平成３１年度 ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金
関東ブロック 採択案件一覧（25件：63者）
（受付番号順）
受付番号

ブロック

申請者名称
幹事企業：太陽工業株式会社

1 3161110001

関東ブロック
連携先１：株式会社エンインダストリーズ
幹事企業：株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ

2 3161110002

関東ブロック
連携先１：株式会社山本製作所
幹事企業：株式会社みやま

3 3161110003

関東ブロック
連携先１：バーズィスジャパン株式会社
幹事企業：株式会社フジムラ製作所

4 3161110004

関東ブロック
連携先１：株式会社池沢製作所
幹事企業：株式会社坂場商店

5 3161110005

関東ブロック
連携先１：三協商事株式会社
幹事企業：株式会社ナナミ

6 3161110009

関東ブロック

連携先１：株式会社名静
連携先２：株式会社アイ企画
幹事企業：株式会社オフィスエフエイ・コム

7 3161110010

関東ブロック
連携先１：株式会社Ｐｈｏｘｔｅｒ
幹事企業：エヌ・エス・エス株式会社

8 3161110011

関東ブロック

連携先１：株式会社機電
連携先２：株式会社山口製作所
幹事企業：株式会社イーストンテック

9 3161110012

関東ブロック
連携先１：有限会社シオヤハウス
幹事企業：株式会社日本クロス圧延
連携先１：有限会社小林製作所

10 3161110015

関東ブロック

連携先２：有限会社岩井製作所
連携先３：株式会社佐藤製作所
連携先４：有限会社丸一超硬
幹事企業：株式会社神戸工業試験場

11 3161110016

関東ブロック
連携先１：株式会社野上技研
幹事企業：モモセ重工業株式会社

12 3161110018

関東ブロック
連携先１：木村スチール工業株式会社
幹事企業：有限会社ネット企画

13 3161110019

関東ブロック
連携先１：株式会社アドミル
幹事企業：光和衣料株式会社

14 3161110020

関東ブロック

法人番号
幹事企業：
9100001018460
連携先１：
7200001023114
幹事企業：
1040001081596
連携先１：
6240001038654
幹事企業：
9100001019228
連携先１：
2100001019481
幹事企業：
5030002111036
連携先１：
1030001073693
幹事企業：
2050001001057
連携先１：
4110001002195
幹事企業：
3080001003917
連携先１：
6080001005217
連携先２：
7080001000027
幹事企業：
4060001014881
連携先１：
2120901039016
幹事企業：
6110001025319
連携先１：
4110001022350
連携先２：
9110001025514
幹事企業：
8060001023409
連携先１：
9060002016476
幹事企業：
7040001059389
連携先１：
8060002020099
連携先２：
5040002037602
連携先３：
7013201002352
連携先４：
8030002015473
幹事企業：
1140001014570
連携先１：
3013201004542
幹事企業：
6021001022843
連携先１：
4021001025113
幹事企業：
6040002047856
連携先１：
9012801017931
幹事企業：
4030001031104

連携先１：クラオアパレル
幹事企業：株式会社３Ｄ
15 3161110022

関東ブロック
連携先１：株式会社パドム
幹事企業：株式会社Ｍ’ｓ Ａｒｔ

16 3161110023

関東ブロック

幹事企業：
7040001084098
連携先１：
4010701023063
幹事企業：
2020001129405

連携先１：Ｓｗａｙ Ｄｅｎｔａｌ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
幹事企業：
9100002031231
連携先１：
連携先１：有限会社黒栄工業
3100002028142
幹事企業：
幹事企業：有限会社高塚塗装
7100002016820
連携先１：株式会社長野エン・ベー・エム・ファク 連携先１：
トリー
3100001011529
連携先２：平田製作所
幹事企業：
幹事企業：株式会社パパラボ
2080402010240
連携先１：
連携先１：武蔵オプティカルシステム株式会社
8030001010343
幹事企業：
幹事企業：株式会社フジユキ
4020001064666
連携先１：
連携先１：株式会社シーエィディプロダクト
5013301026393
幹事企業：
幹事企業：株式会社農
7040001077390
連携先１：
連携先１：株式会社せんのは
2040001095554
連携先２：
連携先２：株式会社農亜
6040001091946
連携先３：
連携先３：株式会社寿
2040002080043
連携先４：
連携先４：有限会社大久保商店
1040002059625
幹事企業：株式会社寿精工
17 3161110025

18 3161110027

関東ブロック

関東ブロック

19 3161110030

関東ブロック

20 3161110033

関東ブロック

21 3161110036

関東ブロック

事業計画名

認定支援機関名

幹事企業：特定非営利活動法人
超精密冷間鍛造プレスの不良０を目指す無線式センサーと 諏訪圏ものづくり推進機構
監視システム
連携先１：多治見商工会議所
街中キャッシュレス決済ニーズを取り込む最先進コインランド 幹事企業：株式会社千葉銀行
リー開発
連携先１：株式会社広島銀行
データ共有活用による高精度ＰＰＳ樹脂金型立ち上げの効
率化

幹事企業：茅野商工会議所
連携先１：茅野商工会議所

技術データの企業間連携と製造設備の先進化による一体的 幹事企業：久保田良則
生産体制の構築
連携先１：久保田良則
業界初。日用品卸を繋ぐデータ活用型ホールセールシステ
ム開発事業

幹事企業：株式会社常陽銀行
連携先１：株式会社商工組合中
央金庫
幹事企業：静岡信用金庫

幼児教育の多様化に伴うコーディネートサービス強化のため
連携先１：静岡信用金庫
の企業間連携による試作強化事業
連携先２：静岡信用金庫
ビジョンクラウドシステム導入によるトレーサビリティサービス 幹事企業：株式会社群馬銀行
の開発
連携先１：古泉雷太
幹事企業：株式会社北越銀行
スピンドルＩＯＴデータ情報連携による生産性向上

連携先１：長岡商工会議所
連携先２：小千谷商工会議所

輸送、施工時の負担軽減を図るリサイクルガラス建材のパッ 幹事企業：那須信用組合
ケージ化
連携先１：那須信用組合
幹事企業：公益財団法人千葉県
産業振興センター
連携先１：株式会社足利銀行
企業連携による新素材と製造技術の融合の取り組みと関連
連携先２：千葉県商工会連合会
する生産技術の開発
連携先３：齋藤民治
連携先４：株式会社武蔵野銀行
幹事企業：公益財団法人日立地
区産業支援センター
連携先１：公益財団法人日立地
区産業支援センター
幹事企業：株式会社浜銀総合研
生産管理システムの共有化と現場の生産性向上に基づく新 究所
規金属製品の試作開発
連携先１：株式会社浜銀総合研
究所
老朽化プラント高度利用技術・余寿命検査サービス体制の
確立

３Ｄ足場・地図重畳システムの導入による付加価値と生産性 幹事企業：株式会社千葉銀行
の向上
連携先１：株式会社アルファコ
ンサルティング
幹事企業：株式会社ジェノベー
企業間データ連携による学生服の生産効率化と技能伝承・ ション
差別化の実現
連携先１：株式会社ジェノベー
ション
幹事企業：株式会社リアルコン
矯正歯科治療専用電子カルテと歯科技工とのデータ連携
テンツジャパン
サービス開発
連携先１：株式会社リアルコン
テンツジャパン
幹事企業：株式会社リアルコン
小規模歯科技工所間のデータ連携による大規模歯科技工 テンツジャパン
所との差別化事業
連携先１：株式会社リアルコン
テンツジャパン
協力会社との連携による丸物細軸製品の開発・量産体制の 幹事企業：美斉津晃
構築
連携先１：美斉津 晃
幹事企業：長野県信用組合
販路拡大を目的とした革新的生産スケジュール共有システ
ムの導入

連携先１：長野県信用組合
連携先２：長野県信用組合

超高精密特殊光学フィルタを中心とした４Ｋ２次元色彩計の 幹事企業：浜松信用金庫
事業化
連携先１：株式会社武蔵野銀行
プリント配線板の加熱穿孔・切削技術の開発および生産性
向上

幹事企業：さわやか信用金庫
連携先１：巣鴨信用金庫
幹事企業：大嵩正博
連携先１：大嵩正博

生産者と消費者をつなぐタブレットを使った地域密着型宅配
連携先２：大嵩正博
事業
連携先３：大嵩正博
連携先４：大嵩正博

平成３１年度 ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金
関東ブロック 採択案件一覧（25件：63者）
（受付番号順）
受付番号

ブロック

申請者名称
幹事企業：エスケイＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社

22 3161110037

関東ブロック
連携先１：株式会社カタチ・カンパニー
幹事企業：ＬＢＭデータ株式会社

23 3161110038

関東ブロック
連携先１：トリノ・ガーデン株式会社
幹事企業：株式会社ＦＳ－Ｔｒａｄｉｎｇ
連携先１：株式会社ＤＩＧＬＥＥ

24 3161110042

関東ブロック

連携先２：株式会社ＪＡＳ
連携先３：ハクダイ食品有限会社
連携先４：有限会社与助丸商店
幹事企業：株式会社ディプラス

25 3161110044

関東ブロック

法人番号
幹事企業：
5011001124501
連携先１：
4120001168622
幹事企業：
5013301042416
連携先１：
9010401091835
幹事企業：
2040001102153
連携先１：
1020001086440
連携先２：
3040001089662
連携先３：
8040002100480
連携先４：
6040002100020
幹事企業：
1010001146294

連携先１：ＬｉｔｔｌｅＷａｒｄｒｏｂｅ
連携先２：合同会社ＬＩＦＥ

連携先２：
9020003013229

事業計画名

認定支援機関名

幹事企業：一般財団法人東京メ
既製のカジュアルウェアをカスタム・オーダー化、「私だけの ザニン基金
１着」製造販売プロジェクト
連携先１：一般財団法人東京メ
ザニン基金
幹事企業：中央ビジネス研究所
位置情報からの人流ＢＩ可視化によるデジタル活用支援サー 株式会社
ビス開発
連携先１：中央ビジネス研究所
株式会社
幹事企業：株式会社千葉銀行
連携先１：千葉県商工会連合会
ＨＡＣＣＰ認証取得「農漁業連携 高度加工施設」を構築し特
連携先２：千葉県商工会連合会
産物を継承、輸出
連携先３：千葉県商工会連合会
連携先４：千葉県商工会連合会
幹事企業：城南信用金庫
ＩｏＴ技術で配達員の業務管理と健康管理を実現するサービ
連携先１：城南信用金庫
スの構築
連携先２：城南信用金庫

