
令和４年度市場開拓助成事業 支援対象事業一覧

（五十音順　敬称略）

№ 企業名 所在地 商品名

1 株式会社アイエクセス 中央区 InTreS®

2 株式会社アサヒ 足立区 Jキルトフィットカバー

3 株式会社アネビー 渋谷区 エルシ

4 アルカディア・システムズ株式会社 千代田区 DIEMAS

5 株式会社アルメディオ 国立市 アルメディオ製カーボンナノファイバー

6 株式会社ＡｎｃｈｏｒＺ 台東区 DZ Security

7 石川金網株式会社 荒川区 純銅金網の抗菌性を活かした商品群

8 株式会社イソメディカルシステムズ 千代田区 イソKMPプラス

9 株式会社インターグルーブ 渋谷区 AI Virtual Human Model

10 株式会社ウィンテクノ 台東区 術野くん-PRO

11 ＵＲＩＭＡＴ　Ｊａｐａｎ株式会社 港区 無水小便器ストール型（陶器製・床排水）

12 株式会社Ｎ　ｓｋｅｔｃｈ 台東区 nanco

13 加藤貿易株式会社 港区 アクティブシニアの着圧ソックス

14 金鈴精工株式会社 青梅市 精密切削バインダー部品

15 株式会社カルモア 中央区 抗ウイルス抗菌強化型脱臭機WK-800

16 株式会社ＫＡＷＡＳＡＫＩ 中央区 環境問題に取り組んだ大匠パネル事業

17 株式会社川村インターナショナル 新宿区 XMAT

18 株式会社キャリアコンサルティング 千代田 made in Nippon の記念品

19 株式会社京都科学 文京区 医学・看護教育用シミュレータ

20 株式会社クルージス 千代田区 スクラス

21 株式会社ゴーダ水処理技研 中央区 活性汚泥の専門医『水ドクター』

22 株式会社コスモテック 立川市 wemo ウェアラブルメモ

23 株式会社Ｋｏｍｐａｔｈ 文京区 医用画像シミュレーションソフトGRID

24 株式会社ジェスコ 文京区 M式LEDサインボウタレ

25 株式会社ＳＩＸＩＮＣＨ．ジャパン 文京区 SIXINCH/サンタスファーニチャー

26 株式会社シノジャパン 港区 新世代アーキテクチャー@Hyway

27 株式会社情報基盤開発 文京区 テレワーク版ストレスチェック

28 株式会社昭和製作所 大田区 超音波探傷用試験片

29 株式会社シンク 千代田区 防災スポーツ

30 株式会社新晃社 北区 SAWARIGAMI

31 セントラルソフト株式会社 千代田区 防災セーフナビ

32 株式会社創朋 千代田区 記憶媒体物理破壊機ストレージパンチャー

33 ソナス株式会社 文京区 次世代IoT無線「UNISONet」

34 株式会社ダイアン・サービス 品川区 エアークエストグリーン

35 株式会社大同機械 江東区 工事用仮設間仕切り「スライドパネル」

36 ダイニングインターナショナル株式会社 千代田区 バンクサンドイッチブランドのライセンス
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37 株式会社タカヤマ 葛飾区 レアメタル加工部品

38 株式会社タックアンドカンパニー 練馬区 マイクロポリッシュEARTHモデル

39 株式会社知能フレームワーク研究所 大田区 AI学習データ注釈付けシステム開発

40 株式会社東京久栄 千代田 簡易操作型餌料藻類培養システム

41 株式会社東京ファクトリー 文京区 Proceedクラウド

42 東京ブラインド工業株式会社 港区 多摩産材を使用の木製ブラインド

43 株式会社徳 台東区 TOKU Capillaro

44 株式会社Ｔｏｋｅｌ 板橋区 Chaponセルフケアバスソルト

45 ｎａｔ株式会社 港区 Scanat

46 日本アイアール株式会社 新宿区 Tech e-L

47 株式会社日本医療機器開発機構 中央区 AVNeo™ Sizer System

48 株式会社日本生工技研 新宿区 作業分析ソフト「タイムプリズム」

49 株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 中央区 ｼﾘｺｰﾝ裏装義歯 （①ソケット義歯、②リーバ義歯）

50 株式会社ｂａｔｔｏｎ 中央区 ⼈工知能搭載型RPA「batton」

51 パロニム株式会社 港区 Tig

52 株式会社ヒキフネ 墨田区 800℃耐熱ファイバ

53 株式会社ヒューマノーム研究所 中央区 Humanome CatData

54 ファイン株式会社 品川区 檜を使った生分解性樹脂の歯ブラシ

55 フットマーク株式会社 墨田区 RAKUSACK JUNIOR

56 株式会社プラグ 千代田区 パッケージデザインAI

57 株式会社プラスティックス 荒川区 MOHEIM:TROLLEY,STOO

58 ブルーミング中西株式会社 中央区 抗ウイルス・抗菌グッズ　アンチウイルス

59 株式会社プレシジョン 文京区 今日の問診票

60 プレミアモード株式会社 町田市 口腔善玉菌によるオーラルケアサプリメント

61 ベレガ株式会社 港区 CELL CURE 4T PLUS

62 マテックス株式会社 千代田区 LGH35 ギアヘッド シリーズ

63 株式会社モリカワ 豊島区 VOCガス回収装置REARTHシリーズ

64 株式会社ユーキ・トレーディング 台東区 座ウォーカー

65 ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社 中央区 ストレスチェック「Wity（ウィティ）」

66 株式会社ユニック 杉並区 全電動草刈機 　UNiMOWERS

67 株式会社ユニテックス 町田市 光メディア自動マイグレーションシステム

68 株式会社ランダルコーポレーション 足立区 リライフネクスト

69 ランドポート株式会社 千代田区 キャリー・ザ・サン

70 株式会社リード 八王子市 ほっと安心帽


