H26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

承認
テーマ

935 H26.4.21 Be‑Proud㈱

魚住 雄作

相模原市緑区下九沢1661‑2

高齢者向け生活サポートを付加した新しい形の
訪問看護事業

936 H26.4.21 ㈱ギデオン

西尾 高幸

横浜市港北区新吉田町3448‑4

ワンタッチ・管理者不要のセキュリティ機器の開
発及び商品化

937 H26.4.21 ウインテスト㈱

奈良 彰治

横浜市西区平沼1‑2‑24

LCDドライバIC 検査装置の開発及び販売

938 H26.4.21 ㈲辻巻製版所

辻巻 明弘

横浜市南区大岡3‑13‑12

曲面・立体形状製品へのデジタル印刷サービ
スの開発

939 H26.4.21 ㈲光製作所

丸山 裕司

横浜市戸塚区上倉田町1015‑1 女性を活用した新しいプレス生産方式の確立

940 H26.4.21 Mywayプラス㈱

星野 修

横浜市西区花咲町6‑145

小型高効率・電力変換回路を搭載したシステム
提案ビジネスによる業容拡大

941 H26.4.21 ㈱システムワン

伊賀 宏行

横浜市中区金港町6‑3
横浜金港町ﾋﾞﾙ3F

大学生のキャリアアップのための履修サポート
システムの開発

942 H26.4.21 ㈱リンクライン

神原 薫

小田原市栄町3‑5‑8

障がい者の社会的自立支援を目的とした営業
販売方法の確立

943 H26.5.12 ㈱小髙製作所

小髙 康裕

小田原市堀之内86

海外（タイ）子会社を活用した自動車部品のプ
レス加工及び組立生産体制の確立と販路の拡
大

944 H26.5.12 ㈱ラッキーソフト

三田村 勉

平塚市宝町11−1平塚フジビル 歩行者と運転手の双方向からの新交通安全３
２階
Dシミュレータの開発及び商品化

945 H26.5.12 ㈱ケイ・フロント・サービス

前田 かおり

茅ヶ崎市松林1‑16‑33

946 H26.5.12 ㈱ＧＲＡＣＥ

沢村 優太

横浜市中区前里町1‑4‑3黄金町 ユーザー目線の中古楽器販売サイトの構築及
駅前ビル4Ｆ
び運営

947 H26.5.22 ㈱試作工房電

小林大介

厚木市下荻野994‑4

5軸切削加工機による高精度・高品質成形型の
新製造技術の開発及び事業化

地域高齢者向けにタブレット端末を利用した宅
配および御用聞きサービスの提供

948

H26.6.2 ㈱リペアワークス

伊沢 清

相模原市中央区相模原6‑1‑
5IZAWAビル３F

環境配慮型総合再生サービスの確立

949

H26.6.9 香蘭産業㈱

佐々木 照

平塚市下島546

高濃度「可溶性けい酸」含有「籾炭灰」製造器
の開発及び商品化

950

H26.7.3 ㈱東伸コーポレーション

廣藤 義和

横浜市戸塚区上矢部町2066

自社配合による耐久性・強度･施工性能の自由
度の高い高炉スラグ微粉末生コンクリートの製
造販売

山戸 里志

横浜市神奈川区羽沢町685

厚生労働省認定を目指すトイレ管理士制度の
構築

951 H26.7.23 ㈱アメニティ

952

H26.7.3 ㈱スポーツウェザー

三宅 誠

横浜市港北区新横浜3‑16‑15

流体解析技術の導入により、観測資源の低減
を図った極地的な気象予測の実現

953

H26.7.7 大洋金属工業㈱

原田 成吾

横浜市港北区箕輪町2‑15‑1

オーステナイト系ステンレス鋼の耐腐食性強化
窒化処理

954 H26.7.25 ㈲Spilit of Life plus

杉本 真一

川崎市中原区木月4‑46‑18

機能訓練に特化した通所介護事業の実施

955 H26.7.23 TKエンジニアリング㈱

高明 玲子

平塚市田村1‑18‑3

ナノバブル水を使用した全自動水耕栽培設備
の開発及び商品化

西 達也

横浜市鶴見区小野町75番地1

ベトナムにおける微生物を用いたポリフェノー
ル類の工業生産事業

須藤 明

横浜市南区共進町2‑37

ソーシャルリスニングのためのシステム開発と
サービスの提供

956

H26.8.7 ㈱ジナリス

957 H26.7.31 ㈲恵文堂

958 H26.7.31 ㈱アイ・ティ・ネット

小野 良勝

横浜市神奈川区鶴屋町2‑10‑1‑ ビーコンを利用した、売り手と買い手のミスマッ
301
チ解決アプリ「Ｂｅａｃｏｎｃｈ（ビーコンチ）」の開発

959 H26.8.14 伸光写真サービス㈱

大山 啓治

横浜市都筑区池辺町4363‑18

「新型光学用フィルター」及び「ファインパターン
基板の新たな製造方式」の開発・事業化

960 H26.8.14 ㈲島田製作所

島田 英俊

座間市ひばりが丘5‑38‑3

「可動式Ｚアーム照明」の開発・製造・販売及び
生産性の向上

961 H26.8.21 ニッパ㈱

秋本 りつ子

横浜市港北区新羽町1508

工場レイアウト拡張およびＩＴ化による生産およ
び物流システムの効率化による競争力強化

962 H26.8.21 ㈱フラタニティ

溝口 彰人

横浜市青葉区大場町906‑1

ビジネスホテルにおける女性専用「理想的な生
活」の習慣化プログラムの開発・提供

963 H26.8.26 ㈱ｽﾏｰﾄﾊﾟﾜｰｻｰﾋﾞｽ

伊藤 秀正

横浜市都筑区中川1‑4‑1

自家発電による集合住宅向け電気供給システ
ムの事業化

964 H26.8.14 ㈱コウナン

酒井誠一

横浜市泉区和泉町3857‑9

独自仕入を活用し、産地へのこだわり商品に特
化した青果専門店の店舗展開

佐藤 光弘

川崎市中原区上丸子山王町2‑ 建物及び入居者に負担のかからない外付け耐
1326
震設備の施工

965

H26.9.1 藤光建設㈱

966

H26.9.2 ㈱グローリーエンタープライズ 松永 智

平塚市北金目2‑7‑13

クールビズ対応ファッションアイテムの企画・製
作・販売

967 H26.9.17 浜岡石油

濵岡 和夫

横浜市金沢区釜利谷東4‑39‑5 ガソリンスタンドが行う不要車のリユース事業

968 H26.9.17 ㈱ウチヌキ

中尾 健太郎

綾瀬市早川2647‑16

一部品メーカーからＯＥＭ製品メーカーへの転
換による自社製品の受注拡大と売り上げ増加

969 H26.9.18 ㈱ロボストラクト

矢頭 忠男

横浜市旭区鶴ケ峰1‑2‑8

照度センサー付多段階時間別自動調光コント
ロールシステムＬＥＤ照明の開発及び商品化

970 H26.9.25 相模塗装㈱

相原 延行

平塚市東八幡5‑10‑2

UV塗装設備の生産能力を向上させる塗装方式
の導入

971 H26.9.25 ㈲セイリング

露木 博

小田原市鴨宮235

提携施設と協力した預かり･施設間送迎サービ
スの開始

972 H26.10.6 ㈲ラファイエット

金子 淳二郎

藤沢市鵠沼花沢町1‑1 藤沢駅
前ハイム２F

新規ブランド開発

973 H26.10.6 みちのくトレード(同)

佐々木 豊

小田原市久野978‑5

小型電動カートの製造・販売

974 H26.10.10 ㈱山喜

山﨑 一

横浜市金沢区福浦1‑7‑21

新たな在庫管理システムを活用した生産工程
改善の取り組み

975 H26.10.22 大同工業㈱

梁川 永昌

大和市深見西2‑1‑19

不良率低減による付加価値の向上

976 H26.10.29 ㈲スギノマリサイクル

杉之間 信明

小田原市永塚120‑5

当社独自のノウハウにより銅含有率を高めた
製品の製造販売

977 H26.10.29 ㈲サンウッド

榎本 剛之

川崎市幸区古川町102

各戸別にテーマを設定した極小マンションの展
開

978 H26.10.29 ㈲オクト

八巻 有弘

相模原市南区相模台3‑16‑20

頭皮洗浄システムの適切な施術実施を確実に
したうえで商品を提供する方式の導入

979 H26.11.5 ㈲安西設備

安西 雄二

横浜市旭区南本宿町121‑2

給排水設備における定期診断サービス提供に
よる工事受注の拡大

980 H26.11.5 ハワイアンフォレスト㈱

森 優

横浜市神奈川区鶴屋町2‑12‑12 心と身体の両面のケアを行うアロマリラクゼー
宝寿ビル202
ションサロン

981 H26.11.5 ㈱心

坂戸 秀彰

横浜市西区みなとみらい4‑9‑2

インテリアの自社製造による「オリジナル空間
の提供」と「出店コスト削減」

横浜市旭区都岡町14‑15

地元商材の応援型広告･販促支援および地域
密着型生活支援の両事業への進出

982 H26.11.17 ㈲読売川井都岡サービスセンター 遠山 忠司

983 H26.11.17 合資会社まん点工房

田中雄士

厚木市鳶尾2‑24‑10‑502

デフォルメの効いた本人フィギュア製作及び販
売

984 H26.12.2 ㈱Crown Trading

外池 京一

川崎市川崎区本町2‑8‑14
矢田ビル2階

メンテナンスサポート付の日本製中古車の輸出
事業

985 H26.11.27 横浜エコハウス㈱

飯島 雅人

横浜市旭区鶴ヶ峰2‑45‑35

子供（ペット含む）が快適に遊べる屋上の有効
活用

986 H26.12.4 京浜発條㈱

片平 修一

横須賀市浦郷町5‑2931

海外子会社を活用したグローバルな生産体制
の確立による付加価値の向上

987 H26.12.2 ㈱トランプス

井口 正文

横浜市青葉区美しが丘5‑2‑14
たまセンター第2ビル202

のぼり旗・タペストリー等のトータルデザイン提
案型事業

988 H26.12.4 ㈱東洋ランドリー

深草 奈保子

横須賀市三春町3‑1

新たなクリーニングサービスを提供する新規店
舗の設立

989 H26.12.16 ㈱ティエスイー

高橋 正実

大和市深見西1‑4‑42

制御盤事業、省エネ事業のグローバル展開

990 H26.12.16 殿村金型

殿村 亀男

相模原市緑区町屋2‑9‑13

切削加工技術の開発による超薄板加工品の製
造及び販売

991 H26.12.26 リンクワールドジャパン㈱

窪田 一郎

横浜市中区不老町1‑2‑1

反転遠隔授業方式を用いた、新興国向け日本
語学習サービスの開発と導入

992 H26.12.26 神奈川運輸㈱

三石 孝司

横浜市西区楠町4‑7

危険物貯蔵所併設型倉庫の提案事業

993 H26.12.26 ㈱バイオクロマト

木下 一真

藤沢市本町1‑12‑19

前処理なし質量分析サポートデバイスの事業
化

994 H26.12.26 オゾンセーブ㈱

中西 孝太郎

秦野市千村5‑12‑12

極薄「断熱紙」の開発及び商品化

995

H27.1.9 ㈱デジタルハンズ

清水 敏雄

横浜市港北区新横浜2‑7‑17
KAKiYAビル２F

モーションプロジェクションユニット(MPU)の開発
及び応用製品の商品化

996

H27.1.9 ㈱聖亘トランスネットワーク

山田 裕

伊勢原市高森3‑13‑4

荷主企業がエリアネットワーク内の輸送トラック
を最適に選択指名できるシステムの開発及び
商品化

997

H27.1.9 ㈱PHOTO JOY

杉本 恭子

川崎市中原区小杉町3‑1301
エクラスタワー武蔵小杉3007

地域おこしを目的とした写真撮影会イベント等
の実施

998 H27.1.22 ㈱サンリフォーム

中井 勝則

横浜市港北区新横浜2‑5‑10

ライフスタイルに合わせた可変型リフォームの
提案と実施

999 H27.1.22 ㈱ライフデザインラボラトリー

北山 義之

鎌倉市扇ガ谷1‑8‑5

県産・国産木材と宮大工の建築技術を活かし
たリノベーション事業

1000 H27.1.22 ㈱スペースファイル

岩崎 明子

横浜市西区南幸2‑16‑8

多様なダンス文化の浸透に対応した「場」の提
供

1001 H27.1.27 トレドテクノサービス㈱

荒木 誠司

横浜市神奈川区反町1‑7‑1

LED照明の活用による照明効率・空調効率の
向上を目指すコンサルティング営業の実施

1002 H27.1.27 ㈱オキ・コーポレーション

沖山 純子

川崎市川崎区大島上町15‑4

ブラウンフィールド再生事業

1003 H27.1.30 タローコーポレーション㈱

青木 太郎

横浜市西区霞ヶ丘34

成人教育学を活用した医療機関向け教育サー
ビスの開発・事業化

1004

H27.2.2 富士ウッドワークス㈱

齊田 光男

座間市栗原920‑9

高品質・短納期のセミオーダー家具の製造及
び販売

1005

H27.2.2 ㈱紅輪

丸山 実

川崎市宮前区菅生1‑13‑1

女性の美・遊・夢を叶える体験型着物レンタル
サービス事業の実施

1006

H27.2.6 ＤＡＳ㈱

小川 真輔

横浜市中区日本大通52
ロイヤーズビル６階

リアルゲーム活動のプラットフォームの構築

真神 孝男

相模原市南区相模大野2‑11‑30

フィルムアンテナの新工法の開発による納品不
良０％の達成

1007 H27.2.12 日本パッケージ・システム㈱

1008 H27.2.18 ㈱秀和建工

中山 哲夫

大和市上草柳6‑16‑20

診断WEBシステムを活用した介護施設に特化
したリフォーム事業

1009 H27.2.18 ㈱ケイツープリント

河野 哲也

足柄下郡湯河原町鍛冶屋647‑1

オリジナルウェアをＷｅｂでデザイン、ダイレクト
プリント、クラウド管理までのシステム構築

1010 H27.2.17 ㈱ビーゲイト

大嶋 浩

川崎市麻生区上麻生1‑7‑2

リラクゼーションの月額定額制サービス

1011 H27.2.24 ㈲高城電気製作所

高城 善久

相模原市緑区青野原3340

小型で放熱性能が高いヒートシンクの開発及び
商品化

1012

H27.3.3 ㈱ユーケーコーポレーション

チャンド･アミット･パル 横浜市都筑区茅ヶ崎中央17‑26

海外中古車業者をメインターゲットにした24時
間注文受付可能な新ＷＥＢサービスの提供

1013

H27.3.6 ㈱フォレスト

石田 浩二

足柄下郡湯河原町城堀207

インバウンドをメインターゲットにしたハラール
対応を含むおもてなしの実現

1014

H27.3.6 ㈲タカギ商事

髙木 達之

三浦市三崎町六合278

セルフ式本格的そば屋＆日本酒バルの二毛作
業態による経営革新

1015 H27.3.11 ㈱フラットフィールド

平野 智一

厚木市岡田3‑9‑8

燃料電池バス･トラックの開発及び商品化

1016 H27.3.18 ㈱アイ・シー・エム

今井 誠一

相模原市中央区相模原2‑13‑2

低コストで導入可能なオムニチャネルシステム
の開発と運用支援

1017 H27.3.20 ㈲ヒダ塗料店

樋田 一徳

座間市相模が丘4‑24‑2

色見本帳にない調色塗料の製作･販売の本格
展開

1018 H27.3.24 ㈱清王サービス

上田 博和

南足柄市竹松1223

遠隔サポートシステムを活用した女性スタッフ
による一般家庭向けエアコンクリーニング事業
の取組

1019 H27.3.24 ㈲粟野建具工業

粟野 祐輔

相模原市南区御園5−13−9

「ビンテージ扉・床」加工方法の標準化・機械化

1020 H27.3.31 ㈱東邦通信システムズ

橋本 日吉

大和市中央林間1‑10‑7

顧客企業の業務効率化に向けた提案事業の
実施

1021 H27.3.31 ㈱オクト

池田 彰

綾瀬市吉岡東4‑11‑9

航空機向内装品のコストダウンと短納期を実現
する新加工法の開発と事業化

1022 H27.3.31 海内工業㈱

海内 美和

横浜市緑区上山1‑5‑15

プレス・切削・鋳物等の高精度加工部品の代替
えを可能とする板金化製造工程の構築

