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190 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

191 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

192 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

193 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

194 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

195 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

196 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」

197 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）

198 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

199 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”

200 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

201 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

202 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

203 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

204 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

205 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

206 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

207 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

208 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

助 成 金 交 付 先 一 覧 （直近５年間）

－ 1／3 －



№ 助 成 時 期 交　付　先　名 所　在　地 プ ロ ジ ェ ク ト 名

助 成 金 交 付 先 一 覧 （直近５年間）

209 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！

210 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

211 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

212 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

213 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

214 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

215 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

216 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

217 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

218 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）

219 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”

220 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）

221 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～

222 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

223 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

224 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

225 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

226 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

227 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
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228 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

229 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

230 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」

231 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

232 2022年度 上期 リンクメッド（株） 千葉市稲毛区
千葉県発放射性治療薬による革新的「見える」がん
治療法の事業化

233 2022年度 上期 Ａ＆Ｍグループ（株） 千葉市美浜区
世界初のIoT技術を活用したサウンドプラットフォー
ムビジネスへの挑戦

234 2022年度 上期 いぬいくら（株） 柏市
アクアポニクスを活用した希少海苔製販一貫体制の
確立

235 2022年度 上期 ＩＮＯ（株） 四街道市
千葉発ドッグフードブランド「ｓｈｉｎ」の研究開
発・製造・加工・販売体制の構築

236 2022年度 上期 （株）Ｈｅｌｔｅ 柏市 Ｓａｉｌプロダクト広告販路拡大

237 2022年度 下期 （株）Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ 千葉市中央区
自社開発の産業用ドローン「IBIS］における狭小空
間の点検ソリューション事業

238 2022年度 下期 （株）ＦｕｔｕｒｅｄＭｅ
東京都中央区
（柏市）

ＣＡＮＤＤＹプラットフォームで未来の個の薬づく
りへの挑戦

239 2022年度 下期 （株）イルミナ 船橋市
透明導光板による３Ｄイルミネーションパネルの開
発

240 2022年度 下期 ＴＵＲＩＮＧ（株） 柏市
ＡＩニューラルネットワーク構築とEnd-to-End深層
学習ベースの自動運転ＥＶ車両開発

241 2022年度 下期 （株）ＳＰＡＣＥ ＷＡＬＫＥＲ
東京都港区
（野田市）

世界初の液体酸素適合複合材タンク開発
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