
№ 助 成 時 期 交　付　先　名 所　在　地 プ ロ ジ ェ ク ト 名

1 1998年度 下期 ナプソン（株） 東京都江東区 半導体製造過程の測定器の開発・製造・販売

2 1998年度 下期 ナノキャリア（株） 東京都中央区 医薬品、医療用具の研究開発、製造

3 1999年度 上期 ナノテック（株） 柏市 各種コーティング材の研究開発・製造

4 1999年度 上期 シンユー技研（株） 船橋市 流体機器・システム製造

5 1999年度 下期 （株）エス・エス・ティ 八千代市 電子機器・装置の設計・製造・販売

6 1999年度 下期 （株）平田精機 市川市 精密機器・医療用機器の製造販売

7 1999年度 下期 （株）アクティブブレインズ 千葉市美浜区 パソコン教室のフランチャイズ展開

8 2000年度 上期 メディエックステック（株） 松戸市 マイクロフォーカスＸ線装置の製作

9 2000年度 上期 （株）船橋建築設計事務所 船橋市 耐水性ダンボールを用いた住宅基礎型枠の開発

10 2000年度 上期
（株）マイクロテック・ニチ
オン

船橋市 ＤＮＡチップと読取装置の開発

11 2000年度 下期 エヌティーダブリュー（株） 柏市
道路安全施設・用品製造販売、高機能樹脂・加工品
製造販売

12 2000年度 下期 （株）かっぺ 千葉市中央区 レンタルサーバシステム構築業

13 2001年度 上期 （株）サヤ 船橋市 デジタル・アナログ混在ＩＯボードの開発・製造

14 2001年度 上期 （株）サテライトオフィス 東京都江東区
e-BuSineSSソリューションパッケージ・e-CRMパッ
ケージ開発

15 2001年度 上期 （株）ダイナコム 千葉市美浜区
バイオインフォマティクス（生命情報科学）製品開
発

16 2001年度 上期
（株）モノベエンジニアリン
グ

千葉市花見川区 遺伝子配列管理ソフトウェアー開発

17 2001年度 下期 （株）ケンテック 横浜市青葉区 完全密閉型洗浄装置の開発

18 2001年度 下期 千葉機械工業（株） 柏市
高機能フィルム・光学用フィルム向けスリーブタッ
チ方式成形装置の開発

19 2001年度 下期
（株） フューチャーリンク
ネットワーク

船橋市
次世代型地域コミュニティー構築とコンテンツ供給
事業
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20 2001年度 下期
（株）スカラベ・コーポレー
ション

千葉市花見川区 ２ヘッドハードディスク装置の開発

21 2001年度 下期 （株）ソニックデザイン 千葉市中央区
車載用エンクロージャーボックス・スピーカーの開
発

22 2002年度 上期 （株）フォーエスメディカル 柏市
患者の精神及び肉体的負担の少ない次世代型創外固
定具の開発

23 2002年度 上期 （株）メカ 白井市 使用済み食用油の完全精製システムの開発

24 2002年度 上期 （株）デクシス 船橋市 画像処理エンジンの開発（フェーズ１）

25 2002年度 上期 社会福祉法人 ひまわりの里 佐倉市 ケアタウン２１構想の実現

26 2002年度 下期 （株）ＳＮＴ 神奈川県川崎市 ナノ構造制御による透明鮮度保持フィルムの開発

27 2002年度 下期
（株）バイオマトリックス研
究所

流山市
超高感度ＤＮＡチップによる分化誘導遺伝子の網羅
的同定

28 2002年度 下期 ネプラス（株） 印西市
裸眼立体表示のための３次元コンテンツ生成ソフト
ウェア開発

29 2003年度 上期 （株）ナノ炭素研究所 長野県上田市 高純度超分散ナノダイヤモンド製造技術開発

30 2003年度 上期 （株）マーキュリーシステム 柏市 ３Ｄ Ｓｅｔ Ｔｏｐ Ｂｏｘの開発

31 2003年度 上期 （株）シーネット 船橋市 物流システムのＡＳＰサービスの提供

32 2003年度 下期 （有）ＲＰＧテクニクス 茂原市
ランダムパルス発生器（ＲＰＧ）を使用した電子錠
の基本回路開発・試作

33 2003年度 下期 （株）河野製作所 市川市 超微細手術への道を開く新医用器具の開発

34 2004年度 上期 （株）エーディエス 柏市
動画データベース作成･配信機器開発販売及び関連
サービス事業

35 2004年度 上期
アシザワ・ファインテック
（株）

習志野市 スクリーン別駆動型ビーズミルの開発及び製品化

36 2004年度 上期 （株）アトラス 千葉市中央区 疲労亀裂の革新的サイジング手法の研究開発

37 2004年度 下期
（株）イサカエンタープライ
ズ

松戸市 廃プラスチック（ＰＰ/ＰＥ）の再資源化

38 2004年度 下期 ケメット・ジャパン（株） 東京都品川区
ケメット社製酸化セリウム樹脂プレートの研磨技術
開発及び販売
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39 2004年度 下期 （株）ＫＯＮＮＯＰＲＯ 八千代市 サイレント型無振動コアドリルの開発

40 2004年度 下期
システムエンジサービス
（株）

千葉市花見川区
小規模型ＶＯＣ（揮発性有機化合物）回収装置の開
発

41 2004年度 下期 （株）エコジャパン 千葉市緑区 浄化装置を組み込んだ水景設備事業

42 2005年度 上期 （株）ＡＳＭ 柏市 環動高分子ゲルの事業化

43 2005年度 上期 （株）山忠 木更津市 新製品ＵＶＡ＆Ｂ＋Ｃの販路の確立

44 2005年度 下期 セルジェンテック（株） 千葉市中央区
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

45 2005年度 下期 ガラスリソーシング（株） 銚子市
地震液状化対策材料としての「サンドウェーブＧ」
（商品名）適正評価事業

46 2005年度 下期 （株）アトラテックジャパン 大網白里市
液晶バックライト用インバータ制御用ＬＳＩと１入
力多出力型トランスの製造販売

47 2005年度 下期 （株）トリマティス 市川市
高速応答増幅器（オートゲインコントローラ：ＡＧ
Ｃ）の開発

48 2006年度 上期 （株）天然素材探索研究所 神奈川県川崎市
遺伝子導入マウスの飼育ならびに繁殖と医薬品・機
能性食品の有効性評価

49 2006年度 上期 バイオクルーズ（株） 東京都中央区 中枢神経再生薬の開発事業

50 2006年度 下期 ジェイケミカル（株） 東京都文京区
防腐・防菌・消臭フィルムを活用した遺体長期保存
袋の製造

51 2006年度 下期 （株）アミンファーマ研究所 千葉市中央区 脳梗塞検査キットの開発：予防医療産業の開拓

52 2006年度 下期 （株）スタージェン 東京都台東区
ゲノム情報活用のための遺伝統計学に基づく統計解
析受託サービス

53 2007年度 上期 ｉＭｅｄ Ｊａｐａｎ（株） 習志野市 体内埋め込み式人工心臓開発・実用化プログラム

54 2007年度 上期 インフォカート（株） 千葉市中央区
無料公開情報サイト、メールマガジン無料配信シス
テムの新規導入他

55 2007年度 上期
（株）フィジックステクノロ
ジー

市川市
非接触型超小型形状測定ヘッド（ＰＬＵ2300）を用
いた機上測定装置の開発

56 2007年度 下期 （株）セリッシュエフディ 千葉市中央区
セ・リッシュＰＧxプロジェクト（癌のテーラーメー
ド治療用のＰＧx診断システムの開発

57 2007年度 下期 再資源開発（株） 市川市 廃汚泥のリサイクル工法
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58 2007年度 下期
住環境テクノロジージャパン
（株）

東京都千代田区
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

59 2007年度 下期 ネッパジーン（株） 市川市
培養細胞用エレクトロポレーターの開発に伴うプロ
トコールの確立

60 2008年度 上期 本田ひかり技研 四街道市
ビデオガイド作業用立体映像ディスプレイシステム
の開発

61 2008年度 上期 （有）エフシステムズ 松戸市
中小企業向けフィールドサービス支援ソリューショ
ンの開発・評価

62 2008年度 上期 （株）カタリメディック 船橋市
ＴＯＣ値（水溶性有機炭素含有量）の低い高純度人
工骨の開発製造

63 2008年度 上期 （株）ＭＰＳ 千葉市花見川区
大面積ダイヤモンド気相合成用の熱フィラメントＣ
ＶＤ装置の開発

64 2008年度 下期 アクティブ販売（株） 千葉市中央区 精米加工生産履歴システム

65 2008年度 下期 （株）栄和紙器 千葉市緑区
食の安全性とＣＯ₂削減を実現した食品「Safety－
Ecoカート」

66 2008年度 下期 （株）有備 千葉市花見川区 多機能型防災倉庫「レスキュートランク 震之助」

67 2009年度 上期 エレコン科学（株） 千葉市若葉区 高倍率浮遊細胞固定インジェクター装置の開発事業

68 2009年度 上期 （株）エイシル 千葉市中央区
「セミオーダーシステム」を始めとする自社開発商
品（ソフト、システム）の企画、開発、販売

69 2009年度 上期 ＯＳＴ（株） 柏市 超音波ファントム（模擬生体）の開発事業

70 2009年度 上期 （株）ルーフィ 東京都中央区
ネットスーパー支援デリバリシステム構築プロジェ
クト

71 2009年度 下期 （株）ビズウインド 東京都千代田区
保育園・幼稚園向け児童管理・父兄連絡システムの
開発事業

72 2009年度 下期 ファインセンシング（株） 船橋市 多接合型太陽電池用評価装置の開発

73 2010年度 上期 Ｔ．Ｄ．Ｓ（株） 市原市
生ごみを固形残渣や炭酸ガス・臭いを発生させず、
99％以上蒸留水に変えて排出する、高処理能力型
「触媒分解式生ごみ処理機」の開発

74 2010年度 上期
ブルームジャパンネットワー
ク（株）

袖ヶ浦市
海外向け花き輸出における独創的ビジネスパッケー
ジの総合的開発

75 2010年度 上期 ジーンフロンティア（株） 柏市
バイオ医薬開発のための再構成型無細胞蛋白質合成
系の高度化および事業化

76 2010年度 上期 （株）モルフォス研究所 印西市
めがねレンズ用ナノコーティング事業（新規アフ
ターマーケットの創出）

－ 4／9 － 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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77 2010年度 上期 （株）アロマックラボ 柏市
西陣織光ファイバー（マックビーム）を使った光装
飾製品の既製品化事業

78 2010年度 下期 （株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区
水撃現象を応用したアオコ処理に関する研究並びに
処理システムの事業化

79 2010年度 下期 （株）プロビデント 流山市
金属対応も可能な紙製ＩＣタグラベル｢メタルアタッ
チⓇ｣の拡販

80 2010年度 下期 テクノサイエンス（株） 柏市 ペプチド性医薬品の注射から経口への応用

81 2011年度 上期
（株）エイ･オー･テクノロ
ジーズ

柏市
情報検出デバイス｢ＳＬＩＤ｣のライセンスビジネス
創出

82 2011年度 上期 （株）ＡＬＢＥＤＯ 流山市
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

83 2011年度 上期 アプト（株） 東京都千代田区
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

84 2011年度 上期
（株）ＢＢＳｔｏｎｅデザイ
ン心理学研究所

千葉市中央区
デザイン心理学を用いた科学的知見に基づくデザイ
ン提案/検証/コンサルティング

85 2011年度 上期 ＦＴＢ研究所（株） 野田市 太陽電池用結晶特性改善

86 2011年度 下期
ロイアルエンジニアリング
（株）

我孫子市 エコ成形用「断熱金型」の開発及び製品化

87 2011年度 下期 （株）ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 柏市
レーザ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

88 2011年度 下期 （株）オプティ 香取市
光化学性を大幅に改善した千葉県発高出力レーザ用
光コネクタの商品化

89 2011年度 下期
（株）プロテイン・エクスプ
レス

木更津市
新規免疫測定素子Ｑ-ｂｏｄｙに基づく麻薬・覚せい
剤の現場検知システムの開発事業

90 2012年度 上期 （株）Ａ－ＣＬＩＰ研究所 千葉市中央区
急性糸球体腎炎のバイオマーカー検出用フィルター
の開発

91 2012年度 上期 （株）ベルリング 横浜市港北区 消防車用の新しい電動油圧式梯子昇降装置の開発

92 2012年度 下期 フルトラム（株） 市川市
低侵襲手術で必要とされている、手術器具固定用デ
バイスの開発

93 2012年度 下期 （株）ステイグリーン 木更津市
東南アジア向け良食味・多収・病害虫抵抗性イネ短
粒種の育成

94 2013年度 上期 千葉エコ・エネルギー（株） 千葉市稲毛区
エネルギーマネジメントシステム（ISO 50001）普及
プロジエクト

95 2013年度 上期 （株）サーマス 市川市 農畜産物の健康機能性評価とその認証サービス

－ 5／9 － 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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96 2013年度 上期 （株）アーティエンス･ラボ 茂原市
世界初「動く３Ｄ力ラーホログラム」のライト組込
型製品の開発及び実用化

97 2013年度 上期 （株）ワイヤレスデザイン 船橋市 高機能版音声ガイドシステム開発

98 2013年度 下期 コヨミ（株） 千葉市中央区
スマートフォン向け広告連動型カレンダー及び広告
配信と予約システムの開発と販売

99 2013年度 下期
ファインガラステクノロジー
ズ（株）

千葉市美浜区 光ファイバテーパーモジュールの開発・製造・販売

100 2013年度 下期 （株）コモンズ 千葉市若葉区
経済性の高い業務用芳香機によるストック型精油ビ
ジネスのグローバル展開

101 2014年度 上期
ＣＯＮＮＥＸＸ ＳＹＳＴＥＭ
Ｓ（株）

京都府相楽郡
異種電池の結合による革新電池「バインド電池」の
開発及び量産化

102 2014年度 上期 まくら（株） 柏市
千葉県産の落花生の殻を使用した「枕」の開発及び
販売事業

103 2014年度 上期 清見台カフェ 木更津市
「江戸前海苔パウダー」「マイクロアグリ」介護食
品＆機能食品

104 2014年度 上期 （株）風土食房 我孫子市 農家さん御用達の農産物加工サービスプロジェクト

105 2014年度 下期
（株）ハニック・ホワイトラ
ボ

東京都千代田区
口腔内の抗菌作用を伴った歯のコーティング剤の開
発並びに商品化

106 2014年度 下期
（株）フライトテックサービ
ス

千葉市中央区
①日本初の航空機整備作業及び航空機地上取扱作業
への人材派遣事業、②航空業界への人材紹介事業

107 2014年度 下期 （株）リオ 木更津市
燻製調味料（醤油ほか）による海外展開および連続
処理式燻製装置の開発検討

108 2015年度 上期 （株）シー・ヴィ・リサーチ 市川市
パワー半導体用ダイアモンド基盤製作の為のダイア
モンド膜高速合成技術の確立による基板製造事業

109 2015年度 上期 （株）ア・ファン 習志野市
犬型ロボット（ＡＩＢＯ）に特化したクラウドプ
ラットフオームの構築

110 2015年度 上期
スペクトラ・クエスト・ラボ
（株）

千葉市中央区
蛍光顕微鏡・ラマン分光用の多波長レーザ光源の開
発

111 2015年度 下期 （株）Ｌ＆Ｆ 千葉市中央区 日本空き家サポート

112 2015年度 下期 東京デリカテッセン（株） 旭市 新しい事業者間ネットワークによる食の６次産業化

113 2015年度 下期
（株）オーダーメードメディ
カルリサーチ

柏市 独創的な抗体作製技術よる新規抗体医薬の作製

114 2015年度 下期 平和技術研究所 富里市
革新的な折りたたみ自転車の開発を通してエコで健
康的なライフスタイルを推進

－ 6／9 － 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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115 2016年度 上期 ＩＭＩＴＥＸ（株） 東京都港区
低コスト化を可能とする反応性オリゴマーを用いた
ポリイミド成形板の開発

116 2016年度 上期
（株）かずさゲノムテクノロ
ジーズ

木更津市
かずさＤＮＡ研究所の独自技術を用いた高効率な安
定細胞株作製技術の確立

117 2016年度 上期
インテリジェント・サーフェ
ス（株）

柏市 素材表面への親水性コーティング技術の開発

118 2016年度 上期 （有）浅草ギ研 いすみ市
ロボット用静音アクアチュエータ（駆動装置）の開
発

119 2016年度 下期 （株）ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ 浦安市
洗剤を一切使用しないコインランドリーのチェーン
展開、並びにＩｏＴの活用でスマートフォンとコイ
ンランドリーを繋ぐ革新的サービス業

120 2016年度 下期 （株）ツインズ 船橋市
結ばない靴紐「キャタピラン」の技術を活かした
ウェア用紐の開発と国内外販路の拡大

121 2016年度 下期 （株）Ｐ．Ｒ．Ａ． 松戸市
半導体製造装置向け「高周波整合器」互換機の開発
製造および新規販売方法の実現

122 2016年度 下期 ＯＮＥ勝浦企業組合 勝浦市 地域資源活用「勝浦マヒマヒプロジェクト」

123 2016年度 下期 （株）人と古民家 千葉市稲毛区 古民家再生による地域創生プロジェクト

124 2016年度 下期
（株）ａｃｏｕｓｔｉｃ－ｗ
ｏｒｌｄ

市川市
高品質で環境にも配慮した「acoustic world」ブラ
ンドカバンの海外販路開拓
～高品質なメイド・イン・ジャパン鞄の世界発信～

125 2017年度 上期 （株）ＤＩＧＬＥＥ 南房総市
地域食材コラボレートの商品開発による地域創生の
実現

126 2017年度 上期 （株）Ｆｌｉｃｋｆｉｔ 東京都目黒区
靴の内側を三次元測定する効率化を図った運用シス
テムの移設

127 2017年度 上期 （株）ＢＡＮ－ＺＩ 千葉市花見川区
環境配慮型の水性錆転換塗料「サビキラーＰＲＯ」
の拡販・普及

128 2017年度 下期 （合同）スタイル 千葉市中央区
２４ｈ完全無人経営システムのレンタルプライベー
トジム

129 2017年度 下期 ミックスコア 流山市 体験型ファッション動画サービスの実現

130 2017年度 下期
ＧＢｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
（株）

東京都渋谷区
発荷主・受荷主の双方に利便性を提供する物流改革
プロジェクト

131 2018年度 上期 テクノゲートウェイ（株） 木更津市 抗菌性を実現する「柔らか珪藻土プロジェクト」

132 2018年度 上期 （株）Ｓｍａｒｔ１１９ 千葉市中央区
スマート１１９プロジェクト
（救急医療情報システムの社会実装）

133 2018年度 上期 （株）ＩＮＧＥＮ 松戸市
地域農産ブランドを持つ自治体・農業法人向け、病
害虫対策分析に特化した農作業管理ＩＴサービスの
展開

－ 7／9 － 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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134 2018年度 上期 （有）バッタネイション 千葉市中央区
デジタル工作機器を用いたオンデマンド家具制作事
業“ＷＡＫＵＧＵＭＩ”

135 2018年度 上期 （株）ダイヤサービス 千葉市花見川区
ドローンを活用した害獣対策の実運用に向けた狩猟
方法確立・専用機体開発・ビッグデータ化

136 2018年度 下期
ハドラスホールディングス
（株）

東京都江東区
ガラスコーティング剤“ハドラス”自動塗布装置の
開発

137 2018年度 下期 （株）ワノケア 千葉市緑区
介護洗髪を手軽に！
使い捨て洗髪用具の開発と販売戦略

138 2018年度 下期 （合同）サンドナイス 成田市
砂浜清掃専用「篩機（ふるいき）」研究開発プロ
ジェクト

139 2019年度 上期 （株）ネクストレベル 勝浦市
ウエットスーツ製造を革新する独自技術による最新
商品の製造と顧客ニーズに柔軟に対応できるＷｅｂ
オーダーシステムの構築

140 2019年度 上期 （株）アルガルバイオ 柏市

カロテロイドおよび長鎖不飽和脂肪酸を大量に含有
するクロレラを主体とする藻類の生産・販売、並び
に、それを実現するための微細藻類の大量培養技術
の確立

141 2019年度 上期 （株）Ｅプラン 船橋市
スーパーアルカリイオン水を用いた金属部品洗浄乾
燥装置の開発

142 2019年度 下期 （株）ポリスフェア 柏市
ポリスチレン系ラテックス（高分子微粒子）の発展
と応用

143 2019年度 下期 （株）海底熟成研究所 千葉市中央区 海底熟成ワインの効果的な熟成方法の研究と販売

144 2019年度 下期 （株）塚本 千葉市中央区
社会のライフラインを繋ぐ燃料備蓄タンクメーカー
として、新たな変革を目指す100年企業の取り組み！

145 2019年度 下期 （株）カーム・ラーナ 千葉市中央区
健康寿命を向上させる！
生涯歩くための携帯型股関節手術台と大学発純国産
インプラントの萌芽的研究

146 2020年度 上期 （株）デベロップ 市川市 「ザ・ヤード」レスキューホテルプロジェクト

147 2020年度 上期
朝日サージカルロボティクス
（株）

柏市
新しい操作インターフェイスによる手術支援ロボッ
トの製品化

148 2020年度 上期 （株）ＰａｌｅＢｌｕｅ 柏市
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

149 2020年度 上期 （株）ニチオン 船橋市
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

150 2020年度 上期 （株）アミンファーマ研究所 千葉市中央区
尿中バイオマーカーによる認知症重症度診断と脳梗
塞・認知症予防薬の開発

151 2020年度 下期 ちば醤油（株） 香取市 工場跡地を活用した地域ハッピープロジェクト

152 2020年度 下期 （株）リーフ・ラボ 柏市 人工光型植物工場を活用した高速育種

－ 8／9 － 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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153 2020年度 下期 （株）イノビオット 千葉市中央区
自転車事故の新たな安全対策アプリ
「Ｐｕｄｃｌｅ」（パドクル）

154 2020年度 下期 つまみかんざし彩野 松戸市 日本の装飾を巡る旅 “つまみ細工×装身具”

155 2020年度 下期 ランフロム（株） 船橋市
「オシエテ．ｍｅ」
（インターネットプラットフォーム事業）

156 2020年度 下期 （株）Ｊｍｅｅｓ 柏市
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～

157 2021年度 上期 新日本繊維（株） 我孫子市 反物質を活用した放射線遮断無機組成物の開発

158 2021年度 上期
ミラックスセラピューティク
ス（株）

東京都千代田区 ＤＰＦタンパク質阻害薬の開発

159 2021年度 上期
（株）トライアングルプロダ
クツ

柏市
小線源治療における
高精度ゲル線量計測定システムの開発

160 2021年度 上期 （株）Seaside Consulting 安房郡鋸南町
国内初、農地を活用した環境配慮型バナメイエビ陸
上養殖事業

161 2021年度 上期 （株）ヘルパーリンク 千葉市花見川区
ご近所さんが家族に代わって見守り代行！
スマホ一つで繋がる、コロナ禍でも安心の、離れて
暮らす親の様子が届くサービス

162 2021年度 下期 （株）あおごち 松戸市
Ｂ２Ｂ市場向けヘルメット装着型ヘッドセット
「addSound」の開発

163 2021年度 下期 Ａ’Ｃｕｌｔｕｒｅ（株） いすみ市 いすみ市大原アワビ陸上養殖事業

164 2021年度 下期 Ｓａｋｅ Ｂａｓｅ（株） 千葉市稲毛区 Ｓａｋｅ Ｂａｓｅ 酒米栽培プロジェクト

165 2021年度 下期 ペナシュール房総（株） 南房総市
南房総の自然が醸す
房総半島のラム酒「ペナシュールＢＯＳＯ」

166 2021年度 下期 （株）カワイチ・テック 東京都葛飾区 無機質凝集浄水剤が起こす持続可能な社会への転用

－ 9／9 － 注）倒産先、廃業先、所在不明先、事業譲渡先等を除く


