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1 株式会社ＩＴ ＤｅＳｉｇｎ

坂橋 晃司

ＡＲによる汎用的なガイド用システム開発

2 アールシーソリューション株式会社

栗山 章

スマートフォン向け緊急地震速報の事業化

3 アップサイド株式会社

谷口 伸光

タッチセンサを利用した入力装置の開発

4 アルケア株式会社

鈴木 訓夫

光技術を用いた難治性潰瘍の治療技術の開発

5 アルケア株式会社

鈴木 訓夫

カテーテル感染を予防する抗菌性材料の開発

6 株式会社ＥＳＲ

松岡 寛

ディーゼル用燃料噴射ノズル

7 株式会社インクス

古河 建規

クラウド型マニュアル管理システムの開発

8 株式会社インフォクラフト

荒川 淳平

ディザスタリカバリ可能な分散ストレージ

9 インフォネットシステムズ株式会社

大矢 勝介

GXドキュメント自動生成ツールの開発

10 株式会社インプラントデント

阿久津 功

低価格のインプラント埋設システムの開発

11 株式会社エーピー・コーポレーション

斎藤 實

農業用微生物土壌活性剤の研究開発

12 株式会社ＮＳＴ

有馬 貴司

アンドロイドアプリケーション自動検査環境

13 有限会社エム・ティ・プランニング

三澤 純子

フィールドワーク支援システム

14 株式会社エムツークリエイト

深海 正洋

囲碁ベクターデータ作制アプリ開発

15 株式会社応用技研

横山 光隆

診断用新型電離箱式線量計の開発

16 海洋総合開発株式会社

加藤 肇

可搬型「隠匿物検知画像化システム」の開発

17 カディンチェ株式会社

青木 崇行

パノラマバーチャルショップシステムの構築

18 株式会社カフェグローブ・ソリューションズ 米満 昭一

メンタルヘルスケア対応勤怠管理システム

19 株式会社環境風土テクノ

小寺 修二

リスク感度を高める教育研修プログラム開発

20 グラパックジャパン株式会社

湯本 好英

ＩＰ方式による３Ｄ印刷物の実用化

21 株式会社Ｄｕｃｏ

大堀 和子

漆シート・漆壁紙新デザインの商品開発

22 株式会社ＨＡＳＬ

谷藤 眞一郎 二軸スクリュ押出機内全領域解析ソフト開発

23 キーテック工業株式会社

森田 與志子 住宅内空気利用高効率ヒートポンプ冷暖房機

24 株式会社気象サービス

池田 徹

農業気象情報提供システムの構築

25 株式会社グラッツ

渡辺 哲

タブレット端末を活用したＭＲ支援システム

26 株式会社クロスランゲージ

古賀 勝夫

外国人観光客誘致のための支援ツールの開発

27 株式会社ケイズデザインラボ

原 雄司

新デジタル手法による微細加飾加工の開発

28 株式会社コスモアライアンス

金子 浩悦

ＯＣＲクラウドサービス構築

29 金剛産業株式会社

佐土原 剛

合成繊維ロープ部材及びその製造方法
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30 三立工事株式会社

谷島 莊次

オイルボールの液体燃料化プラントの開発

31 志幸技研工業株式会社

吉川 裕

安価で信頼性高い独居高齢者見守りシステム

32 株式会社シムテクノ総研

宮越 節夫

中小企業向け省エネ診断と効果検証システム

33 株式会社ジャパンリフォーム

多田 博明

配管切断に伴う騒音振動軽減に即する新技術

34 シーユーピー株式会社

尾崎 敏之

下着の透けない病院白衣の開発

35 翔栄システム株式会社

蟻生 斉

ピエゾ駆動液圧アクチュエーター

36 新協電子株式会社

中西 英樹

デジタル無線用アプローチ回線接続機の開発

37 株式会社世田谷金属商会

菅井 徳司

マジックボックス内蔵 無煙ロースター開発

38 大生工業株式会社

向 恭男

オイルコンディションモニターの開発

39 株式会社大成イーアンドエル

德倉 俊一

植物ストレスセンサーの開発

40 有限会社大東鉄工

酒井 俊行

ブルートゥース忘れ物・迷子防止キーホルダ

41 有限会社ダイヤモンド電気

金山 梨花

多目的洗浄器の開発による新サービスの創出

42 株式会社タッチパネル研究所

三谷 雄二

タッチパネル超高速検査装置の開発

43 田中機械工業株式会社

田中 淳司

新聞市場向けインクジェットCTP開発

44 株式会社田中電気研究所

田中 敏文

多種多様な発生源向け光散乱式ダスト濃度計

45 株式会社ティケイディ

水上 喜代子 リサイクル材を用いた樹脂製研磨剤の開発

46 株式会社ＴＴＥＳ

菅沼 久忠

47 株式会社デバイスワークス

加賀屋 太郎 エクセルデータの地図上可視化ツールの開発

48 東光薬品工業株式会社

小林 洋一

薄型外用医薬テープ剤の開発

49 東将精工株式会社

藤原 英俊

電縫鋼管の溶接ビード成形圧延加工

50 株式会社トータル・プランニング

小玉 薫

ハンドポンプ付き容器

51 有限会社ＮＡＳ技研

櫻井 信夫

シリコンウェーハ バルクエッチング装置

52 株式会社日本生工技研

若山 昇一

連合作業分析ソフトの開発

53 日本蓄電器工業株式会社

寺松 誠

太陽電池を備えたキャパシタ無停電電源開発

54 日本テクノ株式会社

大政 龍晋

炭酸ガス60％強低減可能な新燃料技術

55 株式会社ネットビジョン

國府 博

スーパースピード画像検証＆開発支援装置

56 ビイック株式会社

小島 修

動的計測システムの技術審査証明書の取得

57 株式会社ヒサワ技研

沢田 博史

新規ロータリーコネクタの開発

58 株式会社ヒューマンテック

齊藤 正治

通信方法及び株主総会議決権集計システム

センサ情報の表示システムの開発
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59 株式会社ブレインコンサルティング

保科 悦久

経営分析及び経営計画策定ソフトウェア開発

60 美創印刷株式会社

村上 一宏

名刺を更に進化させた情報搭載型の名刺の開発

61 フロンティアリンク株式会社

佐藤 啓

個別サポート可能な遠隔教育システムの開発

62 有限会社ポン菓子機販売

吉村 文明

一般家庭で使える小型穀類膨張機の開発

63 株式会社マインドシステム

原田 俊夫

トータルＥＣＯ販促スマートＰＯＰサービス

64 マグネクス株式会社

樫本 明宜

SOFC用立体構造集電材及びスタック開発

65 株式会社ミドクラ

加藤 隆哉

ネットワーク仮想化ソフトウェアの開発

66 株式会社ミハイル

青山 祐子

東京スカイツリー観光グッズの製品開発

67 美浜株式会社

美濵 健

電気自動車用空調システムの開発

68 株式会社メディア・アイ

山岡 嘉剛

主観量の客観化を目的としたシステムの開発

69 株式会社メディカル・パイン

松村 謙一

産学連携による独創的な手術器具の開発

70 株式会社メディカルフォレスト

森川 崇行

医療機関のSaaS型予約受付システム

71 有限会社モーハウス

光畑 由佳

からだに優しく使い易い授乳服の商品開発

72 株式会社モリカワ

森川 潔

VOCガスの地域リサイクルシステムの開発

73 社

小林 亮一

遠隔・モバイルの小型超音波診断システム

74 株式会社ＲｅＴｅＭｏ

下平 和久

ＣＧエージェント用言語及び応用製品の開発

75 株式会社ローゼック

早川 雅人

中小食品工場向け品質管理システムの開発

ライフサイエンスコンピューティング株式会

