
地域力活用市場獲得等支援事業　新商品・新サービス開発支援事業
採択案件（第2次公募分）リスト

番号 県名 地域振興等機関名 支援対象者名 事業計画名

３９ 東京都
株式会社ヒュ-マンネット・
コンサルティング

株式会社 アイテック 拡販手法と併せた首都圏私立中高の学校案内アプリの制作

４０ 東京都 小金井市商工会 株式会社グランマオフィス 抗ストレスサプリメント開発

４１ 東京都 西京信用金庫 株式会社アリア 楽譜ファイル「楽」シリ-ズ～極(ごく)楽譜(らくふ)～企画・開発・販売プロジェクト

４２ 東京都
在宅認知症患者と家族の
介護負担を軽減する会

有限会社ワイ・エム・ソフトウエア 認知症セラピ-ソフトの開発（人形型玩具への組み込み）

４３ 東京都 芝信用金庫 株式会社AGUA JAPAN 耐震工事等に係る事前調査からアスベスト除去工事までの一貫施工

４４ 東京都 THINK AGAIN実行委員会 紅梅食品工業株式会社 バ-ガ-用野菜100％パティの機械製造方式とレシピの開発

４５ 東京都 生活・福祉環境づくり21 株式会社ライフ、カルチ-、センタ- 中高年退職者の人材育成としての「仕事の楽校」とマッチング事業

４６ 東京都
中小企業・地域活性化セン
タ-

かわしま屋
全国各地の厳選素材に地元の隠れた逸品を組み合わせた和菓子・和菓子ギフト
の開発 全国・海外販売

４７ 東京都 調布市商工会 北川電機株式会社 高効率水冷高周波リアクトルの開発

４８ 東京都 東京経営診断士会 株式会社鈴富 地方のおいしい”おさかな”再発見プロジェクト

４９ 東京都 東京税経センタ- ドリ-ムム-ビ-株式会社 未来の結婚生活を映像化するブライダルビデオ事業

５０ 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社ガリレオコ-ポレ-ション 信頼できる透明性ある中古車販売の事業化

５１ 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社　川村インタ-ナショナル 医療・医薬分野の機械翻訳サ-ビスの開発

５２ 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社KOHDEN 「自然エネルギ-電力」と「電力会社電力」の自動切替え回路の開発

５３ 東京都 東京中央経営株式会社 佐用自動車株式会社
一般乗用車から農業用車両・建設重機等まで幅広い車両をタ-ゲットとする、新発
想による車盗難防止システムの開発

５４ 東京都 東京中央経営株式会社 シ-ネックス電子株式会社 オ-ダ-メイドによるスマ-トフォン・オリジナルデザイン3Dケ-ス制作事業

５５ 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社住まい工房 楽しく持家取得できるシミュレ-ションソフト開発事業（Ｌｅｔ’ｓ持家）

５６ 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社ナレッジライフ 家族が心身ともに健康で、永く住み続けることのできる家造り

５７ 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社メリケンヘッドクォ-タ-ズ 「鹿」の皮を活用したオリジナル小物・アクセサリ-ブランドの開発・市場化

５８ 東京都
都市農山漁村交流活性化
機構

アイ創研株式会社 伝統製造技術を生かした味わい豊かな醤油2種の開発（ＰＢ）と販路開拓

５９ 東京都 日本美術文化普及協会 株式会社　港屋 「ポストカ-ド＆色紙用の紙額制作キット」の開発

６０ 東京都 バリュ-アップ・ジャパン 有限会社Smile Maker 地場産ﾌﾞﾙ-ﾍﾞﾘ-を原料とした酵母による天然酵母パンの開発

６１ 東京都
まちかど健康づくりネットワ
-ク

有限会社 湘南定置水産加工 からだのケンサ体験パ-ク

６２ 東京都 松本税務会計事務所 株式会社ガイア 人体および環境に優しい殺菌用強酸性電解水の効率的製造装置の開発

６３ 東京都 明治通り税理士法人 有限会社アップライト 「ちっちゃいおっさん」ソ-シャルゲ-ム開発計画

６４ 神奈川県 厚木商工会議所 株式会社ＭＡＮＯＩ企画 人型ロボットのプロトタイプ開発と事業化の支援

６５ 神奈川県 ＬＲパ-トナ-ズ 株式会社ＫＭＣ 金型製造電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑの商品化と情報処理ｻ-ﾋﾞｽ体系の構築

６６ 神奈川県 株式会社コンサラ-ト 福永紙工株式会社 インテリアとしての紙の提案　かみの工作所「DＩＹプロジェクト」

６７ 神奈川県 澤井税務会計事務所 株式会社リスニ 複合処理型小型空気清浄脱臭除菌機の開発

６８ 神奈川県
株式会社翼コンサルティン
グ

株式会社グロ-バルアライアンス 「デジタルサイネ-ジ一体型無水トイレ」の開発

６９ 神奈川県
株式会社翼コンサルティン
グ

株式会社　国際マイクロ写真工業社 文化資料・古文書等の高鮮鋭かつ無歪の記録装置の開発

７０ 新潟県 新井商工会議所 須弥山合同会社 天然水に酵素等を配合し、ペット向けの飲料水の新商品開発

７１ 新潟県 小千谷商工会議所 ユニオンフ-ズ株式会社 豆腐のチ-ズ様珍味の開発

７２ 新潟県 神林商工会 ㈱かみはやし食絆 すず米を使った新商品開発事業

７３ 新潟県 長岡商工会議所 株式会社 たべたがり 自社農場で生産した生芋を使用したこんにゃく加工品の開発

７４ 新潟県 長岡商工会議所 株式会社　江口だんご 地元素材を使用した菓子作り体験サ-ビス事業

７５ 新潟県 広神商工会 ドリ-ムフィッシュ チョウザメの残渣（抽出コラ-ゲン）を活用した新商品開発

７６ 新潟県 妙高商工会 うぐいすの初音 米だんご　製造・販売 「あつこ母さんの米だんご」
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地域力活用市場獲得等支援事業　新商品・新サービス開発支援事業
採択案件（第2次公募分）リスト

番号 県名 地域振興等機関名 支援対象者名 事業計画名

１ 北海道 旭川産業創造プラザ 株式会社コンピュ-タ-・ビジネス 観光ホスピタリティ向上バス乗換案内WEBサ-ビスの企画・開発

２ 北海道 札幌商工会議所 株式会社アイコンズ 〜ペット服のインタ-ネット販売における新基準提案〜

３ 北海道 伊達商工会議所 株式会社 中井英策商店 地場産ホタテを使用した新しいお土産菓子の開発

４ 北海道 函館商工会議所
株式会社グロ-バル・コミュニケ-ショ
ンズ

デジタルペンを活用した卸売業効率化システムの開発

５ 北海道
明治通り税理士法人　札
幌事務所

立正海産 北海道羅臼産マイナ-鮮魚生干し加工販売事業

６ 北海道 紋別商工会議所 出塚水産株式会社 北海道発「お土産用かまぼこ」開発事業

７ 岩手県 大槌商工会 ベニマル
～被災地食材大槌海の幸を使った地域の食文化を世代間に繋ぐ～「すき昆布佃
煮」開発事業

８ 岩手県 八幡平市商工会 株式会社　肉の横沢 地元食材及び県産食材を使用した食肉加工製品の開発事業

９ 宮城県 石巻かほく商工会 有限会社タツミ食品 石巻十三浜産の新鮮なメカブを活用した新商品開発事業

１０ 宮城県 上杉廣美税理士事務所 株式会社RDVシステムズ 機密処理における作業性及び機密性の向上に資する新規処理技術

１１ 宮城県 女川町商工会 復幸まちづくり女川合同会社
「滞在型観光」の実現に向けた事業者向け「おもてなしマニュアル」制作プロジェク
ト

１２ 宮城県 加美商工会 株式会社　星栄商店 食物アレルギ-に対応したオリジナルの麺製品の開発とその販路開拓

１３ 宮城県 みやぎ仙台商工会 株式会社伊達の 仙台銘物牛タンの商品開発「伊達の牛たん旨塩煮、旨みそ煮」

１４ 秋田県 男鹿市商工会 有限会社　進藤冷菓 美しい彩り「ババヘラ・マ-ブルアイス」の開発

１５ 秋田県 藤里町商工会 カネチュウ食品 白神プレミアム豆腐を使ったスイ-ツの新商品開発事業

１６ 山形県 上山市商工会 株式会社　アグリパ-ク　ZAO 蔵王育ちの野菜ス-プの開発及び移動販売事業

１７ 福島県 遠野町商工会 ㈱丸三 「和」ｶﾙﾁｬ-事業を切り口とした女性力向上支援ｻ-ﾋﾞｽの展開

１８ 福島県 ビ-ンズふくしま 株式会社Plainnovation
幼児向けスマ-トディバイス対応アプリケ-ション・サ-ビス“からだPLAY（仮）”の企
画・開発

１９ 福島県 まちづくり喜多方 株式会社IIE 正藍染めの会津木綿スト-ルによる地域文化継承プロジェクト

２０ 福島県 四倉町商工会 ロ-ヤル油機株式会社 課題解決型潤滑油・グリ-ス専門通販サ-ビスの開発

２１ 茨城県 常陸太田市商工会 合名会社山口 農商工連携による若年層向けアルコ-ル飲料の開発

２２ 栃木県 日光商工会議所 有限会社　チロリン村 日光メ-プルシロップ特産品開発事業

２３ 群馬県 大泉町商工会 株式会社ワカキヤ 地場産野菜を使ったキット食品の開発と食育推進

２４ 群馬県 昭和村商工会 ほさか農園 群馬のイチゴやよいひめを利用した特産品開発とブランド化

２５ 群馬県 沼田市東部商工会 鈴木アップル園 農家が作る旬野菜・果実の調味料及びジャムの製造・販売によるブランド化

２６ 群馬県 沼田市東部商工会 有限会社ホテルニュ-老神 老神温泉散策食べ歩きスイ-ツの開発

２７ 群馬県 東吾妻町商工会 原町新聞販売所 東北復興支援　古新聞回収袋「ガンバッ・ペ-パ-」の開発

２８ 埼玉県 上尾商工会議所 株式会社 文楽 お風呂専用日本酒の開発

２９ 埼玉県 荒川商工会 もっちゃん ハスの葉を活用した線香の開発製造販売

３０ 埼玉県 狭山商工会議所 （有）アイ電気 高齢者、障害者のためのコミュニケ-ション及びリハビリ支援システムの開発

３１ 埼玉県 富士見市商工会 株式会社　Ａｒｎｏ
海外高級メ-カ-に負けない家具の開発・制作及びビジネスモデル（サ-ビス）の構
築

３２ 埼玉県 三郷市商工会 株式会社　ヒ-ト 簡単に後付け・移設ができる介護機器の開発

３３ 埼玉県 寄居町商工会 株式会社　荻野商店
「町特産エキナセア等の地域資源を活用した都心部流通向け商品開発と町内需要
ギフト商品開発及び販路開拓支援事業」

３４ 千葉県 千葉商工会議所 ト-フナ映像株式会社 ジャイロ安定装置　撮影機材の開発

３５ 東京都 朝日信用金庫 株式会社レゾナンツ・テクノロジ- ガスボンベの内面表面処理サ-ビス

３６ 東京都
株式会社ウィレコンサル
ティング

株式会社RETOWN 鉄道網を利用した地方都市農産物のマルシェ（野外市場）の展開

３７ 東京都 株式会社会社業務研究所 アルケア株式会社 肩関節の術後の経過を良くするための装具の開発

３８ 東京都 株式会社会社業務研究所 大真実業株式会社 地産地消の『淡路島ら-めん』の開発計画」
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地域力活用市場獲得等支援事業　新商品・新サービス開発支援事業
採択案件（第2次公募分）リスト

番号 県名 地域振興等機関名 支援対象者名 事業計画名

７７ 長野県 佐久穂町商工会 八千穂漁業 信州サ-モンの燻製開発事業

７８ 長野県 志水達也税理士事務所 株式会社　トキワ ﾊﾞｲｵﾘﾝ､ｴﾚｷｷﾞﾀ-＆ﾍﾞ-ｽ等のﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ試作開発及びWEBｻ-ﾋﾞｽ

７９ 長野県 下諏訪商工会議所 諏訪湖時の科学館　儀象堂 時を継げる（告げる）マイブランド時計の開発

８０ 長野県 下諏訪商工会議所 ロジカル・ワ-クス株式会社 活動情報収集配信端末:【アクティブ＆センサ-タ-ミナル】の開発

８１ 長野県 諏訪商工会議所 有限会社ケルビム 高級皮革のフルアニリン加工方法の確立と蜜蝋充填商品の開発

８２ 山梨県 市川三郷町商工会 Vｅｇgie のっぷい のっぷいスイ-ツ開発事業

８３ 山梨県 A-MEC株式会社 株式会社ギリオン ヘルスケアジュエリ-の開発

８４ 山梨県 A-MEC株式会社 株式会社クオファ-ム 高齢者介護施設や病院等への光触媒抗菌塗装事業の開発

８５ 山梨県 A-MEC株式会社 甲陽電気 小水力事業の展開

８６ 山梨県 甲州市商工会 中央葡萄酒株式会社 プレミアム商品としての本格派スパ-クリングワインの開発

８７ 山梨県 甲州市商工会 ユウアイ電子工業株式会社 ＥＣＯ分野における『ワンストップ型ハ-ネス加工』の確立（新サ-ビスの開発）

８８ 山梨県 甲府商工会議所 太冠酒造株式会社 日本酒生産時に等外米となった山梨県産米を使ったシッケの開発

８９ 山梨県 甲府商工会議所 マイクロ・イ-・エム・エス有限会社 訪日外国人旅行客向け「おもてなしWEBアプリケ-ション」サ-ビスの提供

９０ 山梨県 中央市商工会 株式会社ＴＯＳＨＩＮ 高強度プラスチック成形技術による低コスト水道メ-タケ-スの開発

９１ 山梨県 韮崎市商工会 株式会社 フュ-チャ-ズクラフト CFRP/ドライカ-ボン製ロ-ドバイクの『 地域ブランド化 』

９２ 山梨県 笛吹市商工会 田舎割烹 江戸屋 地域資源･経営資源を有効活用した顧客体験交流型の観光誘致事業

９３ 山梨県 笛吹市商工会 甲斐食産株式会社 国産むね肉の安価で簡単調理、ヘルシ-で美味しい商品開発

９４ 山梨県 身延町商工会 浩庵 世界文化遺産富士山・本栖湖エコツ-リズム推進事業

９５ 山梨県 山梨県商工会連合会 オオタ総合食品株式会社 「甲州信玄ブランド」ギフト商品とコラボ商品の開発

９６ 静岡県 植松経営労務事務所 石神農園 農薬不使用・有機肥料の茶葉を炭化した「食べる茶葉炭」の開発

９７ 愛知県 高浜市商工会 株式会社吉浜人形 雛人形、五月人形保管、保守サ-ビス

９８ 愛知県 野々山育成 株式会社イングカワモト 観光パンフレットのデジタル化・ポ-タルサ-ビス化

９９ 岐阜県 井上幸代
有限会社ウィル（バウムファクトリ-：
よしや）

バウムク-ヘン普及作戦

１００ 岐阜県 郡上市商工会 株式会社 寅嬉屋 地域資源を使用した「無塩せき・無添加ウインナ-」の開発

１０１ 岐阜県 翠正男経営会計事務所 株式会社　ツ-ルプラネット 汎用スキャンツ-ル標準仕様器開発

１０２ 岐阜県 山県市商工会 建築　シャディ- 住宅床下全面暖房用温風装置開発研究事業（日本版オンドル開発事業）

１０３ 三重県 いなべ市商工会 株式会社Ｒｅ・Ｂｉｒｔｈ 「最も美しい瞬間」を“記憶”と“記録”に残す！映像ｻ-ﾋﾞｽの開発

１０４ 三重県
多気町商工会（松阪商工
会広域連合）

万協製薬株式会社 project full of life.  Vivacity taki  ～活力いっぱいのプロジェクト～

１０５ 三重県 津北商工会 株式会社　野田米菓 自社開発による、みえの海、山を練り込んだ「伊勢乃國地あられ健康シリ-ス゛」

１０６ 三重県 松阪北部商工会（三重県） 三愛技術開発株式会社 地震自動門扉解錠装置の開発

１０７ 富山県 小矢部市商工会 エコ-ウッド富山株式会社 県産杉ﾛ-ﾀﾘ-単板による高意匠内装ﾊﾟﾈﾙの開発、生産販売

１０８ 富山県 富山市八尾山田商工会 ウラヤマ考業 安全性に優れ、繰り返し何度も使える止具、ビ-ズバンド(結束バンド)の開発

１０９ 富山県 富山商工会議所 株式会社Teeth　Ai　ティ-スアイ 口腔内つぼ刺激による誤嚥性肺炎及び認知症予防ｻ-ﾋﾞｽ開発事業

１１０ 富山県 富山商工会議所 株式会社サカノENG． 高齢者に適した新型耳式体温計の開発

１１１ 石川県 表征史合同税理士事務所 浅倉紙業　株式会社 和紙を活用した水引のリメイクによる新用途開発計画

１１２ 石川県 表征史合同税理士事務所 株式会社　ヘルス マシュマロ型入浴剤の新製品開発計画

１１３ 石川県 津幡町商工会 (株) 高倉製菓 石川県の伝統工芸品である金箔と地元特産品の野菜を使用した和菓子開発

１１４ 石川県 野々市市商工会 株式会社　グラスヒュッテ・オダ 純度99．99％の金沢箔を使った表札等の開発事業
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