平成２６年度市場開拓助成事業交付決定企業一覧
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企業名

代表者

商品名

1 株式会社アイオイ・システム

多田 潔

電池レス見えるRFID「ST1027L」

2 グリッドマーク株式会社

吉田 健治

見えないドットコード読取り新光学ユニット

3 株式会社デュコル

山本 邦明

遠心粉末製造装置

4 株式会社メトロール

松橋 卓司

超小型高精度タッチプローブ

5 株式会社モリカワ

森川 潔

ＶＯＣガス回収装置ＲＥＡＲＴＨシリーズ

6 株式会社アスペクト

早野 誠治

粉末床溶融結合装置ＲａＦａＥｌ

7 株式会社ウルトラエックス

服部 達也

診断ソリューション及びデータ消去ツール

8 株式会社 青木科学研究所

青木 久治

高温耐熱性油性離型剤及びその関連商品

9 株式会社丸山海苔店

丸山 邦治

有機栽培茶抹茶・煎茶の拡販

10 ビーコア株式会社

水野 廉郎

新カラービットのアプリ「いろトルＣＢ」

11 久保金属株式会社

久保 祐一

異種材料の接合技術インパクト工法

12 株式会社双樹社

村尾 憲吾

ステッカー製スクリーンクリーナー

13 武州工業株式会社

林 英夫

『パイプグラム』創造力を養う知育玩具

14 グラパックジャパン株式会社

湯本 好英

高機能3Ｄ印刷「ウェディス」動きを付加

15 株式会社 サンワ

美澤 麟太郎

車椅子固定型/フロアー搭載型階段昇降機

16 フジ産業株式会社

藤井 愉三

マスキングテープ

17 株式会社常光

服部 健彦

自動固定包理装置

18 株式会社勝美ジャパン

山崎 裕康

メディカル給食用冷凍カット野菜

19 株式会社オレンジアーチ

本山 功

町工場へ直接発注可能なＷｅｂサイト

20 株式会社ワールドフュージョン

川原 弘三

Ｍｅｔａｇｅｎｏｍｅ＠ＫＩＮの市場開拓

21 日本蓄電器工業株式会社

北原 資章

キャパシタ無停電電源装置（UPS-J）

22 株式会社新盛インダストリーズ

和田 隆彦

ハローモバイルプリンターＴｏｋｉｐｒｉ

23 富士インフォックス・ネット株式会社

近藤 俊一

エクセルの操作で簡単に使える「ＢＩ21」

24 日本コーバン株式会社

児嶋 亨

低価格で演色性が高い舞台業界用ＬＥＤ照明

25 株式会社志成データム

斎藤 之良

医用電子血圧計ＡＶＥ-1500

26 株式会社 田中電気研究所

田中 敏文

連続環境粉塵モニターＥＤＭ-2010

27 株式会社ネットランドジャパン

杉田 真浩

新たなオーガニック原料化粧品「琉白」
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28 廣田硝子株式会社

廣田 達朗

江戸硝子大正浪漫硝子花蕾

29 有限会社創造デザイン

李 寛寧

技能伝承ソフトと海外工場遠隔支援ソフト

30 協立システムマシン株式会社

土屋 信之

リアルタイム設備稼働管理システム

31 ユーキャン株式会社

安藤 磐

紫外線殺菌ランプを搭載した移動式加湿器等

32 三正工業株式会社

岸 秀世司

ベトナム製造拠点をＰＲした油圧空気圧部品

33 株式会社ネジの高山

高山 伸和

レアメタル加工部品

34 システム・インスツルメンツ株式会社

菅澤 清孝

リハトレーナー

35 株式会社グローエンジニアリング

細渕 次男

自動で位置調節を行う石臼式微粉砕機の開発

36 株式会社本間製作所

本間 聖敏

Ｈｏｎｍａ Ｍｕｌｔｉ Ｃｈｕｃｋ

37 キーナスデザイン株式会社

橘 純一

デスクトップ温調機ＰＥＬNUS

38 精工技研株式会社

大久保 俊樹

手動式入浴リフト・バスラック

39 株式会社キティー

朝木 宏之

イムノプロ・ファーベックス・愛慈バランス

40 カディンチェ株式会社

青木 崇行

パノラマバーチャルツアー作成システム

41 太洋塗料株式会社

平本 光雄

水性剥離塗料「マスキングカラー」の事業化

42 トーメイダイヤ株式会社

石塚 宏彰

超高圧焼結体工具

43 株式会社Ｇ－Ｓｍａｒｔ

吉原 恒朗

SmartAttack

44 株式会社小河原建設

小河原 敬彦

安心納得できる住まいのつくり方

45 サンリツオートメイション株式会社

鈴木 一哉

遠隔監視計測制御装置TPIP3

46 株式会社ショーケース・ティービー

森 雅弘

ナビキャストスマートフォン・コンバータ

47 株式会社新興セルビック

竹内 宏

射出成形機

48 北三株式会社

尾山 信一

東京の木・多摩産材（銘木壁紙シート）

49 株式会社ブルーポート

桑鶴 大也

iShelf

50 株式会社マックマー

三上 正夫

ジェイプッシュ・カフェプッシュ

51 株式会社レキシー

清徳 則雄

3次元手術計画と術中支援治具連携システム

52 株式会社日本油機

市川 博章

各種素材をベント部に定量供給する装置

53 株式会社アイエンター

入江 恭広

アプリ商品とそれを用いた経営支援サ－ビス

54 楽プリ株式会社

天野 美江子

ピタックリーン プラスエーアール

55 株式会社野上技研

野上 良太

精密打抜き金型及び治具
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56 海洋総合開発株式会社

下迫 亮治

テラヘルツ波コンパクト型ボディスキャナー

57 株式会社 メトロポリタンギャラリー

下坪 裕司

グローカル市場に対応したインテリア用品

58 株式会社日本生工技研

若山 昇一

作業分析ソフト「タイムプリズム」

59 ミドクラジャパン株式会社

加藤 隆哉

ネットワーク仮想化ソフトウェアの開発

60 株式会社ベアーメディック

熊田 誠之

マイクロサージャリー用血管クリップ

61 アットアロマ株式会社

片岡 郷

アロマディフューザー及びアロマオイル

62 日本ビジュアルサイエンス株式会社

滝 克彦

三次元画像の配布と再生を容易化するソフト

63 マックスプル工業株式会社

小野 幸一

マックスプルウインチ

64 株式会社新興グランド社

宮坂 一朗

疑似ラインストーン印刷加工製品

65 株式会社川村インターナショナル

川村 みどり

多言語展開機械翻訳ソリューション

66 株式会社エヌエスケーエコーマーク

西牧 寛次

のびのびマーク（熱転写マーク）

