H24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

760 H24.4.13 スペースリンク㈱

代表者名

阿部 俊雄

承認
テーマ

所在地

藤沢市遠藤4489‑105

761 H24.4.13 ㈱内田製作所

内田 正勝

762 H24.4.23 栄興レントオール㈱

安元 賢一郎 茅ヶ崎市萩園2305

763 H24.4.27 ㈲豊進工業所

岡本好男

相模原市中央区宮下3‑15‑16 再利用可能なマスキング治具の開発

764 H24.4.27 ㈲ゼノン

内川美紀

相模原市緑区寸沢嵐3141‑18 特殊車両誘導事業

765

西澤 康彦

横浜市旭区希望が丘7‑25

766 H24.5.22 ㈲テーディーエス

井上 英喜

藤沢市湘南台2‑7‑5

767 H24.5.21 チャネルオリジナル㈱

家山 英宜

横浜市中区尾上町4‑54

768 H24.5.31 住工房なお㈱

鈴木 直子

鎌倉市長谷5‑5‑14

H24.5.7

㈱芙蓉ﾋﾞﾃﾞｵｴｲｼﾞｪﾝｼｰ

769 H24.5.31 ソフトウェアスイート㈱
770

H24.6.8

ユーエスディ㈱

771

H24.6.8

富士ボトリング㈱

772

H24.6.8

三和精機工業㈱

773

H24.6.8

㈱ティー・エム・シー

774 H24.6.19 ㈱コイワイ
775 H24.6.28 ㈱アイ・ピー・エル
776 H24.6.28 ㈲ル・カンフリエ
777 H24.7.10 原度器㈱

厚木市上依知3021

ＧＰＳ受信機、キャパシタの開発・製造
新たな生産システム導入による製品競争力の
強化
複合機レンタルの導入のしやすさを追求した明
確な料金設定とワンストップ対応

TS伝送の新システム開発
多言語広報コンテンツの開発と販売
森林復活への貢献を目指す持続可能な森林資
源の有効活用による新製品開発
国産木材を使用した伝統技術による新たな商
品の開発

横浜市神奈川区台町13‑20ｶｰ
髙坂 禎亮
「ぬりえぽん」ぬりえによる広告収益事業
ｻﾌﾞﾗﾝｶﾋﾞﾙ803
中小企業向け低価格画像処理検査装置の開発
小島 秀作 相模原市南区大野台4‑1‑77
及び生産、販売
先端技術を利用した生産設備の高効率化の実
山崎 和彦 大井町西大井901
現
回収ペットボトル等で成形するリサイクル割り箸
佐々木敏夫 相模原市緑区名倉1205‑1
の開発・販売
Excel‑VBAフォームをWEB対応にコンバートす
千葉 直樹 横須賀市追浜本町2‑1‑26
るシステムを活用したフォーム変換サービス
大型積層砂型鋳造事業への進出と金属粉末積
小岩井 豊己 小田原市羽根尾244‑6
層工法の研究開発及び製品化
厚木市中町4‑9‑17ﾊﾗﾀﾞｾﾝﾀｰ スマートフォンを利用したライブ映像配信システ
吉川 実
ﾋﾞﾙ
ムの開発・サービス提供
お客様の情報を収集・分析し顧客ニーズを踏ま
楠 忠修
平塚市公所408‑1
えた商品を直接お届けする事前予約型宅配事
業
2色押出し成形技術を利用した繊維製巻尺の新
原 照剛
小田原市酒匂2‑38‑30
ブランド商品の開発及び販売

778 H24.7.10 ＪＭＫトレーディング㈲

ｶﾖ ｼﾞｮｰ ﾑﾈﾋﾛ 厚木市金田641

779

宮原 尚、川崎 弘

横浜市神奈川区沢渡1‑2

日系企業の東南アジア諸国への進出に関する
人材支援事業への取組み

780 H24.7.12 ㈱ファースト

牧野 正勝

大和市下鶴間2791‑5

3Dワークピッキングシステムの開発

781 H24.7.12 ﾒﾃﾞｨﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱

三木 秀隆

川崎市多摩区菅仙谷4‑1‑5

中国の臨床と日本の病理検査とのネットワーク
構築による中国の医療水準の向上

782 H24.7.18 ㈲ときわ屋呉服店

高野 忠夫

横須賀市久里浜4‑6‑9

後期高齢者用ファッション･コミュニティの提供

H24.7.9

㈱日本コンサルティング

783 H24.7.25 ㈱ホロンクリエイト
784 H24.7.27 ㈱高座豚手造りハム
785 H24.7.27 ペパーミント
786 H24.7.27 ｙｈ㈱
787 H24.7.27 相模螺子㈱
788 H24.7.27 ㈱ムサシノ精機
789

H24.8.3

新日本物産㈱

790

H24.8.3

㈱ﾌｭｰﾁｬｰﾄﾞﾘｰﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

791

H24.8.3

㈱たまき

792 H24.8.16 ㈱磯崎絞製作所

中古トラックのハンドルコンバートの内製化

横浜市港北区新横浜3‑18‑20 デザイナーのための組込機器開発における
髙橋 克実
ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新横浜９階
ユーザビリティ検証用キットの商品化
切れ端ハムを活用した瓶詰めのリエット等の開
志澤 勝
綾瀬市吉岡2366‑8
発
高齢者住宅向けに特化した、「ホームキーピン
関根久美子 相模原市南区磯部1360‑3
グサービス」の開発･提供
横浜市港北区新横浜1‑14‑20 太陽光発電の野立て施工用アンカーボルトの
松田 貴道
光正第2ﾋﾞﾙ4F
開発
障害者も楽ラク開閉可能な万能キャップオープ
久保田 浩章 相模原市緑区橋本台2‑3‑6
ナーの開発及び商品化
低コスト・高品質プレス加工を実現する新生産
佐藤 義一 伊勢原市鈴川５
方式の確立
次世代型照明器具による省エネに対するソ
矢嶋 干城 横浜市西区平沼1‑1‑12
リューション・マーケティングの展開
横浜市南区六ッ川3‑76‑3横浜 商品配送と高齢者の見守りを組み合わせたシ
岩佐 猛
ﾊﾟｰｸﾀｳﾝJ棟312号室
ステム構築
顧客との双方向コミュニケーションによるユニ
玉置 晴美 横浜市中区本牧間門37‑3
バーサル防災用品開発
新工場開設に伴う生産体制の一元化とレー
磯崎 直平
伊勢原市大山240
ザー加工機等導入による生産の効率化

793

H24.8.3

日本リフト㈱

鈴木 忠彦

794

H24.8.7

㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｰｷﾃｸﾄ

太田 勉

795

H24.8.7

㈱ブレストインキュベーション

渡部 琢磨

㈲グリテックスインターナショナルリミテッド

森下 恵右

平塚市横内3907

797 H24.8.22 ㈱クロコアートファクトリー

徳田吉泰

相模原市緑区根小屋2539‑1

798 H24.8.22 サンヨーコーティング㈱

小西 建

厚木市飯山2981‑1

799 H24.8.22 ㈱サガミ産業

佐藤 勝久

大磯町東町1‑2‑2

800 H24.9.10 ㈱高田金属塗装工業

高田 重男

大和市深見3824‑2

801 H24.9.10 ㈱ヴィコム

佐々木 佳美 相模原市南区大野台5‑3‑26

802 H24.9.27 寿工業㈱

松尾 嘉一

796 H24.8.16

相模原市緑区西橋本3‑11‑32
横浜市中区翁町1‑4‑5ﾖｺﾊﾏ
NSﾋﾞﾙ2F
横浜市港南区港南台3‑4‑32
渡部ﾋﾞﾙ

相模原市中央区すすきの町
41‑22

機械式に徹した横開き可能なワンボックスカー
用リフトの開発及び商品化
アフターサービスを徹底した住宅販売の事業化
子どもの学力低下を解決する学習サービスの
提供
光源自動追尾ｾﾝｻ･ｺﾝﾄﾛｰﾗｼｽﾃﾑ応用製品の
開発及び商品化
軽量で多用途に対応可能なトレーラーの開発・
販売
金属化合物が沈殿しない塗装システムの開発
による導電塗装の生産性向上
一貫生産方式による生産の効率化と菓子類の
製造販売
大型製品に対応する粉体塗装の新規展開及び
提案型塗装技術の提供
中小企業向け、ワークインストラクション機能搭
載の文書管理システムの開発･販売
極細留置針及び周辺器具の開発

アルミニウムダイカストへの硬質アルマイトにお
ける技術改良及び新分野への展開
小型加速度計「Geo‑Stick」を用いた宅地防災
804 H24.9.27 ㈱地層科学研究所
里 優
大和市上和田1794
関連業務の開始
独自の自然浄化促進剤を新規用途に用いるた
横浜市金沢区福浦1‑1‑1横浜
805 H24.10.1 ㈱シーティーシー
前仲 伸一
めの新技術・新製品の開発及び販路開拓の構
金沢ﾊｲﾃｸｾﾝﾀｰｰ･ﾃｸﾉｺｱ6F
築
中小中堅企業の試作開発（設計・試作加工・組
806 H24.10.5 ㈱小川優機製作所
小川 安一 横浜市保土ヶ谷区坂本町141
立・試験評価等）一気通貫請負事業
超電導磁気分離装置の開発・生産及び販売事
807 H24.10.5 ㈱超電導機構
奥村嘉賀男 海老名市上今泉2114‑2
業
ホログラム光学技術を活用した太陽電池セル・
808 H24.10.1 ホロニクス・インターナショナル㈱ 高橋 邦明 鎌倉市大船2‑21‑11
パネル等発電効率評価装置の開発及び商品化
企業内の技術承継問題を解決するソフトウエア
809 H24.10.5 ㈱エスディー
大宮 茂人 茅ヶ崎市赤松7‑57‑401
システム「FUUJIN‑RAIJIN」の開発及びコンサ
ルティングサービスの展開
個人バイク及び自動車ユーザー向けメッキ加工
810 H24.10.16 マルケイホールディングス㈱ 松井 早苗 横浜市港北区新横浜3‑7‑19
サービス事業
折込枚数マップシステムを活用した受注効率化
811 H24.10.16 ㈱アット折込
泉 悠
横浜市青葉区千草台43‑5
による経営革新
自然に優しい自然素材を利用した高性能壁材と
812 H24.10.30 ㈱盛人舎
平林 桂一郎 横浜市戸塚区汲沢町1382‑8
下塗りが不要な代替シートの開発・販売
全自動オンデマンド光ディスク発行・管理システ
813 H24.11.5 新高和ソフトウェア㈱
中本 鑑明 川崎市高津区坂戸3‑2‑1
ムの開発及び商品化
803 H24.9.27 ㈱アート１（電化皮膜工業㈱） 秋元 政弘

大和市下草柳822‑3

814 H24.11.8 ㈲神奈川技研

神藤 千賀士 鎌倉市関谷1613‑2

815 H24.11.19 ㈱アイエスネットワーク

藤田 大

816 H24.11.15 スカイゲイト㈱

戸花 充

817 H24.11.19 ㈱メガトンハウス

兼原 博之

818 H24.11.19 ㈱ビリオナー

水木 千尋

横須賀市森崎1‑15‑3

819 H24.11.21 エンブロイ㈱

和氣 道江

平塚市平塚1‑22‑13

820 H24.11.21 ㈱THB JAPAN

池田 慶

秦野市今川町8‑1

821 H24.12.3 ㈲岡本光学加工所

岡本 隆幸

822 H24.12.3 ㈱テクノシステム

生田 尚之

823 H24.12.7 ㈱泉八

鈴木 雅治

824 H24.12.6 ㈱静科

掛田 昌惠

825 H24.12.7 ㈱せき製麺

荒井 久幸

相模原市緑区青山828

826 H24.12.11 システム・ワン㈱

澁谷 清隆

川崎市高津区蟹ヶ谷17‑2（事
業所：川崎市川崎区砂子1‑1‑ 普及型 顔認証システム の開発・販売
14JTB川崎ビル3F）

川崎市高津区坂戸3‑2‑1KSP
西4F
横浜市西区みなとみらい2‑2‑
1横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ42階
横浜市都筑区川和台26‑3（事
業所：横浜市保土ヶ谷区新井
町157）

標識補修システムの新製品の開発
保険代理店に対する業界標準業務フローの提
供サービス
エステ事業に付加したフィットネス事業による健
康産業への進出
監視画像ネットワークの相互接続問題を解決す
る「通信変換装置」の商品化
エレベーター組立電子マニュアル作成及び業務
の電子化、訓練施設建設による人材育成
携帯型ウイルスブロッカーの社内一貫生産体制
の構築
無添加のペット用おやつの生産

従来工法を変革する「ハイブリッド製造方式」の
導入
横浜市金沢区福浦1‑1‑1横浜 小型で省スペースなエコ・海水淡水浄水システ
金沢ﾊｲﾃｸｾﾝﾀｰ･ﾃｸﾉｺｱ2F
ム装置の開発及び商品化
新物流センターの建設・冷凍食品調理教室によ
小田原市飯泉736‑1
る経営革新
音楽業界、住宅業界向け防音パネルの開発・
大和市深見西4‑6‑24
販売
横浜市磯子区原町8‑34

２重層構造の乾麺の開発・商品化

827 H24.12.17 ㈱ノーマ

河原 清

厚木市中町4‑10‑4

828 H24.12.20 ㈱野口製作所

野口 裕

綾瀬市深谷南5‑14‑3

829

H25.1.7

㈱猿渡電機製作所

関 一政

横浜市神奈川区大口仲町
165‑1

830

H25.1.7

㈱イスズ

鈴木 和彦

川崎市中原区今井南町418

831

H25.1.7

㈱新倉技研

新倉 均

横須賀市長坂4‑8‑44

832 H24.12.26 ㈱スマートパワーシステム

荻沼 康之

833

木村 久人

H25.1.7

㈱計装エンジニアリング

自社開発システム導入による換地業務効率の
向上、及び当該システムの販売
板金専門工場から塗装・組立を含めた一貫生
産ラインの確立
薄板金属・特殊金属等を採用する小型機構部
品の新たな加工法の導入
太陽光発電装置の新たな設置法と拡販事業に
よる経営革新
断熱性及び防水性を有する蓄熱槽の新たな改
修方式の開発及び製造･販売

相模原市中央区東淵野辺5‑
災害にも強い高付加価値ＨＥＭＳの開発・販売
12‑6
鎌倉市植木396‑5（事業所：横
浜市中区万代町1‑2‑12共立 携帯端末を利用した障がい者支援アプリ開発
関内ﾋﾞﾙ4F）
費用対効果を高める多角的アプローチによる省
横浜市磯子区上中里町819‑3
エネ推進事業
横浜市西区高島二丁目１番 チケット売買の高効率化を実現したオリジナル
18‑1101号
ＰＯＳシステムの開発・導入
横浜市神奈川区三ッ沢中町 お墓・仏事のカウンセリングを通じたOneストップ
18‑2
の仲介ビジネスモデルの開発
横浜市港北区綱島東5‑9‑19ﾄﾞ
高齢者安心生活サポート事業
ﾐﾅｽ綱島1‑A

834 H25.1.23 ㈱太陽住建

河原 勇輝

835 H25.1.17 コスミック流通産業㈱

比留川 勇

836 H25.1.29 ㈲小島石材店

小嶋 博文

837 H25.1.23 ㈱ジェイクス

中村 淳二

838 H25.1.28 スターホーム㈱

星 武司

三浦郡葉山町上山口1431‑1

「老朽化住宅立替え事業」による経営革新

839

H25.2.4

横浜低温流通㈱

伊澤 進

厚木市酒井3002

コールセンター機能を利用した新物流インフラ
の構築

840

H25.2.5

㈱ネオ・ロジス

山田 智信

横浜市港北区新横浜2‑2‑1

新しいＬＥＤランプの事業化

横浜市神奈川区西神奈川1‑
9‑5
相模原市中央区田名字曽根
下3113‑1

外壁劣化検査ソリューションの開発による経営
革新

841 H25.1.29 ㈱ワイ･シーソリューション
842

H25.2.4

梅田 真

エヌ・デイ・ケー加工センター㈱ 竹内 博次

843 H25.2.18 ㈱アースリンク

久米 隆廣

844 H25.2.28 ネットワークプランニングサービス㈱ 砂川 健太

熱処理事業等の海外展開

新型マイクロバブル発生装置の開発・販売及び
農業用マイクロバブル水の販売
再生可能エネルギーを利用した「完全自立型監
藤沢市川名1‑7‑30
視カメラシステム」の開発・販売
取扱商品に品質認定制度を導入した販売方式
鎌倉市梶原360
の導入
新聞配達システムを活用した高齢者の安否確
川崎市多摩区長沢3‑6‑1
認サービスの展開
CBT化にも対応可能なワンストップサービスに
川崎市中原区小杉町1‑403小
よるテストセンター事業展開及びワンストップテ
杉ビルディング８階
ストセンターの拡販
二宮町富士見が丘2‑5‑42

845

H25.3.7

鎌倉青果㈱

高橋 伸行

846

H25.3.6

㈲アサヒルミエル

原山 修

847

H25.3.7

㈱ブレイクスルー

辻本 智秀

848

H25.3.7

三和化成工業㈱

武藤 英輔

横浜市金沢区鳥浜町12‑9

医薬品用基材の新たな製造設備・販売

849 H25.3.13 ㈲ホテイ産業研究所

白石 工

鎌倉市鎌倉山4‑1‑19

バイオ含浸技術を利用したトイレ用足元マットの
開発及び商品化

850 H25.3.13 ㈱エルダーホームケア

寒河江 清

鎌倉市笛田4‑1‑36

日常生活動作の低下等を予防する新しい本格
的な機能訓練法を取り入れた高齢者向けサー
ビス事業の展開

851 H25.3.19 サン・テクノシステム㈱

児玉 博

横浜市港北区新羽町2757

852 H25.3.25 ㈱リビングケアシステム研究所 桒原 尚人

横浜市西区北幸2‑8‑19横浜
西口Ｋビル7階

電気分解技術を利用した微酸性次亜塩素酸水
生成装置の商品化及び販売
複数の事業モデルの同地域展開による特養待
機者向け複合型介護施設の展開

853 H25.3.25 ㈱シバックス

柴崎 繁昭

横浜市都筑区川和町255‑3

海外子会社を活用した海外取引の拡大

854 H25.3.26 ㈲マーク

細木 雅嘉

855 H25.3.28 ㈱ペイントファクトリー

工藤 一広

856 H25.3.28 ｶｲﾛｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ㈱

高橋 正

857 H25.3.28 ㈱ダイレクト２１

岩本 典裕

858 H25.3.28 ㈱インターリユース

井上 圭一

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝとｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した電子メールの作
成・管理サービスの開発と展開
オートバイのカスタムペイントの新たな受注方法
伊勢原市小稲葉2482‑2
の確立
ホスピス住宅(緊急避難用)を活用した在宅療養
足柄下郡真鶴町岩684
支援サービス「おうちが病院」の事業化
相模原市南区上鶴本町8‑41‑ 良品率の飛躍的な向上を図るアルミダイガスト
29
システムの開発
日本発の上質なサービスと独自の販売技術を
横浜市都筑区茅ヶ崎中央11‑1
活かした海外市場への販売
川崎市幸区大宮町14‑201

