平成27年度市場開拓助成事業支援対象事業一覧
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企業名

1 ビーコア株式会社
2 有限会社大里化工

代表者

商品名

水野 廉郎 カラービットを使ったラックシステム
谷 和雄

商品撮影セット「フォトラ」

3 協育歯車工業株式会社

井田 斉昭 医療・ロボット等先端産業向け小型かさ歯車

4 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

5 三正工業株式会社

岸 秀世司 ベトナム製造拠点をＰＲした金属切削部品

6 ニューロネット株式会社

前川 博文 もしもしＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ

7 株式会社フナボリ

宇田川 政則 溶接スパッタ付着防止剤

8 株式会社タンケンシールセーコウ

山内 祐二 ポーラスカーボンパッド

9 テスプロ株式会社

小貫 治朗 鉛フリー素材を用いたテストプローブ

10 株式会社ネットビジョン

國府 博

スーパースピード画像検証＆開発支援装置

11 株式会社アイオイ・システム

多田 潔

電池レス見えるＲＦＩＤ「スマートカード」

12 株式会社日本生工技研

吉田 尚志 作業分析ソフト「タイムプリズム」

13 大道産業株式会社

山口 靖雄 ナノ粒子硬化装置「ＤＥＯＮ」

14 日本ガーター株式会社
15 精工技研株式会社
16 株式会社田中電気研究所
17 株式会社あきば商会
18 多摩防水技研株式会社
19 武州工業株式会社

久保 進

表面実装型ＬＥＤ用分類装置、テーピング機

大久保 俊樹 手動式入浴リフト・バスラック
田中 敏文 多種多様な発生源向け光散乱式ダスト濃度計
遠藤 美代子 デジタル式運行記録計「タコドラ」
草場 清則 高機能のウレタンシート及び施工法
林 英夫

「パイプグラム」創造力を養う知育玩具

20 ユニパルス株式会社

吉本 喬美 回転トルクメータＵＴＭⅡシリーズ

21 グラパックジャパン株式会社

湯本 好英 高付加価値加飾・動く印刷「Ｗｅｄｙｓ」

22 株式会社モリカワ
23 株式会社サーモ理工
24 株式会社ショーケース・ティービー
25 株式会社清和光学製作所
26 株式会社ネジの高山

森川 潔

ＶＯＣガス回収装置ＲＥＡＲＴＨシリーズ

遠藤 智義 赤外線導入加熱装置及び各種熱処理機器
森 雅弘

ナビキャストサイト・パーソナライザ

岡崎 伊佐央 ＬＥＤ照明高効率化のデバイス製造装置
高山 伸和 成長分野向けレアメタル加工部品
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27 株式会社グリッド

寺澤 孝

ＴＨＥ ＧＩＦＴ ＯＦ ＣＯＬＯＲ

28 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

29 株式会社レスカ

岩澤 光洋 超薄膜スクラッチ試験機

30 株式会社アイピーキューブ

荒井 英治 ＡｕｔｈＷａｙとＣｌｏｕｄＬｉｎｋ

31 株式会社日本ネオライズ

橋本 幸彦 マテリアＡｔｈｌｅｔｅ

32 是吉興業株式会社

向川 是吉 ホグレル下肢マシン「インナーサイミニ2」

33

株式会社クローバー・ネットワーク・コ
ム

34 リブト株式会社

長嶋 克佳 ＤｏｃＢｕｓｉｎｅｓｓ
後藤 広明 ポータブル内視鏡カメラエアスコープ

35 株式会社スリーディー

佐藤 槙

防爆カメラと監視システム機器

36 カートン光学株式会社

加藤 昇

眼精疲労の抑制効果の高い高機能眼鏡レンズ

37 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）

38 リノ・ハピア株式会社

渡辺 清彦 短工期・低コストの耐スリゴンの販売促進

39 グリッドマーク株式会社

吉田 健治 ドットコードを用いた手書きペンＧ-Ｐｅｎ

40 多摩冶金株式会社

山田 仁

航空機部品向け金属熱処理

41 株式会社マルタカ

小林 聡

指圧機能を有した足浴器

42 株式会社メトロール

松橋 卓司 超小型高精度無線タッチプローブ

43 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）

44 レンジャーシステムズ株式会社

相原 淳嗣 ＭＶＮＯ構築支援・テスティングサービス

45 日本システム開発株式会社

金岡 秀司 33ビット変位センサＬＳＩ/センサチップ

46 株式会社オンリースタイル

安東 真太郎 発電機に代わる大容量蓄電池レンタル事業

47 株式会社Ｔｒｅｅ ｔｏ Ｇｒｅｅｎ

青野 裕介 デザイン性の高い国産木工品

48 株式会社藤波タオルサービス

藤波 克之 柔らかく丈夫な抗ウイルス紙タオルＶＢケア

49 株式会社横森製作所

有明 利昭 社会弱者に対応した津波避難タワー

50 株式会社大成美術印刷所

新保 大八 ななめもーるシリーズ

51 株式会社ワールドフュージョン

川原 弘三 ｍｅｔａｇｅｎｏｍｅ＠ＫＩＮ

52 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

53 志幸技研工業株式会社

吉川 裕

ネットミル見守りサービス
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54 株式会社日本テレソフト
55 株式会社日本パレード

金子 秀明 点字プリンター「ＤＯＧマルチスーパー」
伊藤 学

着せ替え帽子付き自転車ヘルメット・カポル

56 株式会社トウキョウアイト

松本 大希 子育て情報サイトｃｏｚｒｅ広告プラン

57 木本硝子株式会社

木本 誠一 リサイクル瓶を再利用した食器

58 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

59 石徳螺子株式会社

石川 隆一 自社開発コーティングネジの販売

60 株式会社三機コンシス

松本 安正 布製ウェアラブルヒーター

61 株式会社アイウェアメビウス
62 田中電工株式会社
63 リックソフト株式会社
64 株式会社レキシー
65 日本平版機材株式会社
66 株式会社楽堂
67 アットアロマ株式会社

河江 香代子 ストレスフリーでかけられるメガネフレーム
田中 義也 業務用空気清浄機能付加湿器シリーズ
大貫 浩

ＷＢＳガントチャートとリッククラウド

清徳 則雄 3次元術前・術中・術後ソフトとサービス
武井 満

湿し水生成装置 てんとう虫ＬＢ-801

高橋 こずえ ＴＥＳＴＥＲＡ
片岡 郷

アロマディフューザー及びアロマオイル

68 株式会社マインドクリエイトジャパン

草深 仁志 自動車テスト用ビニルマネキンの展示会出展

69 大有株式会社

田中 良和 フレキシブルコンテナバックブレーカー

70 株式会社ケイズデザインラボ

原 雄司

Ｄ3テクスチャー®デジタルシボ®

71 日本分析工業株式会社

大栗 直毅 分取液体クロマトグラフＬＣ-ＮＥＸＴ型

72 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

