平成30年度市場開拓助成事業支援対象事業一覧
50音順 敬称略
Ｎｏ.

企業名

所在地

1

株式会社青木科学研究所

2

株式会社アサップシステム

3

朝日株式会社

4

旭モールディング株式会社

5

株式会社アタゴ

6

アルボルデマンサナ株式会社

新宿区

ＤＭＣシステム（どこでもコンクート）

7

Ｕｎ Ｃａｆｅ Ｓｕｃｒｅ株式会社

墨田区

メイドインジャパンデカフェ

8

株式会社イートラスト

台東区

クラウド型防災監視カメラシステム

9

株式会社イナミ

文京区

眼科用ＬＥＤ手術顕微鏡

千代田区

低発塵真空ゲートバルブ

10 入江工研株式会社
11

株式会社Ｉｎｓｅｃｔ Ｓｈｉｅｌｄ Ｊａｐａ
ｎ

12 株式会社インプローブ
13 ウエスト・クラウド・ジャパン株式会社

港区

商品名

青梅市
武蔵野市
荒川区
港区

ボディ構造ダイカスト部品用離型剤の開発
短距離走タイム計測器マジラン
赤外線ヘッドホン
積層成形ブロック及びその切削品
非破壊ポータブル糖度計

練馬区

インセクトシールド虫よけ加工衣類

品川区

工程管理システム「サクッと工程」

千代田区

企業の体重計

14 株式会社エイアンドピープル

渋谷区

働く女性の時短化粧品MACHIKO

15 英弘精機株式会社

渋谷区

熱伝導テスター ＨＣ－１０

16 エイコム株式会社

新宿区

顔認識システムＢｅｅｓｉｇｈｔ

17 株式会社エイシス

豊島区

ＢＩＺＣＡＲＤ ＷＥＢ

18 株式会社Ｎ.ジェン

渋谷区

ｉｎｆｏＧｒｏｖｅ

19 ＦＳＸ株式会社

国立市

高付加価値を実現したおしぼり冷温庫

20 ＯＹＣ株式会社

千代田区

21 株式会社オクテック

目黒区

法人名刺ＣＯＳＭＯＳ
室内における実環境再現表示システム

22 株式会社小野部製凾所

千代田区

高機能性包装紙器（医薬品等用）

23 株式会社オプトゲート

葛飾区

光コネクト断線検出器

24 株式会社カラースペース・ワム

渋谷区

色彩組色パズルとカード類
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25 株式会社カルテックス

台東区

微粉末供給装置カルフィーダー

26 株式会社キティー

新宿区

お肉をやわらかくする、梅ソフトのめぐみ

27 株式会社キャプテンインダストリーズ

江戸川区

28 キャスレーコンサルティング株式会社

渋谷区

Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ Ｖ

29 株式会社近計システム

荒川区

サージ型 故障点標定装置 ＳＦＬ－２０００

30 グッドプランニング株式会社

目黒区

デジタルサイネ－ジを用いたメディア事業

31 株式会社Ｃｌｕｅｓ

千代田区

５軸対応ＮＣゲージ

水道量安否みまもり事業

32 株式会社コスモテック

立川市

ウェアラブルメモｗｅｍｏ

33 コデン株式会社

豊島区

アニマルック

34 株式会社サーモ理工

三鷹市

新型赤外線導入加熱装置

35 株式会社Ｔｈｅ

大田区

ソフトカーボンの多展開製品

36 株式会社サンワ

渋谷区

非常用階段避難車キャリダン

37 株式会社シオザワ

中央区

機密文廃棄事業の新製品プロテクトガード

38 株式会社システムツー・ワン

新宿区

リンケアコール

39 株式会社常光

文京区

全自動赤血球沈降速度測定装置

40 精和産業株式会社

江東区

高圧洗浄機 ＪＣ－１５１３ＤＰＮ

ＭＯＴ Ｃｏｍｐａｎｙ

41 株式会社創朋

千代田区

手動式ＨＤＤおよびＳＳＤの物理破壊装置

42 有限会社鯛のたい

日野市

防振セルバッグス

43 第一医科株式会社

文京区

耳鼻咽喉科用顕微鏡ＥＦＭ08

44 株式会社大和テクノシステムズ

町田市

アパーチャープレート・微細穴加工技術

45 株式会社タカヤマ

葛飾区

次世代レアメタル加工部品

46 株式会社田中電気研究所

世田谷区

白濁排ガス用ダスト濃度計ＤＤＭ-ＴＭＡＩ

47 株式会社デジタル・コア

世田谷区

ＯＮＩＳシリーズ

48 株式会社テヌート
49 株式会社テレパワー

港区
豊島区

光合成効率促進装置「コンダクター」
ＴＰ２６無線送受信モジュール
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50 デンオン機器株式会社

練馬区

ＳＭＴリワーク装置ＲＤ-500ＳＶ

51 株式会社東邦電探

杉並区

水中・底質放射能濃度計

52 ニシハラ理工株式会社

武蔵村山市 アルミ材へのフープめっき

53 日本システム開発株式会社

品川区

ワイヤレス変位センサＤＳ-1ch-ＷＬ

54 日本蓄電器工業株式会社

福生市

キャパシタと燃料電池の複合型ＵＰＳ

55 日本ビジュアルサイエンス株式会社

新宿区

多角的偏光イメージング装置

56 ニューロネット株式会社

町田市

Ｗｅｂ接客もしもしインタラクティブ

57 株式会社ノヴァ電子

大田区

２軸モーションコントロールＩＣ

58 ハイソル株式会社

台東区

高精度フリップチップボンダー

59 株式会社ピー・エイチ・ワークス

板橋区

ＴＬＢ/ＤＷＧ

60 株式会社ヒキフネ

墨田区

メタライズファイバの海外市場・新市場開発

61 株式会社扶桑

葛飾区

生地をカスタマイズできるパターンシート

62 株式会社フナボリ

江戸川区

インバーター送風機シリーズ

63 株式会社プラスティックス

荒川区

ＳＷＩＮＧ BIN （ゴミ箱）

64 株式会社ペンネンノルデ

文京区

片手念珠

65 北星鉛筆株式会社

葛飾区

日本式鉛筆削り器と鉛筆の精神発信拠点整備

新宿区

海外留学生の就職ベストマッチングと定着化

67 株式会社マイクロウェーブ

渋谷区

人工知能搭載システム自動開発ソフトウェア

68 株式会社松本商店

板橋区

地方繊維染色事業者の小ロット生産染色生地

69 株式会社マックマー

中央区

ティーフリー （Ｔ－Ｇｏ）

70 株式会社丸和製作所

昭島市

ＦＥＯＲＩ （金属インテリアアクセサリー）

71 株式会社ミューテック

板橋区

静電気除去機能搭載・高積紙揃機

66

株式会社Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔｓ

72 ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社

八王子市

リフィルバッテリー式発電機Ｇ-ＣＲＯＳＳ

73 メイショウ株式会社

杉並区

リワーク装置ＭＳ９０００ＳＥ （ＬＰＣ）

74 株式会社メトロール

立川市

精密着座確認用エアマイクロセンサ

平成30年度市場開拓助成事業支援対象事業一覧
50音順 敬称略
75 株式会社モリカワ
76 ユーキャン株式会社

豊島区
八王子市

有機溶剤ガス回収装置REARTHシリ―ズ
UVランプを搭載した超音波加湿器

77 株式会社ラヤマパック

葛飾区

卓上真空成形機 Ｖ．ｆｏｍｅｒ

78 有限会社ランテクノロジー

墨田区

マイクロレーザー加工機

79 ランドポート株式会社

千代田区

ソーラーパフ

80 リックソフト株式会社

千代田区

アルフレスココネクターシリーズクラウド

