H25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

859 H25.4.11 ㈱テクノラボ

林 光邦

横浜市南区前里町2‑46‑2岩本
ビル

新しいプラスチック金型の提供方法

860 H25.4.18 大日機械工業㈱

小林 雅弘

横浜市西区北幸1丁目11‑15

新しい電磁誘導非破壊検査装置の開発・販売

861

H25.5.7

中央環境開発㈱

太田 敏則

横浜市金沢区鳥浜町12‑39

862

H25.5.7

東京スリーブ㈱

諏訪部 勉

鎌倉市山崎1090

863 H25.5.14 お猿パンカニー

長倉 圭吾

平塚市山下357‑5

864 H25.5.27 ㈱GIA JAPAN(ｷﾞｱｼﾞｬﾊﾟﾝ)

尾形 朝

横浜市港南区下永谷2‑4‑5

865 H25.5.31 ㈱スマイル電工

篠原 聡

横須賀市池上5‑12‑16

866 H25.6.14 ジェイモード

石井 潤一

中郡二宮町山西９３１

867 H25.6.25 ㈱インフューズ

岩野 政忠

綾瀬市小園879

868

H25.7.1

㈱ウイッシュボン

永野 毅

869

H25.7.1

ロイヤルブルーティージャパン㈱ 吉本 桂子

870

H25.7.3

保証防水工業所

市川 謙三

871

H25.7.3

インクス㈱

菅原 英樹

872 H25.7.25 ㈱ファインテック
873 H25.7.25 ﾊﾞｲｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱
874

H25.8.8

㈱ヨコハマシステムズ

875 H25.8.13 ㈲笠原製作所
876

H25.8.8

㈱ニチエー

877 H25.8.13 お菓子工房サラ
878 H25.8.13 日天㈱
879 H25.8.21 ㈱ｻﾝｹｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
880 H25.8.29 ㈲蘇生会
881 H25.8.29 ユビキタス・テクノロジーズ㈱
882 H25.9.11 ㈱テックワン
883 H25.9.17 ㈱ダイヤプレス
884 H25.9.11 ㈱リソースワン

再生資源（再生石膏紛）を利用した農業用土壌
改良材及び造粒機の開発・生産
完成品に近い寸法精度を実現する鋳造法の開
発
携帯電話向けホームページの簡易作成管理ソ
フトウェアの開発・販売
海外アパレル製品の在庫・流通管理システムの
開発
ビニル絶縁体部分を加工するアタッチメントの開
発による作業効率の向上
カットスクール併設の美容院の店舗展開

アルカリ系蓄電池専用の充電再生装置の開発
ならびに販売
企画・開発・製造・物流・販売が一体となった生
横浜市港北区小机町1253
産拠点の設立に伴う生産効率の大幅な向上
高級ボトリングティーによるおもてなし宴会スタ
川崎市川崎区南渡田町1‑1
イル「茶園」の本格展開と「茶宴コーディネー
ター」の創設
断熱・遮熱・通気・脱気に優れたＦＲＰ屋上防水
横浜市瀬谷区阿久和東4‑23‑11
システム及び施工法の開発
横浜市神奈川区鶴屋町3‑32‑1

厨房機器用小型IHインバータの開発・製造

横浜市緑区長津田町4259‑3東 独自の薄膜蒸着技術と銀ナノ粒子ペーストを用
工大横浜ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞW105号室 いた110WLED蛍光灯の基幹部品の製造販売。
企業・健康保険組合向「ワンストップ総合健康管
佐々木由津子 横浜市港北区新横浜2‑15‑10
理サービス」及び健診機関向「クラウド型健診業
務システムの開発・販売」
独自の家電向生活情報基盤構築と基板上の
伊東 大作 横浜市西区北幸2‑6‑26
サービス（アプリ）の開発及び提供
大型板金加工製品等に対応した新生産ライン
笠原 榮
平塚市大神2898
の導入
福祉・介護施設からの私物衣類クリーニング作
竹本 泰久 川崎市中原区苅宿42‑25
業の生産性改善を実現する障害者作業支援シ
ステム
企業のイベント等に特化した地域資源活用オリ
外村 貞子 厚木市緑ヶ丘2‑13‑6
ジナル菓子の開発販売
土地と産業用太陽光システムと運用までのパッ
髙瀨 和明
横浜市港北区新横浜1‑7‑9
ケージとしての区画販売
微細異種金属接合技術を用いたﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾟﾛｰ
笠原 久芳 横浜市港北区新横浜2‑14‑2
ﾌﾞの開発、生産、販売
新開発の骨盤ベルトによる作業の標準化と新し
山﨑 克弘 横浜市港北区篠原町2990
い形態の整骨院展開
スマートデバイスを使用した各種GPS位置情報
甲斐 敏治 横浜市中区南仲通4‑49
サービスの海外子会社を活用した開発及び海
外販路開拓
工作機械及びＺ軸機構の高精度化・小型化・省
長谷川 光助 横浜市緑区青砥町564‑3
電力化「回転・位置決めコントローラー」の開発
及び商品化
海外子会社を活用したカードロックシステムの
後閑 信夫 川崎市高津区宇奈根708‑1
新たな生産及び販売
ＣＴ検査用造影剤注入器の日常点検を容易か
後藤 雅志 横浜市港北区新横浜2‑12‑26
つ正確に行うための治具の開発
岡田 素行

885 H25.9.17 オーセラスジャパン㈱

飯塚 庄平

横浜市港北区新横浜2‑4‑6

886 H25.9.18 ㈲吉工

宇都宮 哲

小田原市府川24

887 H25.9.25 ㈱大和ケミカル

中村 英寛

厚木市上依知1405‑3

888 H25.10.7 神峯電子㈱

四倉 友弘

藤沢市石川5‑1‑5

889 H25.10.7 ㈱強羅花扇

飯山 和男

足柄下郡箱根町強羅1300‑681

890 H25.10.8 ㈱本興製工所

浜畑 寛太郎 横浜市港北区綱島西5‑13‑42

891 H25.10.17 ㈱ロボット工業

徳武 茂

愛川町中津6762

災害等の緊急時用の携帯電話器の開発販売
使いやすさを追求した横型サイクロン式気体・
固体分離装置の開発・販売
新坊蝕錆材システム「ラミネートプロテクター」の
部材の海外生産
睡眠時のいびき軽減装置の開発と商品化
お客様への新たなお食事提供（立場割烹）によ
る新規旅館開業
海外子会社を活用した生産コストの低減、販路
拡大
インド子会社を活用したクリケットボウリングマ
シンの市場拡大

892 H25.10.22 泉工業㈱

塩脇 勝実

綾瀬市深谷上8‑4‑3

893 H25.11.8 ㈲鷹取技研

岩本 安徳

平塚市南豊田322

894 H25.11.14 ㈱カー・ビューティー・サービス 山本 忠典

相模原市中央区下九沢1086

895 H25.11.12 ㈲エルシャンテ追浜

横須賀市追浜町3‑1

古澤 昭

プラズマ技術を利用した樹脂製品の親水性付
与装置の開発及び商品化
台紙ラベルの自動剥離及び貼付装置の開発及
び商品化
下請受注から脱却し、個人顧客獲得に向けた
店舗展開
出張会席料理トータルサービスの提供
牛乳宅配センターに特化したコンサルティング
サービスの提供
当社独自の「新工法｣による土壁つくりによる住
宅建築
入札システム(機械)を使用した公平かつ平等な
新時代ブランドオークション事業
米向け物流改善システムの開発とその応用事
業
廃棄資材の再利用によるコスト低減と工期短縮
化の実現

896 H25.11.14 ㈱メイショクホールディングス 千葉 高志

横浜市中区海岸通3‑9

897 H25.11.22 共立建設㈱

遠藤 典勝

小田原市城山1‑9‑18

898 H25.11.14 ㈱ブルーム

吉田 朋裕

横浜市中区尾上町6‑86‑1関内
マークビル3階

899 H25.11.18 ㈱ｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ

奥村 均

厚木市酒井78

900 H25.11.18 ㈱江川工芸社

梶田 博文

横浜市港北区新横浜2‑7‑19

901 H25.12.2 クズミ電子工業㈱

鈴木 基伸

横浜市栄区飯島町28‑6

キャパシタ用電源システムの開発・製造

902 H25.12.2 ㈱ハマ・メンテ

安蔵 敬治

横浜市瀬谷区下瀬谷3‑49‑7

リニューアル改修が出来る保守管理会社への
経営革新

903 H25.12.4 日本電能㈱

浦野 聖人

横浜市港北区新吉田東6‑41‑7

製造業向け装置保全システムの開発及び生産

904 H25.12.4 ミツワ工業㈱

藤倉 崇志

座間市立野台2‑21‑4

カップリング製品のキー溝加工技術の開発と生
産性の向上

905 H25.12.12 ㈲オートトレーディングロック

岩崎 貴裕

横浜市磯子区氷取沢町95‑1

独自の販売技術を生かした海外市場の販路拡
大及びカントリーリスクヘッジ体制の確立

906 H25.12.16 ㈱徳力

栗城 真

907 H25.12.19 ㈲大松

松浦 晃久

908 H25.12.19 ㈱鈴板工業

鈴木 学

909 H25.12.19 日本金泰㈱

畢凱(ビカイ) 高座郡寒川町一ノ宮4‑7‑18

水素フリー高硬度DLCコーティング皮膜及び装
置の試作開発

910 H25.12.19 プロテク㈱

加藤 雅博

横浜市神奈川区金港町6‑3

配膳台を装着させた電動車イスの商品開発

911 H25.12.19 ㈱共立

上野 賢美

相模原市緑区西橋本5‑4‑30

環境機器の海外生産・販売計画

912

越智 修次

横浜市中区相生町1‑17‑1

913 H26.1.28 足柄香粧㈱

橋本 義徳

南足柄市沼田224

914 H26.1.28 ㈱コバヤシ・ファシリティーズ

小林 敏

横浜市金沢区谷津町148‑1

915

高谷 宗良

横浜市南区別所1‑15‑21

916 H26.1.27 ㈱ワールド

阿部 信也

相模原市緑区橋本5‑17‑20

917 H26.2.19 トライ工業㈲

蔵本 憲二

横浜市旭区市沢町459‑1

高橋 智明

横浜市都筑区仲町台1‑32‑10

H26.1.9

H26.2.6

㈱エコタクドットコム

㈱宏幸

918 H26.2.19 ㈱コーケン
919 H26.2.19 ワイエムティー㈱
920 H26.2.21 ㈱クオーレ
921 H26.2.28 ㈱光和電機
922 H26.3.10 ㈱ＪＳフードシステム
923 H26.3.10 KY商事㈱
924 H26.3.10 ㈱荏原精密
925 H26.3.10 ㈱ゼロワン

横浜市保土ヶ谷区上菅田町868‑
モデル店舗運営を通じたお客様参加型舗展開
6
地域資源を活かしたヘルシー志向の惣菜の開
小田原市本町3‑2‑7
発
大和市柳橋5‑7‑6

ディスクレーザシステム活用による新たな生産
システムの導入及び素形材加工技術開発

ＳＮＳを活用した販売手法ＬＥＳｻｰﾋﾞｽの構築及
び卸売事業への展開
足柄工場の生産工程の一貫化等による生産性
と品質の向上
新たなサービスを付加した、ハイブリッド型高齢
者向け住宅の開発、提供
新たな資源回収装置の開発による資源回収精
度の向上および市場の拡張
工場集約と一貫生産による原価低減・短納期の
実現

WEBカメラシステム活用による作業現場の見え
る化と技術伝承
アルマイト処理を利用したカラーオーダリングシ
二宮 慎一郎 横浜市緑区青砥町229‑1
ステムの開発
横浜市鶴見区馬場7‑17‑11
海外の飲食業向けの活魚及び地魚（鮮魚）の卸
藤嶋 健作
キャッスル寺尾Ｉ202号室
売事業
川崎市高津区溝口1‑19‑11ｸﾞﾗﾝ レーザー治療器販売を通した、眼科医院におけ
坂口 雄治
ﾃﾞｰﾙ溝の口502
る美容医療分野への参入支援事業の展開
製造ラインと一体化させた全自動基板回路検査
黒川 純
川崎市麻生区2‑6‑23
装置の開発及び商品化
効率的な商品提供を可能とする新商品「トレー
田川 順也 小田原市入生田165
式海鮮丼」の開発・販売とオペレーション方法の
確立・提供
鎌倉市山崎1090由比ガ浜4‑10‑
吉井 拓也
テナント目線による革新的商業施設の畝意
3
タブレット端末等を活用したペーパーレス品質
中島 一郎 横浜市港北区箕輪町2‑19‑6
保証及び工程管理システムの開発・商品化
新無線モジュール及び無線ネットワークシステ
ムの開発及び販売

ワイヤレスM2M（Machine to Machiene)グローバ
ル機器遠隔管理システムの開発・販売
新マリンスポーツ及び観光レジャーなど新業態
への進出
モジュラー金型加工の一貫生産による生産性
の向上と短納期の実現
金属板に立体加工を施した各種ディスプレイ等
の製造･販売
独自施技術を利用した、太陽光向け特殊スク
リュー架台の開発と製品販売

926 H26.3.13 ㈱メビウス

坂本 淳

横浜市西区北幸2‑10‑27

927 H26.3.13 ㈱湘南マリーナ

中谷 隆一

平塚市宮松町11‑26‑1001

928 H26.3.19 フジ･プロダクト㈱

陶山 典之

秦野市平沢320‑6

929 H26.3.26 ㈲エーエス

川崎 彦量

相模原市緑区西橋本1‑19‑7

930 H26.3.26 ㈱ＪＲＣ

秋元 次雄

小田原市栄町2‑12‑45

931 H26.3.26 ㈱東鈴紙器

鈴木 和弥

相模原市中央区小町通2‑10‑17 ベビー市場製品の新商品開発

932 H26.3.26 ㈱シスコ

林 済

横浜市金沢区白帆4‑2マリーナ
プラザ5階

933 H26.3.27 アイフオーコム㈱

加川 広志

相模原市緑区中野1326

934 H26.3.27 ㈲セピア企画

林田 正美

横浜市港北区新吉田町5634

コンデンサ代替駆動回路を搭載した新型LEDの
開発及び商品化
東南アジア向け電力コスト削減サービス
（ECOPRO21）の海外展開
貼合機導入による新たなパッケージ製作システ
ムの開発

