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北海道－１ 株式会社ＡＳＣe

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 寿産業株式会社

北海道札幌市

抗菌性特殊ニッケル合金粉末製品の開発事業

北海道－３ コアックス株式会社池田工場

北海道池田町

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

北海道－４ 株式会社ヤブシタ

北海道函館市

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

北海道－５ 株式会社タイヨー製作所

北海道北斗市

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

東北－１

加美電子工業株式会社

宮城県加美町

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

東北－２

株式会社モス山形

山形県山形市

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

東北－３

株式会社ティーワイテクノ

山形県山形市

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

東北－４

株式会社管製作所

山形県天童市

新型ノズルチェンジを用いた新洗浄機の開発・事業化

東北－５

暮らしの科学研究所株式会社

福島県郡山市

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

関東－１

株式会社シロク

茨城県つくば市

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

関東－２

群馬電機株式会社

群馬県みどり市

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

関東－３

株式会社ハイピーテック

埼玉県所沢市

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

関東－４

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－５

株式会社チヨダマシナリー

埼玉県北葛飾郡杉戸町 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

関東－６

株式会社平和化学工業所

千葉県市川市

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尐ない容器供給プロセスの実現

関東－７

株式会社東京ＢＫ足場

千葉県船橋市

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

関東－８

赤星工業株式会社

千葉県市原市

新プラズマ溶接によるアルミニウム製タンクの事業化

関東－９

習志野化工株式会社

千葉県八千代市

太陽電池一体型外壁パネルの開発事業化

関東－１０ 株式会社プロスパークリエイティブ

東京都中央区

印刷色調整用クイックカラーナビ製品の事業化

関東－１１ 株式会社ＡＧＵＡＪＡＰＡＮ

東京都港区

アスベスト等飛散防止固化溶剤を活用した工法の事業化

関東－１２ 東京ブラインド工業株式会社

東京都港区

フェルトを利用した「吸音ブラインド」の開発と事業化

関東－１３ 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－１４ 株式会社ユーキ・トレーディング

東京都台東区

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

関東－１５ 株式会社デザインオフィスライン

東京都渋谷区

バイアス構造の紙心材＇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

関東－１６ 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－１７ 株式会社レキシー

東京都豊島区

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

関東－１８ 東信工業株式会社

東京都足立区

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

関東－１９ 株式会社美多加堂

東京都多摩市

新製法による粉末ミラクリンの開発・製造・販売事業

関東－２０ 株式会社冲セキ

神奈川県川崎市

自然光を利用した、絵柄・文字などを投影するデザインの墓石の開発と事業化

関東－２１ 株式会社リリーフ新潟

新潟県新潟市

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

関東－２２ 株式会社きものブレイン

新潟県十日町市

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

関東－２３ 高橋土建株式会社

新潟県胎内市

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

関東－２４ 株式会社電溶工業

山梨県中巨摩郡昭和町 自動車産業向け抵抗溶接機の小型軽量化と高速化

関東－２５ 株式会社アムクルー

静岡県静岡市

LEDによる屈曲可能な面発光体の開発と事業化

関東－２６ 株式会社山田

静岡県浜松市

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

関東－２７ 榎本工業株式会社

静岡県浜松市

高精度卓上型難削材加工機の開発と事業化

関東－２８ 株式会社トウネツ

静岡県富士宮市

ＥＣＯ電動式鋳造機の開発と事業化

関東－２９ 株式会社トヨコー

静岡県富士市

レーザー塗膜除去装置の開発と事業化

関東－３０ ユニクラフトナグラ株式会社

静岡県湖西市

塑性加工による中空化技術の応用製品開発と事業化

中部－１

愛知県名古屋市

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

株式会社コメットカトウ
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中部－２

株式会社タカハラコーポレーション

愛知県名古屋市

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

中部－３

株式会社学書

愛知県名古屋市

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

中部－４

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－５

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－６

株式会社エコテクノロジ

愛知県名古屋市

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

中部－７

株式会社INBプランニング

愛知県名古屋市

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

中部－８

株式会社近藤機械製作所

愛知県名古屋市

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

中部－９

株式会社クオリティリサーチ

愛知県名古屋市

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

中部－１０ 株式会社愛央技研

愛知県名古屋市

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

中部－１１ 株式会社オプトン

愛知県瀬戸市

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

中部－１２ 富士特殊紙業株式会社

愛知県瀬戸市

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

中部－１３ 本多電子株式会社

愛知県豊橋市

超音波石英振動体型洗浄機の製造・販売事業

中部－１４ 山八歯材工業株式会社

愛知県蒲郡市

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

中部－１５ 伊原電子工業株式会社

愛知県春日井市

ポータブルな導体幅簡易計測器の製造・販売事業

中部－１６ サニア工業株式会社

愛知県あま市

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

中部－１７ 千代田電子工業株式会社

愛知県豊川市

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タイプの非破壊測定器の製造・販
売事業

中部－１８ 高橋製瓦株式会社

岐阜県岐阜市

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

中部－１９ 株式会社ハナムラトレーディング

岐阜県羽島市

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

中部－２０ 株式会社宝機材

岐阜県瑞穂市

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

中部－２１ 株式会社光機械製作所

三重県津市

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

中部－２２ 高桑美術印刷株式会社

石川県金沢市

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

中部－２３ 株式会社マイクロエミッション

石川県能美市

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

中部－２４ 平松産業株式会社

石川県能美市

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

中部－２５ 笹嶋工業株式会社

富山県南砺市

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な落石・雪崩防止柵の施工事業

中部－２６ マルマス機械株式会社

富山県中新川郡

保冷精米機の開発・製造、販売事業

近畿－１

株式会社エムトリップコーポレーション

福井県福井市

携行型生ビールサーバーの開発・製造および販売事業

近畿－２

株式会社ノサカテック

福井県福井市

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

近畿－３

ジビル調査設計株式会社

福井県福井市

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

近畿－４

株式会社三次元メディア

滋賀県草津市

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

近畿－５

株式会社井之商

滋賀県大津市

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

近畿－６

内外特殊エンジ株式会社

京都府京都市

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とボイラー蒸気発電装置
の事業化

近畿－７

株式会社イワタ

京都府京都市

快適睡眠をサポートする睡眠ソリューションビジネス

近畿－８

株式会社京都インテリジェンスサーチ

京都府京都市

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

近畿－９

株式会社キーアシスト

京都府京都市

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

近畿－１０ 富士セラ株式会社

京都府京都市

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

近畿－１１ 田中精工株式会社

京都府宇治市

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

近畿－１２ 株式会社栗田製作所

京都府綴喜郡

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

近畿－１３ 株式会社センテック

大阪府枚方市

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

近畿－１４ エースシステム株式会社

大阪府和泉市

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

近畿－１５ 関西工事測量株式会社

大阪府箕面市

「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

近畿－１６ 奥野製薬工業株式会社

大阪府大阪市

-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
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近畿－１７ トキハ産業株式会社

大阪府大阪市

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

近畿－１８ 株式会社新日本テック

大阪府大阪市

次世代LSI用超薄型ＰＣＤ＇焼結ダイヤモンド（ダイシングブレード製造販売事業

近畿－１９ 株式会社北浦製作所

大阪府高槻市

尐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

近畿－２０ 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所 大阪府守口市

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

近畿－２１ 株式会社エーエフシー

大阪府大阪市

卓上型の採血管準備装置を開発し、製造･販売する事業

近畿－２２ 株式会社タケックス・ラボ

大阪府吹田市

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

近畿－２３ 東西化学産業株式会社

大阪府大阪市

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

近畿－２４ 株式会社グローカルフード

大阪府大阪市

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

近畿－２５ 株式会社共和エンタープライズ

大阪府東大阪市

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

近畿－２６ カンサイ建装工業株式会社

大阪府岸和田市

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

近畿－２７ 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％再生した硬質ダンボールによるディスプレイ什器の製造販売

近畿－２８ 株式会社創発システム研究所

兵庫県神戸市

ジェットファンのインバータ駆動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

近畿－２９ 株式会社セシルリサーチ

兵庫県姫路市

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

近畿－３０ 深江化成株式会社

兵庫県神戸市

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

近畿－３１ 市場株式会社

兵庫県加西市

人間工学に基づく普段使いの家具の開発・製造販売事業

近畿－３２ 株式会社バイオマス・グリーン

兵庫県加西市

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

近畿－３３ フコクインダストリー株式会社

兵庫県尼崎市

フォ－クリフト、運搬車等の電動車用「高速充電装置」等の開発・製造・販売

近畿－３４ 浪華ゴム工業株式会社

奈良県大和高田市

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

近畿－３５ 株式会社品川工業所

奈良県磯城郡

水難溶性医薬品の固形製材を高品質・高効率で造粒する高速混練造粒機の製造・販売

近畿－３６ セパレーターシステム工業株式会社

奈良県葛城市

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

中国－１

大村塗料株式会社

鳥取県鳥取市

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

中国－２

気高電機株式会社

鳥取県鳥取市

自動車車体補修塗装用の水性塗料乾燥機の事業化

中国－３

株式会社田中製作所

鳥取県鳥取市

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

中国－４

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－５

テクノ柳生株式会社

岡山県倉敷市

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

中国－６

株式会社プラントベース

岡山県倉敷市

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

中国－７

みのる化成株式会社

岡山県赤磐市

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

中国－８

ランデス株式会社

岡山県真庭市

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

中国－９

株式会社善管

広島県広島市

エスカレーター清掃工法及び、清掃機器を活用した、新たなサービス事業の構築

中国－１０ 株式会社木下製作所

広島県広島市

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

中国－１１ 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－１２ 向島ドック株式会社

広島県尾道市

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

中国－１３ 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

中国－１４ 株式会社ブンシジャパン

山口県周南市

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

四国－１

四国化工機株式会社

徳島県北島町

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－２

有限会社クールテクノス

徳島県鳴門市

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

平成２４年度新事業活動促進支援補助金
新連携支援事業＇事業化・市場化支援事業（
地域

補助事業者名

採択事業一覧

【採択件数：１２７件】
所在地

事業テーマ

九州－１

株式会社三松

福岡県筑紫野市

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

九州－２

グリーンリバー株式会社

福岡県久留米市

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

九州－３

九州ナノテック光学株式会社

大分県速見郡日出町

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－４

株式会社大川金型設計事務所

大分県速見郡日出町

１２インチ軽量ウエーハリングの開発・事業化

九州－５

株式会社ゼロテクノ

大分県大分市

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

九州－６

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事業化

九州－７

株式会社栄電社

鹿児島県鹿児島市

中空糸型バイオリアクターによる窒素除去システムの、事業化に向けたマーケティング調査及び販
売促進。「アンモニア態窒素除去装置」の能力試験、他社装置との性能比較試験、イニシャル・ラン
ニングコストの低減試験を実施します。

九州－８

株式会社福元技研

鹿児島県鹿児島市

抗菌・抗ウィルス性遮熱塗布材「せっかいSRS」の製造・販売および製品改良開発

沖縄－１

株式会社ゆがふバイオテクノ

沖縄県名護市

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

