
東京中央経営株式会社の「ものづくり補助金」 採択実績 

最新平成 30年 6月 29日発表 

平成 29年度補正(平成 30年実施)ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 採択 20件 

都道府県 申請者名称 事業計画明 認定支援機関名 

宮城県 株式会社きちみ製麺 高品質と低価格を両立した新たな白石温麺の開発及び生産体制確立 東京中央経営株式会社 

埼玉県 株式会社旭製菓 高齢者に特化した安全・安心で食べやすい新たなかりんとうの開発 東京中央経営株式会社 

埼玉県 株式会社根上産業 一体成形による電気自動車用リアクトルの開発 東京中央経営株式会社 

埼玉県 株式会社アドニス本澤 空間内の殺菌を行える「紫外線・オゾン発生装置」の試作開発 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社加藤研磨製作所 高精度真円度・円筒度測定による品質保証体制の確立 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社メガ・テクノロジー ＡＩによるヒヤリハット予測・周知システムの開発 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社シー・トゥ・ディ 業務用途での情報収集を効率化する「ＢｔｏＢに特化した企業検索サイト」の構築 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社ワイエムジーワン 意匠性を高めたカーラッピングフィルムの多品種少量生産体制の構築 東京中央経営株式会社 
神奈川県 株式会社アプトシステム 次世代高速認証システムによる介護施設の業務効率化支援サービス 東京中央経営株式会社 

新潟県 昭栄印刷株式会社 短時間・精密断裁作業が可能な自動断裁機開発・導入による生産体制革新 東京中央経営株式会社 

新潟県 有限会社アクア・プロテクター 安全快適性を向上させる折り畳み式移動水洗トイレの試作開発事業 東京中央経営株式会社 

岐阜県 角田紙業株式会社 高品質かつ高級感のある外国人向け西陣織柄おしぼりの開発 東京中央経営株式会社 

愛知県 株式会社シーウィード・ジャパン 独自測定技術を備えた樹脂異物発見機導入によるひじき生産体制革新 東京中央経営株式会社 

三重県 株式会社マザキナ 曲げ加工後の戻りによる誤差を補う、精密曲げ加工金型の製法開発 東京中央経営株式会社 

京都府 株式会社シーエープラント 非常時でも対応可能な低コストの熱併給発電システムの提供 東京中央経営株式会社 

京都府 有限会社創研社 塗装膜厚により生じる寸法誤差を補う、高精度板金加工方法の開発 東京中央経営株式会社 

大阪府 株式会社ジャヴス 稼働状況をＩｏＴで管理する、コインランドリー用ドライ洗浄乾燥機の開発 東京中央経営株式会社 

兵庫県 福本重機械工業株式会社 最新特注切削加工機の導入による宇宙ロケット用タンク製造への進出 東京中央経営株式会社 

徳島県 株式会社ルックス電子 最先端外観検査装置の導入による業界初の超高密度基板の生産実現 東京中央経営株式会社 

福岡県 株式会社キョーワ 最適計量体制と効率的な業務体制の構築を可能にする最新設備の導入 東京中央経営株式会社 

平成 28年度補正(平成 29年実施)革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金 採択 9件 
千葉県 小野莫大小工業有限会社 抗菌性・消臭性の高い高機能生地の開発及び新生地専用設備の導入 東京中央経営株式会社 

東京都 新星冷蔵工業株式会社 「プロパンガス冷蔵庫」の実用化に向けた 可燃性ガスの安全対策の確立 東京中央経営株式会社 

東京都 有限会社新和紙工 安全でロス減少・低コストを実現する新たな中綴じ製本設備の開発 東京中央経営株式会社 

長野県 株式会社大原建設 未熟練者でも低コスト・短期間で施工可能な橋梁ジョイント工法 東京中央経営株式会社 

長野県 株式会社日商印刷 短納期・高品質・環境負荷低減を実現する新印刷機の開発・導入 東京中央経営株式会社 

滋賀県 エムズテック株式会社 米飯を潰さず練らずに、高速で重量計量可能な機器の開発 東京中央経営株式会社 

兵庫県 宏栄スプリング工業株式会社 高抗張力鋼（ハイテン材）の高速コイリング技術の確立 東京中央経営株式会社 

岡山県 三宝有限会社 業界初となる廃棄鉄粉リサイクルによる脱酸素剤原料の生産事業 東京中央経営株式会社 

岡山県 株式会社インテックス 短時間・低コストで正確な処理が可能な産業廃棄物分別体制の確立 東京中央経営株式会社 

平成 27年度補正(平成 28年実施)ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 採択 26件 
北海道 運上船舶工業有限会社 アルミ船溶接の精度・効率アップを可能とする生産体制の確立 東京中央経営株式会社 

北海道 株式会社バーチャルイン 中小企業向けネットショップ広告ツール作成支援システムの開発 東京中央経営株式会社 

宮城県 株式会社佐々木鉄工所 誰でも簡単に高品質・短時間で加工可能なＨ型鋼の溶接部分専用加工 東京中央経営株式会社 

秋田県 株式会社ナラハラ・ニット 洋服の「伸び・縮み」も抑制した高精度裁断 東京中央経営株式会社 

栃木県 丸和産業有限会社 体験型カーレジャーパークの運営 東京中央経営株式会社 

埼玉県 株式会社フジックス 銅棒ブスバーの自動生産ラインシステムの確立 東京中央経営株式会社 

埼玉県 株式会社大山光学 湾曲可能な高精度「光学スケール」製造方法の確立 東京中央経営株式会社 

千葉県 小野莫大小工業有限会社 光沢感があり肌触りが良く洗濯が可能な新たなウール生地の開発 東京中央経営株式会社 

東京都 合同会社プロモベオ 立体形状を有するフレキシブルなポリマー脳電極の製造技術の開発 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社ジーアンドエム 特許技術を活用したインフルエンザ゛除去に優れた室内除菌機の開発 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社加藤研磨製作所 高精度表面形状・表面粗さ評価による品質保証体制の確立 東京中央経営株式会社 

東京都 株式会社メガ・テクノロジー ＩｏＴ技術者の育成環境を構築するクラウドサービスの開発 東京中央経営株式会社 

東京都 飛天ジャパン株式会社 低コスト・高セキュリティな中小企業向け情報漏洩防止システム 東京中央経営株式会社 
神奈川県 有限会社秋山木工 海外に向けて日本の高品質製品・技術の高さを発信する新サービス 東京中央経営株式会社 
神奈川県 株式会社ビーキャット 低コストで安心・安全な多機能ガラス商品の試作開発事業 東京中央経営株式会社 
神奈川県 株式会社フード・シェルパ 一流シェフ手作り高級食品のレトルトでのネット販売 東京中央経営株式会社 

山梨県 株式会社天野ミューテック 高効率・低コストで鉄筋溶接を可能にする最新モデル溶接機の導入 東京中央経営株式会社 

長野県 株式会社レヂトン 切れ味と耐久性をアップさせる可変密度型切断砥石の開発 東京中央経営株式会社 

三重県 天元工業株式会社 高効率かつ低騒音な破砕作業ができる駆動システムの導入 東京中央経営株式会社 

兵庫県 株式会社輝工作所 あらゆる立体カム創生面の高精度３次元形状測定・評価の確立 東京中央経営株式会社 

兵庫県 有限会社ジョイセブン こだわりのスーパーの展開 東京中央経営株式会社 

兵庫県 福本重機械工業株式会社 航空機用エンジンシャフトの高精度での加工を実現する設備の導入 東京中央経営株式会社 

兵庫県 株式会社上原精工 低価格高品質短納期なタービンランナの製造を実現する最新加工機の導入 東京中央経営株式会社 

岡山県 株式会社ＢＯＳＳ 最高級塗料フッ素塗装の低価格事業とカラーシミュレーションでの選択 東京中央経営株式会社 

福岡県 株式会社博多三氣 福岡県特産品である「ラー麦」を１００％使用した製麺ラインの再構築 東京中央経営株式会社 

福岡県 株式会社しんわ食品 生産工程改革による“生もの”食品の迅速な提供 東京中央経営株式会社 

平成 26年度補正：一次 18件、二次 12件。 25年度補正：一次 10件、二次 10件、三次 12件。 



補正予算 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リスト 
  県名 地域振興等機関名(認定支援機関) 支援対象者名 

 

  県名 地域振興等機関名（認定支援機関） 支援対象者名 
 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  86 山梨県 甲州市商工会 中央葡萄酒株式会社 

 2 北海道 札幌商工会議所 株式会社アイコンズ  87 山梨県 甲州市商工会 ユウアイ電子工業株式会社 

 3 北海道 伊達商工会議所 株式会社 中井英策商店  88 山梨県 甲府商工会議所 太冠酒造株式会社 

 4 北海道 函館商工会議所 株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ  89 山梨県 甲府商工会議所 マイクロ・イ-・エム・エス有限会社 

 5 北海道 明治通り税理士法人札幌事務所 立正海産  90 山梨県 中央市商工会 株式会社ＴＯＳＨＩＮ 

 6 北海道 紋別商工会議所 出塚水産株式会社  91 山梨県 韮崎市商工会 株式会社 フュ-チャ-ズクラフト 

 7 岩手県 大槌商工会 ベニマル  92 山梨県 笛吹市商工会 田舎割烹 江戸屋 

 8 岩手県 八幡平市商工会 株式会社 肉の横沢  93 山梨県 笛吹市商工会 甲斐食産株式会社 

 9 宮城県 石巻かほく商工会 有限会社タツミ食品  94 山梨県 身延町商工会 浩庵 

 10 宮城県 上杉廣美税理士事務所 株式会社 RDV システムズ  95 山梨県 山梨県商工会連合会 オオタ総合食品株式会社 

 11 宮城県 女川町商工会 復幸まちづくり女川合同会社  96 静岡県 植松経営労務事務所 石神農園 

 12 宮城県 加美商工会 株式会社 星栄商店  97 愛知県 高浜市商工会 株式会社吉浜人形 

 13 宮城県 みやぎ仙台商工会 株式会社伊達の  98 愛知県 野々山育成 株式会社イングカワモト 

 14 秋田県 男鹿市商工会 有限会社 進藤冷菓  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) 

 15 秋田県 藤里町商工会 カネチュウ食品  100 岐阜県 郡上市商工会 株式会社 寅嬉屋 

 16 山形県 上山市商工会 株式会社 アグリパ-ク ZAO  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 

 17 福島県 遠野町商工会 ㈱丸三  102 岐阜県 山県市商工会 建築 シャディ- 

 18 福島県 ビ-ンズふくしま 株式会社 Plainnovation  103 三重県 いなべ市商工会 株式会社 Re･Birth 

 19 福島県 まちづくり喜多方 株式会社 IIE  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 

 20 福島県 四倉町商工会 ロ-ヤル油機株式会社  105 三重県 津北商工会 株式会社 野田米菓 

 21 茨城県 常陸太田市商工会 合名会社山口  106 三重県 松阪北部商工会（三重県） 三愛技術開発株式会社 

 22 栃木県 日光商工会議所 有限会社 チロリン村  107 富山県 小矢部市商工会 エコ-ウッド富山株式会社 

 23 群馬県 大泉町商工会 株式会社ワカキヤ  108 富山県 富山市八尾山田商工会 ウラヤマ考業 

 24 群馬県 昭和村商工会 ほさか農園  109 富山県 富山商工会議所 株式会社 Teeth Ai 

 25 群馬県 沼田市東部商工会 鈴木アップル園  110 富山県 富山商工会議所 株式会社サカノ ENG． 

 26 群馬県 沼田市東部商工会 有限会社ホテルニュ-老神  111 石川県 表征史合同税理士事務所 浅倉紙業 株式会社 

 27 群馬県 東吾妻町商工会 原町新聞販売所  112 石川県 表征史合同税理士事務所 株式会社 ヘルス 

 28 埼玉県 上尾商工会議所 株式会社 文楽  113 石川県 津幡町商工会 (株) 高倉製菓 

 29 埼玉県 荒川商工会 もっちゃん  114 石川県 野々市市商工会 株式会社 ｸﾞﾗｽﾋｭｯﾃ・ｵﾀﾞ 

 30 埼玉県 狭山商工会議所 （有）アイ電気  115 石川県 野々市市商工会 ビストロ ウールー 

 31 埼玉県 富士見市商工会 株式会社 Ａｒｎｏ  116 石川県 野々市市商工会 株式会社みやもり 

 32 埼玉県 三郷市商工会 株式会社 ヒ-ト  117 福井県 あわら市商工会 エンドウ建材 

 33 埼玉県 寄居町商工会 株式会社 荻野商店  118 福井県 あわら市商工会 株式会社ささはら 

 34 千葉県 千葉商工会議所 ト-フナ映像株式会社  120 福井県 坂井市商工会 株式会社西洋菓子倶楽部 

 35 東京都 朝日信用金庫 株式会社ﾚｿﾞﾅﾝﾂ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ  121 福井県 福井 北商工会 株式会社パンテス 

 36 東京都 株式会社ウィレコンサルティング 株式会社 RETOWN  122 福井県 福井 北商工会 有限会社 ホリエアルミ 

 37 東京都 株式会社会社業務研究所 アルケア株式会社  123 福井県 福井西商工会 内田製材所 

 38 東京都 株式会社会社業務研究所 大真実業株式会社  124 福井県 福井 東商工会 アスワオ-ト株式会社 

 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  125 福井県 福井 東商工会 有限会社 青山 

 40 東京都 小金井市商工会 株式会社グランマオフィス  126 福井県 福井 東商工会 有限会社 庭研ふくい 

 41 東京都 西京信用金庫 株式会社アリア  127 滋賀県 高島市商工会 農業組合法人 箱館フーズ 

 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  128 滋賀県 高島市商工会 有限会社 マキノ製作所 

 43 東京都 芝信用金庫 株式会社 AGUA JAPAN  129 滋賀県 高島市商工会 山本工房 

 44 東京都 THINK AGAIN 実行委員会 紅梅食品工業株式会社  130 滋賀県 多賀町商工会 株式会社 ケレスたなか 

 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-  131 滋賀県 彦根商工会議所 ナナ プラス 

 46 東京都 中小企業・地域活性化センタ- かわしま屋  132 滋賀県 竜王町商工会 株式会社みらいﾊﾟｰｸ竜王 

 47 東京都 調布市商工会 北川電機株式会社  133 京都府 辻本真也税理士事務所辻本 真也 ウェルコ株式会社 

 48 東京都 東京経営診断士会 株式会社鈴富  134 奈良県 斑鳩町商工会 サンユ-設備 

 49 東京都 東京税経センタ- ドリ-ムム-ビ-株式会社  135 奈良県 田中会計事務所・田中俊男 国広産業株式会社 

 ● 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  136 大阪府 木村公認会計士事務所 株式会社 川嶋建設 

 ● 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  137 大阪府 栗谷会計事務所 有限会社ﾊﾞﾓｽｶﾝﾊﾟﾆｰ 

 ● 52 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社 KOHDEN  138 大阪府 檀 成俊 株式会社 ホット 

 ● 53 東京都 東京中央経営株式会社 佐用自動車株式会社  139 大阪府 寺島義雄税理士事務所 株式会社住まい創造舎 

 ● 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  140 大阪府 松原商工会議所 株式会社ブラザーテック 

 ● 55 東京都 東京中央経営株式会社 株式会社住まい工房  141 大阪府 松本鉄平税理士事務所 株式会社ｎｅｕ 

 ● 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  142 兵庫県 食育サポ-ト研究所 西淡まちづくり株式会社 

 ● 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  143 兵庫県 丹波市商工会 柏原加工紙 株式会社 

 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  144 兵庫県 但陽信用金庫 高砂西支店 株式会社 高砂産業 

 59 東京都 日本美術文化普及協会 株式会社 港屋  145 兵庫県 西脇商工会議所 大城戸織布 

 60 東京都 バリュ-アップ・ジャパン 有限会社 Smile Maker  146 兵庫県 正木総合コンサル事務所 有限会社サンキュ-フ-ズ 

 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  147 兵庫県 吉川町商工会 有限会社 冨田 

 62 東京都 松本税務会計事務所 株式会社ガイア      

 63 東京都 明治通り税理士法人 有限会社アップライト  190 福岡県 糸島市商工会 ザグ・インスティチュ-ト有限会社 

 64 神奈川 厚木商工会議所 株式会社ＭＡＮＯＩ企画  191 福岡県 北九州商工会議所 株式会社スペ-スデザインモブ 

 65 神奈川 ＬＲパ-トナ-ズ 株式会社ＫＭＣ  192 福岡県 久留米南部商工会 田中製麺 

 66 神奈川 株式会社コンサラ-ト 福永紙工株式会社  193 福岡県 髙栁和浩 ニシモト食品株式会社 

 67 神奈川 澤井税務会計事務所 株式会社リスニ  194 福岡県 髙栁和浩 Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 

 68 神奈川 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  195 福岡県 西岡経営管理事務所 株式会社快適空間FC 

 69 神奈川 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  196 福岡県 西岡経営管理事務所 株式会社 Kan-Z 

 70 新潟県 新井商工会議所 須弥山合同会社  197 福岡県 広川町商工会 有限会社 オオヤブ 

 71 新潟県 小千谷商工会議所 ユニオンフ-ズ株式会社  198 福岡県 広川町商工会 有限会社 坂田織物 

 72 新潟県 神林商工会 ㈱かみはやし食絆  199 福岡県 福岡商工会議所 レディ-ス鍼灸ことう 

 73 新潟県 長岡商工会議所 株式会社 たべたがり  200 福岡県 みやこ町商工会 豊津まちづくり有限会社 

 74 新潟県 長岡商工会議所 株式会社 江口だんご  201 福岡県 宗像市商工会 株式会社アルバ-ト 

 75 新潟県 広神商工会 ドリ-ムフィッシュ  202 長崎県 まちづくり屋 株式会社 アステイク 

 76 新潟県 妙高商工会 うぐいすの初音  203 熊本県 甲佐町商工会 合資会社 池田製菓舗 

 77 長野県 佐久穂町商工会 八千穂漁業  204 熊本県 甲佐町商工会 パン工房ふうさん 

 78 長野県 志水達也税理士事務所 株式会社 トキワ  205 熊本県 山鹿市商工会 （有）原田食品製造所 

 79 長野県 下諏訪商工会議所 諏訪湖時の科学館 儀象堂  206 大分県 日田地区商工会 株式会社 おおやま夢工房 

 80 長野県 下諏訪商工会議所 ロジカル・ワ-クス株式会社  207 鹿児島 かごしま市商工会 株式会社 池信商事 

 81 長野県 諏訪商工会議所 有限会社ケルビム  208 鹿児島 曽於市商工会 有限会社 大成畜産 

 82 山梨県 市川三郷町商工会 Vｅｇgie のっぷい  209 鹿児島 垂水市商工会 株式会社竹之内組 

 83 山梨県 A-MEC 株式会社 株式会社ギリオン 
 210 鹿児島 長島町商工会 夢一水産 

 84 山梨県 A-MEC 株式会社 株式会社クオファ-ム  211 沖縄県 沖縄商工会議所 株式会社ジョイリー 

 85 山梨県 A-MEC 株式会社 甲陽電気      

 

全 211件（中小企業庁ホームページより） 東京中央経営㈱ 全国 1位 
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