平成28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 株式会社アイオイ・システム
2 株式会社アスペクト
3 株式会社アトラス広告社
4 株式会社青木科学研究所
5 株式会社イズミ

代表者
多田 潔

商品名
物流システム支援機器

早野 誠治 粉末床溶融結合装置RaFaEl
近藤 淳

PIPIT-VISIONシリーズの拡販

青木 久治 金属塑性加工用離型潤滑剤とその関連商品
泉 正人

消えないまちだ君

6 石徳螺子株式会社

石川 隆一 イオニス・コート

7 入江工研株式会社

入江 則裕 低発塵真空ゲートバルブ

8 株式会社エイアンドピープル
9 エイブル株式会社
10 株式会社エージーリミテッド
株式会社エコライフ・インターナショ

11 ナル

株式会社エヌエスケーエコーマー
ク
株式会社エル・スリー・ソリュー
13
ション
12

浅井 満知子 働く女性の時短化粧品MACHIKO
石川 陽一 幹細胞小型培養装置シリーズ
飯野 健一 芝生のスマホケースブランド「シバフル」
松田 譲

低コストの追尾式大陽光発電システム

西牧 寛次 のびのびマーク（熱転写マーク）
樋口 恵一 貨物積み降ろし受付予約システム

14 株式会社オプトゲート

田中 雅之

15 かっこ株式会社

岩井 裕之 不正検知サービス

16 株式会社楽堂
17 株式会社キティー
18 株式会社銀座・トマト
19 株式会社ケイズデザインラボ
20 株式会社コズレ
21 株式会社小松製作所

光コネクタ断線検出器

高橋 こずえ ＴＥＳＴＥＲＡサービス
朝木 宏之 クリスパタス菌KT-11
近藤 千惠子 バラプラセンタ抽出技術を用いた機能性素材
原 雄司

切削加工機3DMILL K-650

松本 大希 子育て情報サイトcozre広告プラン
小松 大一郎 次世代型自動気象水文観測システム

22 サイエスト株式会社

塚﨑 義直 シニア人材を活用した海外事業支援サービス

23 株式会社サンワ

美澤 暁彦 非常用階段避難車キャリダン

24

シー・エイチ・シー・システム株
式会社

25 株式会社シー・エル・エー
26 株式会社シーアプランニング
27 株式会社シェア

渋谷 俊徳 ＣＯ₂コントローラー及びＣＯ₂モニター
高森 修

コンクリートキーパー及びｎｅｏ

鵜飼 美知恵 スケルトン賃貸一棟プロデュース
金子 昭一 ソーシャルメディア・ネイティブ広告
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28

システム・インスツルメンツ株式
会社

29 株式会社新日本電波吸収体
30 ステラキューブ株式会社
31 有限会社創造デザイン

菅澤 清孝 リハトレーナー
荻野 哲

NFC/WPC近接金属対応シート

中村 長門 有害物質溶出防止剤（凝集固化材）
李 寛寧

フルHDによる海外工場遠隔支援と技能伝承

32 株式会社創朋

樫原 富雄 HDDの再利用・廃棄処理装置

33 株式会社谷沢製作所

谷澤 和彦 回転式の防災用ヘルメット「Ｃｒｕｂｏ」

34 株式会社チャレンジ
35 株式会社茶禅
36 株式会社デジタル・コア
37 株式会社ドゥーシェーン
38 トーメイダイヤ株式会社
39

トック・エンジニアリング株式会
社

佐々木 直子 地震計内蔵型緊急地震速報装置ＥＱガードⅡ
竹田 理絵 家庭訪問型の茶道体験及び茶道具の販売
井上 仁

ONIS³シリーズ

近藤 美智子 保存性・安全性の高い新型コラーゲンパック
石塚 宏彰 超高圧焼結体工具
隅井 努

連続包装対応金属検知機NIP-CP型

40 株式会社東京商工社

草野 隆司 ポータブル手動お茶ミル「Sururu」

41 ナイガイ株式会社

古林 勝美 汎用自動梱包機ＢＡＭ801

42 ニシハラ理工株式会社

西原 敬一 安価で軽量化出来るアルミ材の鍍金市場拡大

43 日本ウイントン株式会社

大廻 和彦 住宅換気ダクト調査・清掃サービス

44 日本エムテクス株式会社

三浦 征也 卵殻をリユースした「エッグタイル」

45 株式会社日本テレソフト

金子 秀明 点字プリンターＤＯＧマルチスーパー

46 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)

47 株式会社ネジの高山

高山 伸和 先端分野の開拓を目指すレアメタル加工部品

48 株式会社野上技研

野上 良太 精密打抜き金型及び治具

49 白山工業株式会社

吉田 稔

計測地震防災システムと超高層建物防災訓練

50 株式会社ファンプラス

西山 治男 スマタブガイド

51 株式会社フィルテック

古村 雄二 ヒートビームシリンダー

52 株式会社フナボリ

宇田川 政則 移動式インバーター送風機シリーズ

53 福永紙工株式会社

山田 明良 紙の構造を追及した独自製品5ブランド

54 株式会社ボウンディア

近藤 裕之 知育リハビリ玩具つのつのサイコロ テトラ

55 株式会社ポップインサイト

池田 朋弘 ユーザテストEXPRESS
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56 株式会社マークス

高城 和彦 ＴＯＧＡＫＵＲＥ（トガクレ）

57 マグネクス株式会社

樫本 明宜 ＳＯＦＣ/ＳＯＥＣスタック及び集電材

58 株式会社メトロール

松橋 卓司 精密着座確認用エアマイクロセンサ

59 ユーキャン株式会社

安藤 磐

60 株式会社ラヤマパック

羅山 能弘

61 リックソフト株式会社

大貫 浩

UVランプを搭載した超音波加湿器
卓上真空成形機V.former
WBSガントチャート統合パッケージソフト

62 株式会社レスカ

岩澤 光洋 超薄膜スクラッチ試験機

63 レンジャーシステムズ株式会社

相原 淳嗣 MVNO構築支援・わくわくモビリティ

64 株式会社COAROO

池 成姫

65 株式会社ＥＳＳＰＲＩＤＥ
66 ＫＫテクノロジーズ株式会社
67 株式会社LOCUS

69 株式会社ＭＩＣＣ

西川 世一 ニッポンの底力「社長チップス」
加賀谷 史央 長寿命ＬＥＤ電球
瀧 良太

68 株式会社ＭＩ

コアルーバックおよびコアルーベルト

FastVideo

石橋 真吾 3Ｇ/ＬＴＥ対応マイクロサーバー
ＴＥＣ

70 株式会社OSM International

渋谷 愛

グラフェライト（グラフェン）

大澤 能弘 プロスポーツ団体マーク入りの非レプリカ品

