H23年度中小企業新事業活動促進法の承認企業一覧

番号 承認日

企業名

代表者名

所在地

690 H23.4.21 ㈲くじ
久慈 亮平 中郡二宮町緑が丘3-25-6
691 H23.4.21 ㈱ＩＭＡＧＩＮＥ
平井 輝幸 藤沢市鵠沼海岸5-3-25
692 H23.4.25 ㈱片山
片山 雄介 川崎市幸区古市場1-34
693 H23.4.28 ㈲Be企画
石井 光枝 大和市下鶴間92
694 H23.5.18 エイシン産業㈱
計良 英二 保土ヶ谷区天王町2-39-3
695 H23.5.18 ㈱エム・プラス
嶋田 誠 鎌倉市大船6-11-22
696 H23.6.23 リ・バース㈱
生田 篤識 川崎市川崎区旭町8-19
697 H23.6.23 ㈱エンゼルホーム
橋本 良樹 横浜市旭区二俣川2丁目13-3
698 H23.7.6 ㈱ジャビス
松本 正彦 横浜市港北区新吉田町4465
699 H23.7.11 情報印刷㈱
山下 利治 川崎市高津区宇奈根字山野
718-15
700 H23.7.6 ㈱サウンドママ
西田 道雄 相模原市中央区共和2-17-5
701 H23.7.26 田中サッシュ工業㈱ 東田 誠之 横浜市金沢区鳥浜11-7
702 H23.8.11 ㈲ライズ
根岸 伸佳 横浜市港南区芹が谷5-48-13
703 H23.8.17 南開工業㈱
中村 仁 南足柄市壗下350
704 H23.8.11 ㈱ツガネマシーン
津金 幸男 大和市上草柳9-19-17
㈱マネージメント・ソフト
705 H23.8.23 ウェア・トレーディング 菅原 聡 横浜市中区日ノ出町1-76-1202
706 H23.8.24 富島運輸㈱
八木 庄三郎 横浜市金沢区幸浦1-2-20
707 H23.9.5 こづか㈱
小塚 敏文 横浜市都筑区川和町247
708 H23.9.5 ㈱スタックス
星野 妃世子 川崎市中原区下沼部1750
709 H23.9.5 ㈱モラルデザイン
濤川 琢三 横浜市都筑区中川中央2-513
710 H23.9.5 ㈱神奈川電気計装
前田 晃充 座間市栗原中央3-1-35-206
711 H23.9.5 ㈱タナカフーズ
田中 勝夫 大和市上草柳8-29-12
712 H23.9.5 横浜抵抗器㈱
遠藤 忠雄 藤沢市遠藤2021-11
713 H23.9.5 協伸サンテック㈱
吉田 法美 横浜市瀬谷区宮沢1-66-10
714 H23.9.5 ㈱工研
比留川 幸雄 座間市小松原2-20-20
715 H23.9.20 ㈱メディウェル
平野 万里 藤沢市鵠沼海岸1-2-2
716 H23.9.20 ㈱共栄製作所
飯尾 聡介 秦野市曽屋字曽屋原114
717 H23.9.20 インターナショナルホーム
蓬田 好市 横浜市中区住吉町2-27
㈱
718 H23.9.26 伸和コントロールズ㈱ 幸島 宏邦 川崎市麻生区五力田2-8-4
719 H23.9.28 ㈲シズメテック
鎭目武治 相模原市中央区横山5-1-6
720 H23.9.28 横浜エコハウス㈱
飯島 雅人 横浜市戸塚区名瀬町779-113
㈱マーケティングインフォ
721 H23.9.28 メーションコミュニティ 増田 信夫 横浜市都筑区仲町台1-27-20
722 H23.10.13 ㈱鈴木油脂
鈴木 靖夫 伊勢原市石田798
723 H23.10.13 ＳＣＩＶＡＸ㈱
田中 覚 川崎市高津区坂戸3-2-1
724 H23.10.13 ia corporation㈱
725 H23.10.18 ㈱アイディール

朝比奈 巌 横浜市泉区上飯田3609-1
河内山 博 横浜市中区山下町24-8

承認
テーマ
発酵日本茶の生産販売（小麦に食味が合うお
茶の開発）
セルフケアの視点に基づくメンタルヘルス総合
サービス
発酵・醸造健康食品の企画販売と製造販売一
貫事業の推進
ハウスメーカーとユーザーを繋ぐ住生活コンサ
ルティングの事業化
マッサージ機能を有するベンチ、椅子の設置・
運営
タクシー・バス会社向け、安価で高性能なドライ
ブレコーダーの開発・販売及び安全研修の提供
スマートフォン、タブレットＰＣ用記録媒体破壊装
置の開発
子育て世帯専用住宅の開発
整備工場特化型の自動車・二輪車トータルマネ
ジメントシステムの事業化
インラインフォイラー印刷機を利用したパッケー
ジ業界への進出
世界中のエンジニアによる音楽編集サービスの
事業化
工場製品化率を大幅に向上させた電磁シール
ドルームの開発および設計・施工の実施
高齢者向け美容室事業
蓄電池の電極材に使用する高機能活性炭の開
発と実用化
一人あたりの生産性の最大化を図る生産体制
の確立
閉鎖循環型ハイブリット養殖用システム及び新
自動電力供給システムの開発及び商品化
スチ－ルパネル自動製造ライン設備開発と設置
処理困難な再生可能商材の回収および販売
大型板金部品の生産体制及び制御装置組立の
業務体制の確立
モバイル端末による現場管理システムを活用し
た注文建築の品質向上
部材のプレ加工導入による現場作業の高効率
化
社員食堂、催事販売等への新事業展開
屈曲性に優れた導電体の抵抗インクの開発、及
び屈曲性のある抵抗回路基板の商品化
動線シンプル化による生産の効率化と大型重
量品生産への対応
高効率生産ラインの設置とコーティングシステ
ム・バーコードシステムの導入による納期短縮、
収益アップ等の構築
テナント事業活動支援型高付加価値不動産賃
貸管理業務の提供
「軸受け用ころ」の一貫生産ラインの構築による
付加価値向上
高級輸入住宅で培ったナレッジとノウハウを生
かしたミドルクラス向けの輸入住宅の商品開発
及び商品化
新プロセス向け装置の生産に伴う新工場建設
過酷な環境下で使用できる「高耐久性オイルダ
ンパ」の開発
ペット専用共有スペース付き建売事業
オーナー型レンタカーシステムの事業化
自社ブランドとOEMによる新商品製造販売
超微細加工技術を応用した3次元細胞培養プ
レートの多品種製品の開発及び量産計画と3次
元細胞培養技術を用いた受託研究サービスの
提供
廃食油のバイオ燃料化による地域リサイクルシ
ステムの推進
パターン検査・計測ソフトウェア商品の開発及び
商品化

726 H23.11.2 ㈱ＥＮ
小石原 靖 横浜市港北区新横浜3-22-5 環境対応素材を使用したフットサルウェアの開
発とリサイクルシステムの導入
薄型高透明熱線反射遮熱フィルムの開発・商品
727 H23.11.9 ㈱総商
青木 保男 川崎市高津区野川3895
化
究極のリラクゼーション商品 振動音楽音響シ
728 H23.11.18 風音色㈱
山内 都 横浜市西区戸部町7-245フェ
リース横濱201
ステムの普及
729 H23.11.21 BUREAU-TK
多武 和宏 川崎市宮前区菅生4-5-5-305 パソコン教室とエコロジー教室を組み合わせた
新事業の展開
730 H23.12.6 ㈱東海リネンサプライ 鈴木 善紀 横浜市都筑区早渕3-21-25 タオル事業への選択・集中及び効率性を高める
ための新たな生産ラインの構築
731 H23.12.6 ㈱アポロ住建
首藤 輝男 横浜市旭区中希望が丘94 「安全」と「人への優しさ」を標準提供する建売住
宅の企画・販売
732 H23.12.9 ㈲アイシーエヌ
山岸 充 横浜市戸塚区名瀬町161-21 新葬儀業の事業化
733 H23.12.14 ㈲アライブファクトリー 田中 誠一郎 相模原市緑区西橋本4-10-3 ネットワーク構築による会員制の夜間点検サー
ビス付きの中古車販売事業
734 H23.12.14 エイシン電機㈱
計良 英二 横浜市保土ヶ谷区天王町2母乳解凍器、温乳器の生産・販売
39-3
735 H23.12.14 ㈱Breezee
鈴木 英樹 藤沢市湘南台2-18-1
ソーラーパネル、蓄電池システムの開発と販売
事前の調査に基づく改善提案及び安価な大道
736 2011.12.26 アタカプランニング㈱ 古河 正己 小田原市板橋625
具工法を組み合わせた低廉な改装費で最大の
効果を得る店舗改装方法の開発･販売
737 H24.1.11 ㈱横浜トータルプランニング 村岡 良一 横浜市西区戸部町4-153-2 法地・崖地に特化したこれまでにない小規模宅
地造成の事業化
738 H24.2.6 協立金属工業㈱
松村 洋一 横浜市金沢区福浦2-8-23 極細伸線加工能力の向上による市場の開拓・
拡充
天然温泉、智光薬湯、介護治療による湯地場ブ
739 H24.2.6 ㈱エンゼル産業
玉木 仁 横浜市港北区大曽根2-2-10
エンゼル201
ランドの確立
消イオン容量型避雷針の日本国内向け商品改
740 H24.2.8 ㈱落雷抑制システムズ 松本 敏男 横浜市中区山下町24-8ＳＯＨ
Ｏステーション703
良と積極販売
短工期で軽量な太陽光パネル設置用アジャス
741 H24.2.6 ㈲片山技研
片山 秋五 大和市深見西2-3-26
タブル基礎の開発及び販売
742 H24.2.8 ㈱日本アムテック
若原 正明 横浜市西区戸部本町22-2 モバイル＆クラウド環境におけるフロントエンド
製品「スマート・ゲート」の開発販売
川崎市高津区坂戸3-2-1
ＫＳ
クラゲ天然高分子材料を用いた細胞培養用基
743 H24.2.17 ㈱海月研究所
木平 孝治 Ｐ東501
材・化粧品の商品開発・および商品化
重度身体障がい者および介護者のための宿泊
744 H24.2.17 ㈲福松
古根村 正広 厚木市七沢1751
サービス開発
745 H24.2.21 ライフライン㈱
岡田 正信 横浜市中区千代崎町4-91 天然素材100%内装仕上塗材「エコ・ゼオライト」
の製品化
746 H24.2.21 ティグロン㈱
沖野 賢太郎 大和市西鶴間3-1-13-704 マグネシウムシールドケーブルの改良開発及び
ターゲット市場の拡大
親が安心して子供を預けられる新業態テニスス
747 H24.3.12 ㈲スーパーキー
榎 保幸 川崎市多摩区登戸2735
クールの開設
748 H24.3.12 アクアサイエンス㈱
砂金 養一 横浜市緑区白山1-18-2
ＰＣボード用洗浄機の開発及び商品化
空容器再生資源化機械装置のワンライン化に
749 H24.3.12 ㈱KOHWA
岸備
愛川町角田4612-1
よる生産性向上
LED-UV印刷システムを導入し、Ａ全版オフセッ
750 H24.3.13 ㈱ホクシン
内田 志登司 川崎市中原区木月住吉町223
ト多色印刷の社内一貫生産を確立する
無添加味噌を核とした地域コミュニティー型直販
751 H24.3.13 ㈲加美屋
新藤 洋一 厚木市恩名1-16-64
店舗設置による経営革新
通所介護事業所のネットワーク型フランチャイ
752 H24.3.13 ㈱ベストライフジャパン 松本 徳行 大和市上草柳1-5-10
ズ展開と従業員独立制度の構築
753 H24.3.15 マニュアルネット㈱
小野崎 康己 横浜市港北区新横浜3-2-6 検索技術の応用とWebマーケティング技術の融
合による、「物々交換サイト」の開発及び一般提
ＣＡＤ/ＣＡＭ技術を利用したインプラント上部構
754 H24.3.21 ㈱コアデンタルラボ横浜 陸 誠
横浜市港南区大久保1-5-26 造体製作受注形式のオープン化
755 H24.3.27 日本軸受加工㈱
伊藤 正憲 横浜市港北区新羽町964-22 医療用ベアリング開発による新規事業
「食育」を中心としたライフサポート型保育園の
756 H24.3.28 葉隠勇進㈱
大隈 太嘉志 川崎市中原区小杉町3-15-15 運営・事業化
757 H24.3.29 ㈲高城商店
高城 正仁 相模原市緑区青野原2924 津久井地区農家との連携による津久井産菊芋
ビジネスの事業化
758 H24.3.29 ㈱コンサラート
岩岡 博徳 横浜市戸塚区深谷町893-7 中小・ベンチャー企業向けビジネススクール「横
浜ベンチャーカレッジ(仮)」の開設
横浜市都筑区中川1-13-1サン
学童への大震災対応を導入し、安心・安全を高
759 H24.3.30 フォーフェアリー㈱
横沢 正和 モール1階
め他店舗化を行う

