
№ 交付決定時期 交　付　先　名 家賃補助対象施設 研　究　開　発　内　容

1 1998年度 下期 （有）テクノプロモーション 東葛テクノプラザ
コンピューター等卸業・ソフトウエア資材
等の開発、輸出入・卸売

2 2000年度 下期 ナノキャリア（株） 東葛テクノプラザ 医薬品、医療用具の研究・開発及び製造

3 2000年度 下期 （有）玄工房 ＷＢＧマリブイースト
情報サービス業、コンピューターソフトウ
エアの開発

4 2001年度 上期 （有）ジェリーフィッシュ 幕張ビジネスポート
通信販売業、インターネット利用の情報収
集・提供

5 2001年度 下期 コムアレイ（株）
千葉県ソフトインキュ
ベーションセンター

パソコン用クラスタシステムの開発

6 2002年度 上期 アイスマップ（有） ＷＢＧマリブイースト
多人数共有型表示装置を利用した教育用コ
ンテンツの開発

7 2002年度 下期 ＩＴＳ工房（株）
富士見ビジネスインキュ
ベート

建築内装工事施工関連のＩＴ化

8 2003年度 上期 （有）プラネットコム いちかわ情報プラザ 地域情報集積・配信及び公開システム構築

9 2003年度 下期 （株）デジオス
富士見ビジネスインキュ
ベート

三次元ＣＡＤデータ検証・修正ツール開発

10 2003年度 下期 （株）エスタ 東葛テクノプラザ
携帯電話対応の雇用促進「わくわくシステ
ム」の開発

11 2003年度 下期 （有）エフシステムズ 東葛テクノプラザ
ＶｏＩＰによるコンタクトセンター･フレー
ムの開発

12 2004年度 上期 （有）ジーウェイブ
富士見ビジネスインキュ
ベート

千葉市における地域コミュニティサイト
サービス

13 2004年度 上期 （有）タタク 東葛テクノプラザ 高齢者用キーボードシステム開発

14 2004年度 下期 アトリエ駒
富士見ビジネスインキュ
ベート

住環境福祉開発コンサルティング

15 2004年度 下期 （有）トリマティス いちかわ情報プラザ 駆動回路一体型高速応答光デバイスの開発

16 2005年度 上期
（有）システムアイデザイン
研究所

千葉県ソフトインキュ
ベーションセンター

健康作りウェブサービス

17 2005年度 下期
（株）フィジックステクノロ
ジー

いちかわ情報プラザ
光学技術をコアとした国内外の最先端製品
の提供

18 2005年度 下期 （株）アトラテックジャパン ＷＢＧマリブイースト
液晶バックライト用インバータ制御用ＬＳ
Ｉと１入力多出力型トランスの製造販売

19 2006年度 上期
（株）プラグマティック・テ
クノロジーズ

いちかわ情報プラザ
Ｗebアプリケーション開発ツール「Ｋ
eifConｓtructor」の開発

家 賃 補 助 金 交 付 先 一 覧 （２０２１年２月末現在）

－ 1／4 － 注）倒産先、廃業先、所在不明先、事業譲渡先等を除く
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20 2006年度 下期 ネット広告（株） いちかわ情報プラザ Ａｄ－ｐｌａｃｅ（アドプレイス）事業

21 2006年度 下期
グローバル・フォト・エクス
チェンジ（株）

富士見ビジネスインキュ
ベート

ＧＰプロジェクト（写真を主とするデジタ
ル静止画像の電子取引市場の創設と運営）

22 2006年度 下期 小泉武史 東葛テクノプラザ 「マックビーム」の新展開事業

23 2007年度 上期 （有）ケアティス
かずさバイオインキュ
ベータ

予防医学推進のための革新的「検査・診
断」法のビジネスモデルの構築

24 2007年度 下期 ＯＳＴ（株） 東大柏ベンチャープラザ
ファントム（模擬生体）の開発・製造及び
それらに関する装置の開発

25 2007年度 下期 （株）ハンズ
千葉市ビジネス支援セン
ター

南国の青い海からやってきた「生きている
海水魚と珊瑚」をオフィスへ

26 2007年度 下期
住環境テクノロジージャパン
（株）

ベンチャープラザ船橋
ハイブリッドタイプの空気清浄機（仮称：
プレミアシールダー）の開発事業

27 2007年度 下期 （株）アミンファーマ研究所
千葉大亥鼻イノベーショ
ンプラザ

脳梗塞検査キットの開発・予防医療産業の
開拓

28 2008年度 上期 （株）ヒューマン・タッチ ベンチャープラザ船橋 「うつ病休職復職支援」サービス

29 2008年度 上期 セルジェンテック（株）
千葉大亥鼻イノベーショ
ンプラザ

遺伝子治療用脂肪細胞の実用化による難治
性疾患の治療への貢献

30 2008年度 下期
（株）マトリックスコミュニ
ケーションズ

千葉市ビジネス支援セン
ター

携帯型情報通信端末「Ａ９」シリーズの企
画・販売

31 2008年度 下期 ＣＭＳ（株）
千葉市ビジネス支援セン
ター

ホームページの動態化

32 2008年度 下期 （株）ワイヤレスデザイン ベンチャープラザ船橋
新音声ガイダンス装置とその事業化ビジネ
スモデルの開発

33 2009年度 上期 （有）井田総合研究所 いちかわ情報プラザ
｢マンガで学ぶエコ教室｣（小学校高学年向
け副教材）の制作

34 2009年度 下期 （株）ＰＬＵＳーＹ
千葉市ビジネス支援セン
ター

女性消費者連携型のエリアマーケティング
支援サービス「まなふさ」

35 2010年度 上期 （株）シンシア
千葉市ビジネス支援セン
ター

千葉から「真の人材ビジネスの確立を推
進」（市民権を得られる人材ビジネスの推
進）

36 2010年度 下期 ＣａｎｄｙＧａｒｄｅｎ
千葉市ビジネス支援セン
ター

ビーズフラワービジネスの展開と確立 （教
室の全国展開と作品リース事業）

37 2010年度 下期 （株）グッドライフ
千葉市ビジネス支援セン
ター

中古住宅×リノベーション（リノベーショ
ンという新しい住宅の選択肢の提供）

38 2011年度 上期 （株）ＡＬＢＥＤＯ 東葛テクノプラザ
デジタルサイネージ向けディスプレイシス
テムの試作開発と付加価値創出型ビジネス
モデルの構築

－ 2／4 － 注）倒産先、廃業先、所在不明先、事業譲渡先等を除く
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39 2011年度 上期 アプト（株） 東大柏ベンチャープラザ
高齢者ケア及びオーラルコスメティックを
ターゲットとする新規オーラルケア製品の
開発

40 2011年度 下期 （株）ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 東葛テクノプラザ
レーザー溶接数値化アルゴリズムでのイン
ライン判定システムの製品化

41 2012年度 上期
（株）フライトテックサービ
ス

千葉市ビジネス支援セン
ター

航空機整備補助及び航空機地上取扱作業の
請負（人材派遣業）

42 2012年度 上期 ＫＪＮネクスト（株） 東葛テクノプラザ
街中電力需要予測、家庭向け省エネ診断・
アドバイスエンジンソフトの開発

43 2012年度 上期 （株）エイピス
千葉市ビジネス支援セン
ター

動画を組み込んだショピングサイトのパッ
ケージ商品（ＥＣメディアサイト・ＳＮＳ
管理の一括サービス）

44 2012年度 下期 （株）サンテック 東葛テクノプラザ 農薬及び空中浮遊物除去洗浄機の開発

45 2012年度 下期 エムバイオテック（株）
千葉大亥鼻イノベーショ
ンプラザ

マイコプラズマ感染症医療パッケージの提
案およびワクチン開発

46 2013年度 上期
スペクトラ・クエスト・ラボ
（株）

千葉大亥鼻イノベーショ
ンプラザ

分光計測用の波長可変半導体レーザの開発

47 2013年度 上期 カラーズ（合同）
千葉市ビジネス支援セン
ター

コンセプチュアルな空間プロデユース「再
利用による繁栄店づくり」

48 2014年度 上期 （株）池田構造設計
千葉市ビジネス支援セン
ター

潜在需要を掘り起こす構造設計事務所の市
場開拓

49 2014年度 下期
（株）キャリア・ジョセ
フィーヌ

千葉市ビジネス支援セン
ター

千葉市初！ 女性のキャリア開発支援スクー
ル

50 2014年度 下期
（株）パルス電子技術特機事
業部

東大柏ベンチャープラザ
電磁成形用、大電流（100Ａ）高圧半導体ス
イッチの開発

51 2015年度 上期 （株）アニマルハンズ
千葉市ビジネス支援セン
ター

動物用医薬品開発において初の実施施設支
援に特化した受託サービスの確立

52 2015年度 上期 （株）テレマ
千葉市ビジネス支援セン
ター

ファンクラブ管理サービス（業務分析サー
ビス応用編）

53 2015年度 上期 （株）ＳＫＩトレーディング
千葉市ビジネス支援セン
ター

日本初！ 神秘の国「スロベニア」アンテナ
ショップ設立とファンメイク・プロジェク
ト

54 2015年度 下期
（株）ＨＩＧＨ－ＳＴＡＮＤ
ＡＲＤ＆ＣＯ．

千葉市ビジネス支援セン
ター

教育支援業界のニュースタンダード

55 2015年度 下期 （株）けいけい
千葉市ビジネス支援セン
ター

サイトを通してユーザーに良い情報を簡単
に分かりやすく伝える

56 2015年度 下期 （株）心電技術研究所 ベンチャープラザ船橋
心筋梗塞予防のための家庭心電計の開発
（導出心電図技術の応用）

57 2016年度 上期 いろは化粧品 ベンチャープラザ船橋 オリジナル提案化粧品処方の開発

－ 3／4 － 注）倒産先、廃業先、所在不明先、事業譲渡先等を除く
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58 2016年度 上期 （株）Ａ－Ｔｒａｃｔｉｏｎ 東葛テクノプラザ 臓器損傷を未然に防ぐ体腔内センサの開発

59 2016年度 下期 （株）キャリア・ルネサンス
千葉市ビジネス支援セン
ター

「職場の活性化支援」から外部ＥＡＰウイ
ズセルフ・キャリアドッグ受託プロジェク
ト

60 2016年度 下期 （株）トランス・ブリッジ
千葉市ビジネス支援セン
ター

ＭＵＲＡＮ：海外向け多言語ホームページ
の最適化、定額化、ＳＮＳ活用による集客
支援

61 2016年度 下期 （有）ヘルスビジョン
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ
（ＫＯＩＬ）

ペディオコッカス菌配合投薬補助用トリー
ツ開発プロジェクト

62 2017年度 上期 東西総合（株） ベンチャープラザ船橋
半導体製造装置（ＲＦ電源、マッチング
ボックス）の国内修理を実現する

63 2017年度 下期 （株）Ａｌｉｖａｓ
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ
（ＫＯＩＬ）

難治性慢性便秘を治療する革新的低侵襲医
療機器により、生涯の薬剤内服を単回治療
に置き換える事業

64 2017年度 下期 （株）ビュート 幕張ビジネスポート
クルーズ旅行オンライン予約システム構築
プロジェクト

65 2018年度 上期 テクノゲートウェイ（株）
かずさインキュベーショ
ンセンター

抗菌性を実現する「柔らか珪藻土プロジェ
クト」

66 2018年度 上期
（株）ＨＩＲＯＴＳＵバイオ
サイエンス

東大柏ベンチャープラザ
線虫の嗅覚を利用したがん検査「Ｎ-ＮＯＳ
Ｅ」の開発

67 2018年度 上期 （株）あおごち 東葛テクノプラザ
骨伝導スピーカーとセンサーを応用したデ
ジタル無線オーディオの商品化

68 2018年度 下期 （株）エコデシック 東葛テクノプラザ
革新的植物栽培技術を用いた植物工場事業
（システム販売・栽培事業）

69 2018年度 下期 （株）アルガルバイオ 東葛テクノプラザ
微細藻類 3,000株による複数色のカロテノ
イドと長鎖不飽和脂肪酸の大量生産

70 2019年度 下期
トライアングルプロダクツゲ
ルラボラトリー

東葛テクノプラザ
放射線治療における包括的なゲル線量計測
定・解析サービスの提供

71 2019年度 下期
フェノバンス・リサーチ・ア
ンド・テクノロジー（合同）

東大柏ベンチャープラザ
長寿・抗老化医学研究を加速させる実験マ
ウス用小型生体センサーの開発

72 2020年度 上期 （株）ＰａｌｅＢｌｕｅ 東葛テクノプラザ
超小型衛星用水蒸気式推進機のフライトモ
デル開発・製造・試験

73 2020年度 上期 （株）ニチオン ベンチャープラザ船橋
手術器械の再利用を加速する洗浄ソリュー
ション開発プロジェクト

74 2020年度 下期 （株）リーフ・ラボ
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ
（ＫＯＩＬ）

人工光型植物工場を活用した高速育種

75 2020年度 下期 （株）イノビオット ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ
自転車事故の新たな安全対策アプリ
「Ｐｕｄｃｌｅ」（パドクル）

76 2020年度 下期 （株）Ｊｍｅｅｓ 東葛テクノプラザ
解剖構造可視化ＡＩシステムの開発
  ～熟練の眼を全ての外科医に～

－ 4／4 － 注）倒産先、廃業先、所在不明先、事業譲渡先等を除く


