
平成２７年度 ちば中小企業元気づくり基金事業交付決定状況 
平成２８年１月２８日 

 
１ ちば中小企業元気づくり助成事業 

 ①新商品・新技術・特産品等開発助成 

企業名 所 在 地 概   要 

URO 電子工業㈱  船橋市 次世代放送ｻｰﾋﾞｽの普及に向けた放送受信用共聴機器の高性能化 

㈱ｽﾀｼﾞｵｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ 茂原市 ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾘｰﾙをより軽くするためのｶｰﾎﾞﾝ型ｽﾌﾟｰﾙの開発 

茂野製麺㈱ 鎌ヶ谷市 低温熟成法による手折り二八そばと韃靼そばの実ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞの新規開発 

精技金型㈱ 白井市 振動ｴﾈﾙｷﾞを活用した GPS ﾊﾟﾚｯﾄ用発電機の研究開発 

ﾕﾆﾄﾚﾝﾄﾞ㈱ 柏市 新型ﾊﾟｲﾌﾟ継手を活用した簡易式多機能大型ﾃﾝﾄ･間仕切りの開発及び商品化 

ｱｲｽﾏｯﾌﾟ㈲ 八街市 視覚障害者生活支援の為の小型版腕時計の開発 

ﾎﾞｰﾄﾝ(同)  柏市 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｽﾗﾘｰの再生技術 

 
 ②成長分野研究開発助成 

企業名 所 在 地 概   要 

㈱藤井製作所 柏市 高剛性･高強度ｶｰﾎﾞﾝ繊維で補強された樹脂製ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ鉗子の開発 

㈱ｱﾐﾝﾌｧｰﾏ研究所 千葉市 ｱｸﾛﾚｲﾝ毒性機序解明とｱｸﾛﾚｲﾝ解毒剤の脳機能改善薬としての開発 

㈱町田製作所 我孫子市 滅菌眼内内視鏡を商品化するための包装試作および滅菌試験 

㈱新領域技術研究所 柏市 MEG および MRI 用 HCS の低発熱極低温電動ﾊﾞﾙﾌﾞの開発 

京新工業㈱ 習志野市 腹腔鏡手術時の疲労軽減を目的とした｢ｻｰｼﾞｶﾙﾆｰﾚｽﾄ｣の開発 

 
 
 



 ③ビジネスモデル構築・事業化助成 

企業名 所 在 地 概   要 

㈱ﾒｲﾌﾟﾙﾊﾞｲｵﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 柏市 地域特産農産物を有効利用したﾍﾟｯﾄ用ﾛｰﾌｰﾄﾞ開発 

ｼﾞｰﾚｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 市原市 無料電子書籍による広告・販売ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの構築 

 ④市場開拓助成 

企業名 所 在 地 概   要 

ｿｰｲﾝｸﾞｱｻﾋ㈱ 旭市 ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ産業展 2015 

京葉興業㈱ 市川市 事前防災・減災対策推進展、管工機材・設備総合展、国際農業資材 EXPO 展 

朱雀ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ㈱ 千葉市 RADIEX2015 

ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ㈱ 柏市 ｽﾎﾟﾙﾃｯｸ 2015 

丸山金属工業㈱ 船橋市 第 3回ﾌｧｯｼｮﾝﾜｰﾙﾄ東京秋 

三井電機精機㈱ 野田市 国際ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合展 

ﾒｯｸ㈱ 市川市 ｺﾝﾊﾞｰﾃｨﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合展 2016 及びひがしんﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ 2015 

㈱ｱｰﾃｨｴﾝｽ･ﾗﾎﾞ 茂原市 第 51 回ﾌﾟﾚﾐｱﾑｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞｼｮｰ春 2015、第 79 回東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｷﾞﾌﾄ･ｼｮｰ春 2016 

㈱飯塚海苔店 船橋市 第 11 回こだわり食品ﾌｪｱ 2016 

㈱ｶﾀﾘﾒﾃﾞｨｯｸ 船橋市 整形外科学会 等 

㈱日本ｸﾛｽ圧延 茂原市 高機能金属展 

㈱日本ﾒﾃﾞｨｯｸｽ 松戸市 HOSPEX JAPAN2015 

鍋店㈱ 成田市 【海外】Japanese Food & Restaurant Expo 

ﾊｾｶﾞﾜ㈱ 八千代市 【海外】ANUGA2015 

㈲協和ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 松戸市 【海外】第 19 回中国国際口腔機械・材料展示会 



 

 
 
 
 

㈱ﾃﾞｨｰﾌﾞﾚｽ 市川市 【海外】ﾊｲﾑﾃｷｽﾀｲﾙ 2016 

㈱ﾔﾏﾅｶｺﾞｰｷﾞﾝ 佐倉市 【海外】Metal Form China2015 

柏商工会議所 柏市 【共同出展】医工連携本郷展示会 

㈱ﾊｲｵｽ 松戸市 ものづくりﾜｰﾙﾄﾞ 2016、機械要素技術展示会 

ｲﾝﾃﾘｱいとう㈲ 千葉市 建築再生展 

㈱A-CLIP 研究所 千葉市 第 60 回日本ﾘｳﾏﾁ学会総会・学術集会 

ｽﾍﾟｸﾄﾗ･ｸｴｽﾄ･ﾗﾎﾞ㈱ 千葉市 OPIE'16 

㈱ｱｲ･ﾒﾃﾞｨｯｸｽ 千葉市 Medtec Japan 2016 

ｱﾙｹｱ㈱ 千葉市 【海外】The 9th Biennial congress of the asian society of stoma rehabilitation 

 ⑤高度研究開発助成 

企業名 所 在 地 概   要 

㈱ｵﾌﾟﾃｨ 香取市 信号本数および信号種類が任意に変更可能な高機能光電気複合ｺﾈｸﾀの開発 

野田食菌工業㈱ 野田市 
椎茸菌糸体培養地抽出物(LEM)の免疫調節作用を用いた免疫活性化による抗腫瘍活性及びｱﾚﾙｷﾞｰ性症状の

改善並びに心原性脳塞栓症に対する効果確認試験 

ｱｼｻﾞﾜ･ﾌｧｲﾝﾃｯｸ㈱ 習志野市 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池の高機能化に貢献する最適な微細化技術の研究 

㈱ｹﾞﾉﾑ創薬研究所 柏市 ｶｲｺ遅発筋収縮法を活用した自然免疫活性化効果の期待される成分の抽出及び抽出成分の生産方法の確立 

㈱北辰 柏市 魚介類由来ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ分解菌を活用した消臭酵素の開発 

㈱ﾔﾏﾅｶｺﾞｰｷﾞﾝ 佐倉市 超音波映像を活用した金型性状評価技術の開発 



２ 地域プロデュース支援事業 

 ①地域プロデュース事業助成 

企業名 所 在 地 概   要 

八街商工会議所 八街市 ジンジャーエールやちまたボトリング事業 

 ②地域活性化事業助成 

企業名 所 在 地 概   要 

NPO 法人まちおこし佐原の大祭振興協会 香取市 江戸優り佐原の大祭ＰＲ事業 

㈱季楽里あさひ 旭市 あさひ食の祭典事業 －食と健康・医食農同源を求めて－ 

㈱土谷不動産 市川市 いちフェス 

松戸駅周辺商業協同組合 松戸市 松戸クリスマス音楽祭〈戸定邸庭園 国名勝指定記念〉 

成田空港通り活性化協議会 成田市 成田遺産を探せ！ぐるなり写真コンテスト＆スタンプラリー 

習志野商工会議所 習志野市 津田沼ミラクル 2015 

海光物産㈱ 船橋市 
全国のスズキさん、船橋に集まれ‼～船橋スズキ、千葉県地域資源認定記念～ 

全国のスズキさんをスズキ水揚げ日本一の船橋に呼んで 

フィールズ㈲ 茂原市 第１回房総半島横断トレイルレース 

㈱Ｒ．project 鋸南町 野島崎灯台リレーマラソン 

富洋観光開発㈱ 富津市 地域資源である素材・団体と連携した地域活性化イベントの開催 

 

３ 産業人材づくり支援事業  

企業名 所 在 地 概   要 

市原商工会議所 市原市 「市原市で大切にしたい会社」になるための経営革新講座 

八街商工会議所 八街市 「地方創生」時代にローカル企業が元気になるヒントを学ぶ 

(公社)千葉県情報サービス産業協会 千葉市 ＩＴ企業の技術レベル向上のための研修事業 

習志野商工会議所 習志野市 きらっと習志野「ハッピー福祉塾」 



 
５ 新事業展開集中サポート事業 

企業名 所 在 地 概   要 

三井温熱㈱ 富里市 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ体制の強化に関する診断･助言 他 

富士化学工業㈱ 八千代市 中長期事業計画の各部門での実施における助言･指導 他 

㈱ﾅﾙﾋﾞｰ 市川市 製造原価ｼｽﾃﾑの運用の方法についての助言、指導 他 

㈱シルバーとっぷ 千葉市 中期経営計画の実施状況の把握と見直しに関する診断･助言 他 

㈲協和ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 松戸市 技工支援ｼｽﾃﾑ(生産計画･生産進捗･作業履歴の DB 化)の活用調整と拡張に関する診断助言 他 

㈱陸王運輸 浦安市 幹部社員育成等経営管理体制の強化に関する診断･指導 他 

日本ﾙｰﾌ建材㈱ 匝瑳市 従業員評価制度についての助言 他 

京葉興業㈱ 市川市 評価制度と連動した人事給与体系の構築に関する助言･指導 他 

㈱ｵﾗﾝﾀﾞ家 千葉市 利益の出る会社に変わるための社員の意識改善､組織作りの助言･指導と店舗ﾚｲｱｳﾄの改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 他 

 

４ ちば創業応援助成金 

企業名 所 在 地 概   要 

子育て科学ｱｸｼｽ(成田 奈緒子) 流山市 子育て科学アクシス出張ワークショップ「脳を育てる音楽とリズム」 

西原 優博 四街道市 千葉県内の事業所内保育所の開設コンサルティング 

ｸﾞﾗｯﾄﾝ･ｱｿｼｴｲﾂ株式会社 柏市 協働型複合機能ロジスティックスサービスの市場調査及び構築 

株式会社ﾊﾚﾋﾞﾉ 流山市 地域密着型ファーマーズカフェの展開 

ﾄﾗﾝｽ･ﾌﾞﾘｯｼﾞｽﾞ(宋 憶萍) 習志野市 観光業企業等の海外向け多言語ホームページ等広報資料の制作・翻訳事業 

株式会社ｺﾈｸｼｮﾝｽﾞﾗﾎﾞ 千葉市 口腔筋機能療法用ソリューションサービスの提供 

IR ｼｽﾃﾑ株式会社 成田市 
ラジコンヘリコプター搭載赤外線サーモグラフィックカメラを用いた高精度外壁診断、雨漏り・漏水の診

断事業および太陽光発電システム不具合箇所診断 

株式会社 e‐Jeen 我孫子市 学習補助アプリの企画・制作 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽｺｰﾄﾞ株式会社 流山市 体感音響内臓マットレスの企画開発 

渡辺 智子 千葉市 地域の育児ママが笑顔で過ごせるサロンの運営とイベントの企画・提供事業 

ﾛｺｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ(渡部 里美) 柏市 オリジナル衣装を活用した撮影変身館の実施 

株式会社 CHUJO 市原市 花祭壇に特化した事業の展開 


