平成２９年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
東京都採択案件一覧（589件/592事業者）
公募回 １次公募 ：
列1

受付番号

（受付番号順）
都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1 2913110001

東京都

株式会社八田製作所

4011401005260

自動車燃費向上に寄与する独自製品「クールチューブ」
株式会社エフアンドエム
の生産数拡大要望の実現

2 2913110003

東京都

株式会社博勝堂

8011101017255

新しい製本方法により、製本プロセスの革新を図り、短
株式会社エフアンドエム
納期対応した生産体制の構築

3 2913110005

東京都

有限会社朝日鍍金工場

9011702000039

お椀状の管内面めっき精度の向上と生産性の向上

4 2913110010

東京都

株式会社グローバル測量設計

1011801017164

地下鉄の線路等の測量結果を三次元化し短納期で提供す
株式会社エフアンドエム
る新サービスの展開

5 2913110011

東京都

有限会社坂本抜型

7011802003232

職人技術の見える化を実現し、より高品質な抜型を提供
明和マネジメント税理士法人
する

6 2913110013

東京都

株式会社ＷＡＫＡＺＥ

2010401122464

小型醸造設備導入による、ドブロク醸造設備併設型とい
株式会社荘内銀行
う新たな飲食店業態の開発

7 2913110016

東京都

旭栄研磨加工株式会社

5012701003416

ナノインプリント・スタンプ用石英基板材の革新的製法
多摩信用金庫
の確立と生産体制の構築

8 2913110020

東京都

木村電子工業株式会社

4012801002021

生産プロセス改善により高度な技術要請に応えて取引先
多摩信用金庫
の発展に寄与

9 2913110021

東京都

ＮＳＩ株式会社

6010001089084

次世代監視カメラに対応する高性能監視カメラモジュー
株式会社りそな銀行
ルの開発と提供

10 2913110027

東京都

東京ベルト株式会社

5010501009261

樹脂と金属部品の複雑形状複合品のリバースエンジニア
朝日信用金庫
リング事業の展開

11 2913110032

東京都

株式会社オーケイエス

8011801006508

多様化する自動車エンジン部品製造に不可欠な治具の高
株式会社エフアンドエム
精度・短納期生産体制の構築

12 2913110037

東京都

株式会社クラウディア

7010401008535

ＳＮＳ向けの通販広告を量産する
の運営

バーチャルスタジオ

特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断
協会

株式会社阿波銀行

13 2913110038

東京都

ダイナフロー株式会社

2010701005641

ＩｏＴを利用した顧客価値連動型のポンプ製造販売方式
芝信用金庫
の開発と生産

14 2913110041

東京都

三研工業株式会社

5011801001759

日本の成長産業分野研究開発に寄与する短納期試作品生
株式会社エフアンドエム
産工程の効率化計画

15 2913110042

東京都

国産機械株式会社

3013401000242

紙図面⇒３Ｄデータ活用による生産プロセスの改善

株式会社商工組合中央金庫

16 2913110043

東京都

株式会社アベデザイン

1010901034953

専用ソフト開発による出版校正の効率化及びスマホ問題
城南信用金庫
集の開発

17 2913110044

東京都

株式会社マクサス

2010701027099

即売型アプリを開発・導入し、買取サービス業界で更な
株式会社三井住友銀行
る差別化を

18 2913110045

東京都

ミヤミ工業株式会社

6011401012370

新レーザ溶接機を導入して、生産性を向上し売上利益の
巣鴨信用金庫
拡大をはかる

19 2913110046

東京都

クラウドネット株式会社

3010001151128

ＡＲ技術によるスタックカードアプリ及びＷＥＢ ＡＰ
大東京信用組合
Ｉ試作開発

20 2913110047

東京都

渋木スチール株式会社

6011501012089

最新丸棒切断機（バンドソーマシン）を導入して生産性
一般社団法人板橋中小企業診断士協会
を倍増して売上拡大を図る

21 2913110048

東京都

株式会社ティーエス

4012801007029

誰でも簡単に出来る「業務用全自動ＩＨ調理機」の試作
多摩信用金庫
開発

22 2913110049

東京都

株式会社オピカ

3011301012011

子供の思い出を残すアルバムえほんサービスのＩＴ化に
安達
よる生産性向上

23 2913110051

東京都

横山化成有限会社

3011802008301

臨床実験の正確性を左右する樹脂製品の品質向上と生産
株式会社エフアンドエム
拡大の実現

24 2913110052

東京都

株式会社さくら事務所

8010001082970

業務プロセスを変革し短納期要求に対応するための新業
西武信用金庫
務システムの導入

25 2913110054

東京都

株式会社コンポーズ・ユニ

6010401010343

小ロット印刷物の一貫生産ライン化による付加価値向上
新木
を図る事業

26 2913110055

東京都

櫻井精密工業株式会社

9010801004545

宇宙品質を見据えたアルミ加工スペシャリストのブラン
株式会社八千代銀行
ド確立

27 2913110057

東京都

株式会社いしい旋盤製作所

9010801023306

ガスエネルギー採掘向けに開発中の掘削部品の製造プロ
さわやか信用金庫
セス強化

28 2913110058

東京都

有限会社協和工業所

3011702003410

空調用ドレンホース支持部品を新規開発することで現場
小松川信用金庫
工事の作業性向上を図る

29 2913110059

東京都

株式会社ライフシフト

1010401132191

ＡＩ技術を活用した、シニア層向けのコーチングシステ
多摩信用金庫
ム開発

30 2913110060

東京都

アトセンス株式会社

8011101046477

自動車内燃機用の高精度小型回転角度検出器の試作開発 一般社団法人首都圏産業活性化協会

31 2913110061

東京都

株式会社プロスパークリエイティブ

7010001056372

多段検査技術と画像分割マルチ処理を行った高精度印刷
東京東信用金庫
検査システムの高速化

32 2913110062

東京都

有限会社岸本スプリング

8011802011696

医療用製品向けに使われる複雑な形状の金属バネ生産プ
朝日信用金庫
ロセス改善計画

33 2913110063

東京都

藤和照明株式会社

5011801003417

高性能大型タレパン・オ－トＣＡＤシステムの導入で生
一般社団法人板橋中小企業診断士協会
産性１．５倍、売上５年後１．５倍

34 2913110064

東京都

株式会社クロダ

7011801001294

空気圧機器部品製造用バルジ成型金型の３次元設計製作
東栄信用金庫
システムの構築

35 2913110067

東京都

株式会社フューチャート

9010001041802

インターネットテレビ会議室（ｗｅｂ会議室）の「時間
東京東信用金庫
貸し」サービス事業

36 2913110068

東京都

株式会社羽二重団子

6011501008319

創業２００年羽二重団子の生産性向上と新商品「プティ
朝日信用金庫
もなか」拡販事業

37 2913110069

東京都

有限会社橋本オートサービス

5010102005511

訪問型車両管理サービス「クルマのオフィスドクター」
藤井
の展開

38 2913110070

東京都

株式会社カメラの三和

7010001040252

思い出や感動を形にいつでも身近に置ける３Ｄグッズの
さわやか信用金庫
開発・販売

39 2913110071

東京都

株式会社ソーシン

1012701005102

健康寿命に資する革新的猫用口腔ケア剤の開発と製造プ
多摩信用金庫
ロセスの向上による競争力の強化

40 2913110072

東京都

アイサーク株式会社

9010701021153

特小無線を用いた防災モニタリングシステムの普及推進 山下

隆久

昭治

尊則

哲広

41 2913110074

東京都

有限会社大黒屋

4010902009043

フードプリンタを用いた煎餅への文字・図案プリントに
昭和信用金庫
よる高付加価値化

42 2913110075

東京都

株式会社ベアルト

6013201011222

訪問歯科向けフルデジタル義歯作成サービスプラット
フォームの構築

9011401016146

最新「受注・負荷・進捗モバイル管理システム」導入に
一般社団法人板橋中小企業診断士協会
より経営力強化および売上・利益拡大を図る

43 2913110076

東京都

株式会社志村松栄楽器

44 2913110079

東京都

こどもと女性の歯科クリニック

昭和信用金庫

顎（あご）矯正の治療過程を「視覚化」し、患者の矯正
さわやか信用金庫
治療への意欲継続を促す新サービスを提供
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