平成29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

代表者

商品名

1 株式会社アースアンドウォーター

山中 正美

節水装置レンタルシステム

2

木村 雅俊

和風機：今までの概念を覆した新しい扇風機

3 アールシーソリューション株式会社

栗山 章

緊急地震速報「ゆれくるコール」

4

株式会社アイオイ・システム

多田 潔

ＤＰＳ機器ＭＷＵシリーズとスマートカード

5

株式会社アイ・エム・ユー

岡田 たけ志 加齢による体型変化に合うファッション提案

6

アットマーク・インタラクティブ
株式会社

茂呂 裕

デジタル回路学習キットＣｕｂｅ-Ｄ

7

アドバンスソフト株式会社

松原 聖

アドバンス/フロントフロー/レッド

8

株式会社アルカディア・イーエッ
クス

佐藤 正

Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｐｌｕｓ

9

石徳螺子株式会社

石川 隆一

イオニス・コート

10 株式会社井戸屋

綾 久

災害用水洗トイレシステム

11 入江工研株式会社

入江 則裕

低発塵真空ゲートバルブ

12 株式会社エイムス

櫻田 修

ガス漏れ計測器校正器

13 株式会社エイ・アイ・エス

大浦 博

トランスオペレータでＥＲＰシステムの構築

14 エイブル株式会社

石川 周太郎 小型スクリーニング培養装置

15 株式会社エス・アイ・シー

鈴木 英雄

ファイバーレーザ加工用倣いセンサ制御装置

西牧 寛次

のびのびマーク（熱転写マーク）

17 エバグリーンシステムズ株式会社

小野 博

イージードアシステム（玄関用自動ドア）

18 エレクトロ・システム株式会社

佐藤 一生

新開発高機能プリント基板電子ＣＡＤ

19 株式会社オプトゲート

田中 雅之

光コネクタ断線検出器

20 株式会社オリィ研究所

吉藤 健太朗 分身ロボットOriHime

16

21

アース和ーズ株式会社

株式会社エヌエスケーエコーマー
ク

株式会社オンチップ・バイオテク
ノロジーズ

小林 雅之

細胞解析・分離装置と細胞分注装置の拡販

22 株式会社ＫＡＷＡＧＵＣＨＩ

河口 慶二郎 Cohana

23 株式会社清原光学

前野 隆一

微小重力タンパク質結晶生成観察装置

24 共同紙工株式会社

時田 義明

ＬＰＷＡ通信による農家支援システム

江口 哲也

ヘッドマウント型視野計アイモ

藤倉 和実

ユニバーサルデザインのトートバック

25

株式会社クリュートメディカルシ
ステムズ

26 株式会社クロンティップ
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27 株式会社コスモテック

高見澤 友伸 肌に貼って直接書けるメモシール

28 ＫＯＴＯＲＩ楽器

川西 江里子 リコーダーの音量調整器具の製造・販売

29 株式会社今野製作所

今野 浩好

重量物運搬ローラー・スマートドーリー

太田 直人

プラスチックパッケージ用開封器

美澤 暁彦

非常用階段避難車キャリダン

渋谷 俊徳

CO₂ コントローラー及びCO₂モニター

菅澤 清孝

「まゆっこ」データロガー

30

日本サイエンティフィック株式会
社

31 株式会社サンワ
シー・エイチ・シー・システム株
式会社
システム・インスツルメンツ株式
33
会社
32

34 株式会社ｓｈｕｎｙａ

肥沼 慎太郎 自社ブランドの国内外への商品展開

35 株式会社食品企画

宇野 公喜

36 スマイルリンク株式会社

大林 万利子 高精度な本格3Dプリンタ Nt100

37 株式会社清和光学製作所

岡崎 伊佐央 パワー半導体両面投影ステッパーシステム

38 第一医科株式会社

林 正晃

耳鼻咽喉科用顕微鏡EFM08

39 株式会社大和テクノシステムズ

渡邊 正範

アパーチャープレート・フィラメント

40 株式会社タカヤマ

高山 伸和

先端分野の開拓を目指すレアメタル加工部品

41 株式会社田中電気研究所

田中 敏文

白濁した排ガス用光散乱式ダスト濃度計

皆川 一

災害用空気亜鉛電池エイターナス・システム

43 株式会社デジタリーフ

寺島 健一

自動検知型監視カメラシステム

44 鉄道車輛工業株式会社

滝川 聡

小型VOC処理装置とそのシリーズ

45 トーテク株式会社

池島 敏二

バルスターエース

46 株式会社ナビック

那須 直人

ユーティリティーマーク

47 ニチレイマグネット株式会社

前橋 清

磁石の付く壁を使った新しいタイフスタイル

48 日本蓄電器工業株式会社

名取 敏雄

キャパシタと燃料電池の複合型UPS

49 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」

50 日本エムテクス株式会社

三浦 征也

エッグタイルとタイルで作ったバスマット

51 日本光研工業株式会社

松田 信夫

化粧品用パール顔料及び体質紛体

52 ニューロネット株式会社

前川 博文

「ＷＥＢ接客」もしもしインタラクティブ

53 株式会社ネットシーズ

西田 省人

多言語によるアドテク型チャットシステム

42

株式会社ダブルエー・ホールディ
ングス

八丈明日葉深妙健康カレー
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54 有限会社ハイランド

池田 篤志

55 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

56 株式会社プラスティックス

大澤 重弘

ＳＷＩＮＧＢＩＮ（ごみ箱）

小野崎 徹

自社ブランドKMRII製品の販路開拓

58 株式会社ＭＵＪＩＮ

滝野 一征

MUJINコントローラ・ピックワーカー

59 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

60 ユーキャン株式会社

安藤 磐

ＵＶランプを搭載した超音波加湿器

渡邊 聡

新商品のフレーバーチョコレート

62 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

63 株式会社ラヤマパック

羅山 能弘

卓上真空成形機Ｖ.ｆｏｒｍｅｒ

64 リックソフト株式会社

大貫 浩

ＷＢＳガントチャート統合パッケージソフト

65 リベラルソリューション株式会社

下田 穣

小型風力発電ソリッドウインドパワー

66 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

57

61

株式会社ＢＬＡＣＫＳＴＯＮＥ
ＪＡＰＡＮ

ユーロトレーディング・ジャパン
株式会社

身近な都市環境の明るさを測る輝度計測機器

