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22-211 イーエムキューブ株式会社

上野雅敏

港区新橋４－３１－３新橋オー
自社新技術による加速器の開発・販売と、その
105-0004 シャンビル9階
03-6868-7247 応用製品の商品化及び販売。

22-219 アジアンドリーム株式会社

井本 明

渋谷区桜丘町22-20 シャトー
150-0031 ポレール渋谷305号

22-227 Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

03-5489-6336 中小企業の海外取引支援による経営革新
03-5337-6868 飲食店舗総合支援

22-228 株式会社デザインテック

鈴木初雄

東村山市久米川町四丁目24
189-0003 番地12

(1)Bio-DVDの実用化・事業化検討、(2)微細加
042-390-8171 工・修正装置の製造・販売

22-229 株式会社絵本ナビ

金柿秀幸

渋谷区大山町45-18 代々木
151-0065 上原ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ４Ｆ

子育て世代の絵本の購買行動を変える「全ペー
03-5790-8820 ジ１回だけ立ち読み」企画の推進

22-230 株式会社アイアイエスマテリアル

山内則近

目黒区駒場４－６－２メゾン駒
153-0041 場２０４
03-5478-1181 再生シリコン自社ブランド販売

22-231 日本ライフ株式会社

門馬義芳

157-0066 世田谷区成城６丁目７－７

03-3488-8700 食品残渣の発酵促進資材の商品化と市場投入

22-232 株式会社ほっとステーション

三浦貞美

品川区西五反田5-2-4レキシ
141-0031 ントン・プラザ西五反田4階

自治体、鉄道事業社と連携し、リサイクルされた
03-3490-1234 中古自転車の貸出・販売等を行う。

渋谷区東2-26-16 渋谷HAMA
22-233 移動体付随情報表示装置株式会社 岡田隆太郎 150-0011 ビル7F

新たな販売方式の導入と販売方法に即したソフ
03-6418-5106 トウェア開発による新商品のリリース

22-234 株式会社ユビーネット

鄭 昌株

文京区水道1丁目5-24 マル
112-0005 ワイビル

業務用ソフトの自主開発・運営とソフト技術者養
03-5840-7799 成教室開業

22-235 株式会社グローバルタッチ

権 元鎬

160-0023 新宿区西新宿7-21-9

インバウンド情報サイト運営によるグローバル人
03-3363-7675 材の受入れサポート事業

22-240 カバネット株式会社

銅子正人

108-0014 東京都港区芝四丁目６－８

日本のサブカルチャーを漫画で紹介するコンテ
03-3454-1701 ンツを有料で米・韓国に配信する

22-241 株式会社エフデーネット

湯田正次

東京都新宿区神楽坂六丁目
162-0825 43番地ケイズプレイス３０１

漁港産地の活性化と消費者のニーズにこたえる
03-5821-6464 新たなＳＣＭネットワークの構築

22-242 キャロルシステム株式会社

唐鎌秀輝

渋谷区南平台町16-25 養命
150-0036 酒ビル10階

チャット型カスタマーサービスを開発し、ＳａａＳで
03-5489-8680 企業のＣＳ部門に提供する

東京都千代田区岩本町３－３
岡部摩利夫 101-0032 －６

業務システムを顧客ごとの仕様に合わせて自由
03-5821-6464 に設計できるツールの開発と販売

22-238

22-243 株式会社ＧＣＴ研究所

105-0003 港区西新橋２－１７－１

プラント／ビル監視システム自動構築ツールの
03-5405-3781 開発と販売

22-246 日本中央開発株式会社

藤本 裕二 104-0061 中央区銀座１－１４－５

ゴルフ場の総合リゾートサービス化による経営
03-3535-1035 革新

22-247 有限会社若槻事務所

渋谷区神宮前３－３３－１７ガ
若槻 節子 150-0001 ーデンテラス神宮前２WEST

22-248 株式会社フルーツ

山本 順二 179-0075 練馬区高松１－３７－１５

22-249 Ｇ－モバイル株式会社

奥田 圭太 104-0028 株式会社 新八重洲口ビル

22-245 株式会社牧エンジニアリング

牧 英孝

22-252 マスターブレーン株式会社
22-253 株式会社吉本製作所
22-254 有限会社ペンギン企画

林 源

タオル生地等を使った高付加価値商品の開発と
03-3970-5656 小売業態へのシフトによる収益力の向上

中央区八重洲2-2-1日本酒類販売

住宅業界向け、業務改善ツールとしての携帯電
03-6860-3110 話端末・回線の提供

中央区築地３－１３－５プライ

健康志向の高いアメリカ富裕層への日本食材
03-6278-8971 拡販に動画共有サイトを活用する。

22-250 グッドフェローズジャパン株式会社 青木 良浩 104-0045 ムスティ築地３０５
22-251 林総事 株式会社

死に装束・留袖ドレス開発、取次店構築、海外
進出による経営革新

高さ調整機能付き鉄道軌道用まくらぎを開発し、
141-0015 品川区西大井６丁目４番１３号 03-3762-8451 製品化していく。

新宿区山吹町１６ 大野ビル２
後継者問題に悩む中小企業者に対して存続可
金田 泰和 162-0801 階
03-5206-5015 能なＭ＆Ａ対策を構じていく。
吉本誠
山下敏雄

198-0023 青梅市今井３－９－１７

５軸ＭＣを起点にした高効率・高付加価値な新し
0428-32-0177 い生産体制の確立

八王子市明神町4-9-1チサン
192-0046 マンション八王子５０２号

来日外国人に対する居住・店舗の紹介、開業支
042-642-6878 援による経営革新

22-256 株式会社エテルノ

柴田登志夫 110-0015 台東区東上野2-10-12

03-5817-3392 新緩衝梱包材の開発＆販売

22-257 株式会社トップ

黒岩 昭雄 142-0063 品川区荏原1-8-5

03-3784-7351 感染性廃棄物処理方法の開発と販売

22-258 株式会社日本美広社

松山 泰三 104-0061 中央区銀座1-28-11

デジタルサイネージを活用した企画提案型広報
03-3538-5471 宣伝サービスの推進

千代田区内神田2-4-13 石垣
22-259 オーシャン・グローバル・フレイト株式会社 鈴木 邦彦 101-0047 ビル5階

03-5207-9601 輸出管理教育サポートの事業化

22-260 株式会社ウルトラエックス

03-5806-0393 携帯電話用診断ソフトの開発と販売

22-261 青山フサエ美容室

服部 達也 111-0036 台東区松が谷3-20-14
落合房江

145-0064 大田区上池台2-25-2

中卒学生の積極的雇用を実現する顧客別、スタッフの
経験別に応じた新たな美容サービスの提供

