈川県 お菓子工房サラ 厚木市の地域資源を活用したオリジナルスイーツの開発 八千代銀行厚木支店

443 神奈川県 株式会社ザイテック カレンダー自動名入れフルカラー印刷機の実用化 八千代銀行相模台支店

444 神奈川県
サンコーエンジニアリング株式
会社

省スペース・省エネ実現のタテ型スクリューポンプ開発 神奈川銀行中田支店

445 神奈川県 株式会社カタライズ 光触媒を使った欲室目地の防カビ塗料の開発、販売 八千代銀行久地支店

446 神奈川県 株式会社ダンゴマン 北鎌倉の子育て世代と地域を結ぶ「北鎌倉コミュニティースタジオ」事業 込江保次税理士事務所

447 神奈川県 株式会社ショウエイ 浴室専用防滑材の開発及び施工・販売 川崎信用金庫仲町台支店

448 神奈川県 株式会社テレメディカ 人工知能を利用した対話型ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの開発事業 池田忠博税理士事務所

449 神奈川県 株式会社ワイ・ケー電子 電子回路基板業界初の特殊、多機能スマートフォンカバーの開発 綾瀬市商工会

450 神奈川県
株式会社サーパストレーディン
グ

ウェットスーツ専用折り畳みハンガーの新案 湘南信用金庫営業統括本部

451 神奈川県 瑞康商事株式会社
グリップ力、耐久性、軽量化を強化した野球用トレーニングシューズ新製
品の開発計画

湘南信用金庫営業統括本部

452 神奈川県 株式会社シィアイテクノ 無公害紫外線ランプの試作品開発 川崎信用金庫仲町台支店

453 神奈川県 株式会社カワゾエ 防災設備操作の学習動画配信による保守点検業務の付加価植化 平塚信用金庫しあわせプラザ

454 神奈川県 株式会社バイフォトン 紙の繊維配向（紙の繊維の並び方）測定機 平塚信用金庫しあわせプラザ

455 神奈川県 有限会社モリタボイラー技研 独自技術により燃料費軽減を可能にした加温装置の開発販売計画 さがみ信用金庫豊川支店

456 神奈川県 ミクロ吸盤応用研究所 貼って剥がせるカラーレーザー出力用ミクロ吸盤ラベルの開発
公益財団法人相模原市産業振
興財団

457 神奈川県 有限会社相和シボリ工業
「ｏｎａｍｉ」ブランドの立ち上げ（へら絞りを活かした生活用品の製造、販
売）

城南信用金庫元住吉支店

458 神奈川県 株式会社ヒラミヤ 循環リサイクル型自然環境保護を考えた空気浄化装置 神奈川銀行中原支店

459 神奈川県 株式会社ベネクス
特許繊維を応用した休養時専用スポーツウエアによる海外販路開拓事
業

さがみ信用金庫緑町支店

460 神奈川県 ＭＡＭＥ・ＤＥＳＩＧN株式会社 アクア業界初、水槽向け免震装置及び水槽台の試作開発 湘南信用金庫営業統括本部

461 神奈川県 ビオトープ株式会社 「身体を動かし脳を鍛える」高齢者リハビリ＆幼児用学習システム 湘南信用金庫営業統括本部

462 神奈川県 堀内ウッドクラフト 世界初、寄木細工著名けん玉プレイヤーブランドけん玉の試作、開発 さがみ信用金庫上大井支店

463 神奈川県
有限会社ディーサインズアンド
カンパニー

フィット感を向上させ、かつネジの緩みを防止する工夫を随所にこらした
新規性がある眼鏡の開発事業

関谷　裕子

464 神奈川県 有限会社ファーマーズ 女性、高齢者をターゲットとした植物性乳酸菌発酵食品の開発事業 湘南信用金庫営業統括本部



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

465 神奈川県 日本アイエムアイ株式会社 聴覚を快適な聴感条件にする調整機能付き補聴器の開発設計事業 多摩信用金庫相模原支店

466 神奈川県 株式会社三和
装幀業界独自のクロスと技術を転用したファッションとしてのスポーツ小
物を演出する

三浦藤沢信用金庫井土ヶ谷支
店

467 神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ メンタルヘルスプログラム「こころの元気計Ⓡ」のＷｅｂサービス開発 横浜信用金庫本店営業部

468 神奈川県 株式会社タイムリミッツ アカモク化粧品商品化事業 逗子市商工会

469 神奈川県 株式会社ケイビズ
中小企業向けクラウド活用／ＩＴ部門代行支援サービス「咲雲」（サター
ン）

特定非営利活動法人東京都港
区中小企業経営支援協会

470 神奈川県 有限会社共栄木型鋳造 アルミ鋳造によるＨＶ車用の水冷式髙冷却モーターフレームの開発 静岡中央銀行平塚支店

471 神奈川県
株式会社プロトンコーポレー
ション

ミャンマー市場を対象とした電解水生成器の開発・販路開拓 多摩信用金庫相模原支店

472 神奈川県
株式会社エーシングテクノロ
ジーズ

自動車電装部品用途に向けた薄膜塗布装置の改造と販路開拓活動 平塚信用金庫しあわせプラザ

473 神奈川県 森田テック株式会社 磁気光学結晶を用いた低周波磁界測定装置の開発 八千代銀行新百合ヶ丘支店

474 神奈川県 スプーン有限会社 ベトナム科理店向け、国産米を使ったライスペーパーの製造・販売 逗子市商工会

475 神奈川県 合同会社ＭＯＴＴ 歯科医向け超薄型圧カセンサーの実用化 八千代銀行長津田支店

476 神奈川県 ドルフィンスルー株式会社
フラッシュモブを使ったパフォーマンス性の高いプロモーション映像の企
画制作。

財団法人湘南産業振興財団

477 神奈川県 株式会社ラッキーソフト 介護予防支援レクリエーションソフトウェアの製作と普及・販売促進活動 平塚信用金庫しあわせプラザ

478 神奈川県 株式会社シェアするココロ 【中高生向け】自己理解か進む価値観カード『カチカ』
税理士法人トータルオフィス横
浜

479 神奈川県 株式会社ピースダイヤモンド
エシカルダイヤモンドのみを使ったセミオーダー型マリッジリング制作
サービスの開発

横浜銀行本店営業部

480 神奈川県 ＴＡＫ　ＣＡＦＥ
地元大和市に在住する子育て主婦層・高齢者等向けのケータリング
サービスの提供

大和商工会議所

481 神奈川県 株式会社常茶会 手作りばん茶の新商品開発と成分の分析研究による商品価値の向上 芝信用金庫菊名支店

482 神奈川県 有限会社ティーディーエス
教育機関における留学生候補者向けプロモーション用支援システムの
開発

神奈川県中小企業団体中央会

483 神奈川県
リンクワールドジャパン株式会
社

新興国の学生を対象としたオンライン日本語教育サービス 横浜信用金庫本店営業部

484 神奈川県 有限会社ＮＯＲＭＡ
商品価値の低い豚モモ肉を使い神奈川県藤沢の風土に適した長期熟成
生ハムの製造販売

財団法人湘南産業振興財団

485 神奈川県 インフォ・ラウンジ合同会社
発達障害児への時間感覚学習支援を行うスマートデバイスアプリケー
ションの開発

川崎信用金庫仲町台支店

486 神奈川県 株式会社日本シンクマスター 台所用ゼオライト入り浄水器の開発および販路開拓 八千代銀行相模大野支店

487 神奈川県 株式会社松本製作所 香りの使い分けが可能な「香るカード」の新商品開発及び販路開拓 川崎信用金庫住吉支店

488 神奈川県 有限会社セルフケア 靴擦れの予防・防止を目的とする新商品の開発・販路拡大 小田原第一信用組合鴨宮支店

489 神奈川県
株式会社パブリック・コミュニ
ケーションズ

ビジュアルで示す、こころと身体のセルフケアツール開発事業 横浜銀行関内支店

490 神奈川県 株式会社銀イオン繊維 インターネット通販事業における銀イオン繊維製品の企画・販売計画 湘南信用金庫営業統括本部

491 神奈川県 Ｊｕｍｐｅｒｓ株式会社 ＧＲＯＵＰ　ＴＡＬＫ　Ｓｙｓｔｅｍ（グループトークシステム） 湘南信用金庫営業統括本部

492 神奈川県 株式会社現代企画 大和市周辺を元気にするヘルパー発掘＆育成型カルチャースクール 大和商工会議所

493 神奈川県 株式会社ぺっとぼーど ペットの臭い解決！安心で高機能な「ペット専用脱臭機」開発・販売事業 川崎信用金庫加瀬支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

494 神奈川県 株式会社チェリー・ＢＰＭ
認知症患者を徘徊・迷子から見守る通信機能付きＧＰＳシューズの開発・
販売

ローズマインド

495 神奈川県 株式会社アイティ・セック 乳幼児コミュニケーション能力育成アプリ作成 湘南信用金庫営業統括本部

496 神奈川県 猿島わかめ・猿麺　大黒堂 猿島わかめ「さるひめ」の普及・販売及び商品開発 湘南信用金庫営業統括本部

497 神奈川県 スマイルモブ
フラッシュモブイベントを利用したプロモーションおよびサプライズ支援事
業

税理士法人コーポレート・アド
バイザーズ

498 神奈川県 株式会社さくら工房 美味、安全で栄養豊かな新食材「機能性そぼろ」（仮称）の開発と販売 芝信用金庫あざみ野支店

499 神奈川県 有限会社東栄精工 建築資材におけるプラスチック製足場用保持敷板の試作開発 芝信用金庫新城支店

500 神奈川県 株式会社ミスティックガーデン 新製品男性用補正下着「ＤＥＶＵ　ＮＡ　ＡＬＬ」の製造・販売 八千代銀行相模台支店

501 神奈川県 アイレス株式会社
アイレス・シーズニング・ソースのラインナップ展開新感覚＆ヘルシー・基
本調味料の商品開発事業

横浜銀行阪東橋支店

502 神奈川県 株式会社コルコバード
神奈川県内の福祉業界（重度心身障害施設・知的障害施設）向けの求
人広報活動支援事業

横浜銀行藤沢中央支店

503 神奈川県 株式会社フリクション
旧車愛好者を対象にした高耐久性軽自動車用補修用鍛造ピストン等の
開発

城南信用金庫淵野辺支店

504 神奈川県 株式会社Hayakawa 在宅Webライター育成事業「School×Work」 横浜信用金庫本店

505 神奈川県 株式会社菅原モデル 遠隔地における全自動計測データ発信装置の事業化 城南信用金庫淵野辺支店

506 神奈川県 株式会社半一 原子層堆積法を用いた耐腐食性膜の均一コーティング技術の開発 横浜信用金庫本店営業部

507 神奈川県 株式会社村春製作所
小物、小部品などを簡単に袋詰めすることが出来る無電源式物品袋詰
め機の開発。

八千代銀行淵野辺支店

508 神奈川県 株式会社日本油機
樹脂成形において画期的に付加価値を高める新加工技術を実現する装
置の事業化

八千代銀行淵野辺支店

509 新潟県 株式会社中越 佐渡観光商品の開発と販売
中小企業診断士中村公哉事務
所

510 新潟県 有限会社フナックス 笹配合プラスチックを使った安心・安全な子供用食器セットの商品開発。 大光銀行燕支店

511 新潟県 株式会社サマンサハート
美容室販売促進向けジェルネイルサービスパッケージによる顧客拡大
事業

第四銀行

512 新潟県 株式会社武田金型製作所 金属製タブレットディスペンサーの開発 協栄信用組合中央通支店

513 新潟県 ＲＥＢＩＲＴＨ食育研究所 資源循環型の無臭のオーガニック液体肥料の啓発・普及事業 第四銀行小針南支店

514 新潟県
ＦＵＲＵＫＡＷＡ　ＣＥＲＡＭＩＣＳ
株式会社

錠剤製造をセラミックス製品型変更による人体投与金属汚染防止事業 北越銀行新潟東支店

515 新潟県 有限会社上原製麺所 高齢者（介護）に受け入れられる一口麺（プチ麺）の挑戦開発事業 第四銀行直江津支店

516 新潟県 江口　幸司 新商品（仮称）「雪国マンゴー」生産・販売計画 塩沢信用組合本店

517 新潟県 有限会社ＮＩＩＧＡＴＡ　ｓｃｉｓｓｏｒｓ ハサミ３丁分の機能を集約した多機能すきバサミの課外販路開拓 三条信用金庫栄支店

518 新潟県 有限会社ハインズワーク 動画メッセージカードのカスタム仕様を1個から請け負うサービス 三条信用組合栄支店

519 新潟県 県央ランドマーク株式会社
中小企業のための「Web動画プレスリリース」専門動画スタジオ運営、レ
ンタル、企画制作事業

つばさ税理士法人

520 長野県 株式会社ナルコーム製作所 「診察台のすぐそばに自由に移動し設置できる排水処理台」の開発事業 商工組合中央金庫松戸支店

521 長野県 株式会社佐々木工業 防災用ステンレス製受水タンクの商品化 佐久商工会議所

522 長野県 有限会社滝沢工研 ・軽トラックを有効活用するためのアクセサリー（新タイプ幌）の商品化 長野県信用組合更埴支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

523 長野県 有限会社フジ精密工業
コスト意識を持つ新人設計者を育成するためのプレス金型設計教材の
開発と販路の拡張

八十二銀行辰野支店

524 長野県 湯原　敏光 私が考案したギターケースに一体化した音響装置の製品化 千曲商工会議所

525 長野県 株式会社オリエント機材 遠心回転モルタル吹付け機械　試作機製作 八十二銀行望月支店

526 長野県 株式会社リボンマルシェ
子どもたちが職業体験ができる「お店屋さんテントシリーズ」の企画及び
販売

長野商工会議所

527 長野県 株式会社Ｓ・Ｉ・Ｖ 医療用機器に用いられる超小型軽量エアーコンプレッサーの開発 商工組合中央金庫諏訪支店

528 長野県 Ｍ’ｓオート
カーエコシステム「ＮＦＣ（ノイズフィールドキャンセラー）の開発・製造・販
売

八十二銀行諏訪支店

529 長野県 株式会社星光技研 除菌消臭システムの香港市場への販路開拓および香港仕様装置開発 長野信用金庫柳原支店

530 長野県 株式会社ウェブエイト
子育て中の母親向け地域密着型ウェブライター養成スクールの開講事
業

八十二銀行つかま支店

531 長野県 株式会社エヌシーキューブ 諏訪地域の買い物弱者を支援するインターネット販売サービス事業 諏訪信用金庫上諏訪支店

532 長野県 株式会社ファンクリップ 『店舗型』パソコン修理・トラブル対応のトータルサポート事業 諏訪信用金庫茅野支店

533 長野県 サンエスシステムズ株式会社 環境配慮設計を意識した簡易ＰＤＭ（設計情報管理）の試作・開発 長野商工会議所

534 長野県 株式会社丸山鐵工所 発電する薪ストーブの開発 松本信用金庫本店営業部

535 長野県 株式会社安土倍組 デザイナーズコンクリートシステムの商品販売強化 佐久商工会議所

536 長野県 株式会社安曇野ガーデン 無線・センサーを使ったドッグスポーツ補助機材の開発・商品化 佐々木会計事務所

537 長野県 リストランテ・ラ・カンパネッラ
地域で評判のイタリアンフレンチレストランによるテイクアウト商品の開発
と販売

長野商工会議所

538 長野県 株式会社長野食料 バン小売業・コンビニ等をターゲットとした製造コンサルティング事業 八十二銀行市田支店

539 長野県 株式会社山崎屋木工製作所 国産ヒノキ材の高断熱木製サッシの多品種開発による販路開拓事業 長野信用金庫屋代支店

540 長野県 信州・夢乃里工房 アンズ由来酵母の商品化およびパン手作りキットと高級パンの開発 千曲商工会議所

541 長野県 有限会社上原工業所 農業ハウス用薪ストーブの性能向上と販売促進 佐久商工会議所

542 長野県 ゼロフラッグ
主婦が求める身近で役立つ情報発信！人と人のつながりを大切にした
地域活性化サイト

佐久商工会議所

543 長野県 株式会社唐沢 精密電子コネクタ用プレス金型部品の試作開発及び海外販路拡大事業
有限会社エスエムエスコンサ
ルティング

544 山梨県 有限会社おかめ鮨 地域の果物を使ったスイーツの販売 山梨中央銀行

545 山梨県 アトリエアーム 近未来のトイレ（世界で一番清潔で節水・安価な水洗トイレ）の開発 大月市商工会

546 山梨県 有限会社榊工業 間伐材ひのきチップを使った乳幼児用枕・マットの開発・販路開拓 南アルプス市商工会

547 山梨県 有限会社フリージア 地場の素材・伝統技法を用いた新しいジュエリーの開発・販路開拓事業 山梨県商工会連合会

548 山梨県 有限会社葡萄の里 笛吹市の花「バラ」の花びらジャムを用いた大人向け洋菓子の商品化 笛吹市商工会

549 山梨県 広汎農園 果物の袋掛け作業の効率を飛躍的に向上させるグローブの商品化 笛吹市商工会

550 山梨県 山梨銘醸株式会社
ブランド戦略の先陣と位置づける新醸造技術を駆使した高質商品の開
発

マーケティングコミュニケーショ
ン研究所

551 山梨県 株式会社専匠
山梨の地場産品の発酵素材を活用した新しいコロッケの商品開発と販
路開拓事業

中央市商工会



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

552 山梨県 ＢＵＤＡＷＡ甲州 山梨県産ぶどう１００％の品種別ワインビネガーの製造と販売 山梨県民信用組合

553 静岡県 株式会社フジテック ハイブリッド型非常用自家発電システムの販路開拓計画 磐田信用金庫豊田北支店

554 静岡県 株式会社ヤギショー
アルファ米を使用した簡便かつ美味なニッポンご当地グルメ土産「炊き込
みご飯α」の開発販売

島田信用金庫藤枝支店

555 静岡県 株式会社タムラ食品
駿河湾特産の「桜えび」を今までにない佃煮という加工方法で加工した
商品の開発・販売駿河湾特産の「桜えび」の販売拡大をめざす

静岡銀行三島支店

556 静岡県 合同会社あやとり 施設利用者向け案内掲示物ダウンロードサービス 浜松信用金庫

557 静岡県 富田電気工事株式会社
単線二重被覆細線ケーブルにも対応可能な電線被覆剥離の開発・販売
計画

磐田信用金庫浜松南支店

558 静岡県 株式会社メディカルプロジェクト 高齢者住宅等で使用する生体情報が検知できる床材センサーの開発 静岡銀行

559 静岡県 有限会社渡辺商店 ホルミシス効果が期待できる温水式サンド温浴ベッドの開発 静岡信用金庫押切支店

560 静岡県 株式会社スルガ精密 「微細化、効率化に対応する薄厚ＡｕＳｕ箔ロー材のプレス加工の開発」 静岡信用金庫東新田支店

561 静岡県 ポラリス株式会社
粉体加工業者を対象とした、高い混合性能・利便性、少量多品種処理を
可能にしたスウィング式粉末混合機『スウィング・ポット・ブレンダー』の開
発・販売

島田信用金庫五和支店

562 静岡県 濱田　智之 泡を利用した太陽光パネル・屋根・外壁と家丸ごとクリーニングサービス 浜松信用金庫

563 静岡県 株式会社一言
６０秒で簡単便利にお茶を楽しむことができるお一人様用「電子レンジ対
応可能茶漉し付湯呑み」の開発販売

島田信用金庫藤枝東支店

564 静岡県 ユタカ電機株式会社 自動車用ハブの合わせ面専用の自動調整バリ取り試験機の開発 浜松信用金庫

565 静岡県 株式会社立米
レーザーマシンを使った特殊加工と、ストライプをデザインにした、木製
雑貨の企画製造販充事業

清水銀行

566 静岡県 有限会社渡辺工業 カテーテルガイドワイヤの独自表面処理技術の開発、試作 静岡銀行函南支店

567 静岡県 小林レシピ開発株式会社
国産のフルーツ、穀物、ナッツを活用した今までにないフルーツグラノー
ラの製造販売、販路開拓

静岡銀行西鹿島支店

568 静岡県 株式会社アルディラ
手軽かつ和風、洋風の味わいを併せ持つ「静岡職人　味噌バーニャカウ
ダ」の開発

静岡信用金庫駅南支店

569 静岡県 有限会社ホットプランニング
健康食品として注目されている菊芋を使った男性用ハンドクリームの開
発

植松経営労務事務所

570 静岡県 司工業株式会社
セル生産方式における作業効率を改善する子型パーツ自動供給装置の
開発・販売

吉田町商工会

571 静岡県 株式会社ケンゾウ鐵工
富士山世界遺産登録を契機にＬＰガスボンベリサイクルの案内看板（サ
イン）等の展開

静岡銀行函南支店

572 静岡県 有限会社ライフワーク
高齢者世帯に向けたエクステリアのバリアフリーリフォームの設計施工
の展開

浜北商工会

573 静岡県 ヤマカツ杉山製茶工場
「自社畑の生茶葉を鮮度保存の新技術を駆使し、食べるお茶として新商
品開発」

有限会社大石ビジネスコンサ
ルティング

574 静岡県 足立柿園 地域特産の次郎柿や干し次郎柿を使ったソフトクリームの開発と販売 浜北商工会

575 静岡県
株式会社アビリティ　フィール
ズ

県内産を中心にＣ級フルーツを使って糖質を軽減した新食感セミドライフ
ルーツの開発

静岡商工会議所

576 静岡県 株式会社黎明
独自技術に基づくエアー逆止弁を用いた新機能・新構造の空気緩衝材
の製造

清水銀行

577 静岡県 スマル水産株式会社 魚の骨を使った「食べるほど健康になるおつまみ」の開発と販路開拓 静岡銀行焼津支店

578 静岡県 エイグローブ株式会社
動画ポータルサイトを活用したグローバル展開ワンストップ支援サービス
の展開

湖西市商工会

579 静岡県 有限会社マルハチ金流丸水産 駿河湾産のシラスの沖漬け商品の開発・販売 三島信用金庫静浦支店

580 静岡県
ｇｒａｓｓ　ｇｒｅｅｎ　ＳＵＲＦ　ＧＡＲ
ＡＧＥ

遠州繊維の継続発展を目指すローカルブランド【ｇｇｒｉ（ジグリ）】 鈴木貫司税理士事務所
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581 静岡県 有限会社大石製作所 棚を全面に覆い、且つ棚の物を取り出しやすい落下防止製品の開発 島田信用金庫吉田支店

582 静岡県 北極しろくま堂有限会社 昔ながらの子育てを現代に復活！プロジェクト
富士市産業支援センターｆ－Ｂｉ
ｚ（イドム）

583 静岡県
サイバーダインシステムズ有限
会社

【こぼさないワン】側壁の一部を高くした飛散防止ペット用食器開発販売
事業

遠州信用金庫

584 静岡県 有限会社トキワサンコウ おからの栄養まるごと充填豆腐の開発及び製造販売 磐田信用金庫天王支店

585 静岡県 山梨商店
癒しを求める働く女性に対するフレグラントティー「フルーティーな香寿」
の製法特許を活用した開発と販売

島田信用金庫二番町支店

586 静岡県 株式会社なごみ工務店 木造建築現場用落下防護ネット取付け簡単金具セットの開発 植松経営労務事務所

587 静岡県 ビアンコネロ株式会社
広告にコンセプトを付加する事でＰＲとＣＳＲを融合した媒体【プライスゼ
ロ・プロジェクト】

静岡銀行呉服町支店

588 静岡県 株式会社アルモニーｉ 骨伝導式まくら型オルゴールの開発 三島商工会議所

589 静岡県 株式会社プラスアート
ヴィンテージをキーワードに、古材新材問わず経年を楽しむ創作家具の
開発・販売

磐田信用金庫豊岡支店

590 静岡県 株式会社タイム 背ズレ、ズレ落ちの無い介護、医療用チェアーベッドの開発 浜松信用金庫

591 静岡県 大生機設株式会社
卓上チーズカッターの開発と（小型）ナチュラルチーズ製造セットの販売
開拓

静岡信用金庫新富支店

592 静岡県 株式会社禅コーポレーション ラッピングエアロプロジェクト 沼津信用金庫大岡支店
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