
R3-1 株式会社ガレージワン 284-0008 四街道市鹿放ヶ丘508-8 043-304-3007 茂木 康一 5,000 0 ③
海外輸入部材の内製化による高品質なアメリ
カンガレージの提供

R3-2 有限会社石井青果 298-0002 いすみ市日在2817-1 0470-62-8324 石井 洋 3,000 5 ③
安心・安全な地元野菜をパウダー化し販売す
ることでフードロス問題の解決に寄与する

R3-3 株式会社ディーゴ 285-0811 佐倉市表町1-16-16 043-309-4182 山田 進 ①、③ 米国事業開拓による事業拡大と収益性の向上

R3-4 有限会社根古谷商会 264-0021 千葉市若葉区若松町366 043-231-0140 根古谷 義博 950 3 ②
全自動合鍵作成機等の導入による自動車整備
工場の生産性向上と新規市場開拓

R3-5 株式会社ゲンキの平和堂 277-0837 柏市大山台1-17 04-7137-7112 藤本 明 20,000 21

R3-6 株式会社Ｄ＆Ｐメディア 266-0002 千葉市緑区平山町176-1 043-228-3413 小粥 将直 10,000 6 ④
メディア・ユニバーサル・デザインに適した
生産体制の構築

R3-7 株式会社ケープラス 285-0033 佐倉市鍋山町55-4-810 043-312-2000 久保木 周作 1,100 2 ②
既存リソースを活用したペット関連新規事業
への 事業 転換

R3-8 サノシーテック株式会社 271-0068 松戸市古ケ崎2-3180-2 047-703-4591 佐野 稚子 30,000 6 ① 防爆仕様のエレベーター用巻上機の製品開発

計画承認日

2021/4/30

資本金
（千円）

従業
員数

類型 計画のテーマ

※空白部分は申請者の希望により非公開

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第１回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動



R3-9 アトワジャパン株式会社 275-0022 習志野市香澄2-7-25 047-455-3005 木原 秀治 5,000 0 ②
非接触型コーチングアプリによる人材ミス
マッチの解消

R3-10 株式会社木更津魚市場 292-0832 木更津市新田3-3-12 0438-25-3131 荒井 弘導 38,000 39 ③
市場内で購入された新鮮な魚介類を調理して
飲食サービスを提供する

R3-11 株式会社インパクト 270-2223 松戸市秋山3-20-3 047-704-9187 井出 重幸 3,000 21 ③
1店舗で日本全国に対応するご当地海鮮丼店
の新規出店

R3-12

R3-13 株式会社ザファーム 287-0103 香取市西田部1309-29 0478-79-0666 武田 泰明 ④
独自の宿泊予約システム開発・導入によるポ
ストコロナ対応型ビジネスモデルの実現

R3-14 アニメファンド株式会社 加納 千稔 800 0 ②
全世界初！アニメタイアップに特化したふる
さと納税サービスの誕生による地方創生とア
ニメ業界の活性化

R3-15 有限会社丹野総業 260-0814 千葉市中央区南生実町1437-8 043-263-5147 丹野 雅士 10,000 13 ④
低騒音・低振動かつ工期短縮を目指す革新的
な解体サービスの開発

R3-16 株式会社アラキ企画 277-0931 柏市藤ケ谷新田57 04-7193-0270 19,800 30 ②
高性能レーダー弾道測定器の導入による新規
ゴルフレッスンプログラムの開発

計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

※空白部分は申請者の希望により非公開

2021/5/31

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第２回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名



計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第２回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名

R3-17 株式会社渡辺冷食 296-0011 鴨川市大里2-1 04-7092-5659 渡辺 正美 10,000 54 ③
フードデリバリー向け高付加価値商品の開発
による新市場開拓

R3-18 有限会社魚眠庵マルキ本館 296-0001 鴨川市横渚533 04-7093-2181 久根崎 達郎 3,000 10 ④
地域資源を最大限に活用した顧客満足度を高
めた新設旅館の取組み

※空白部分は申請者の希望により非公開

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

2021/5/31



R3-19
神田 直典
(津田沼カナデル歯科)

275-0026
習志野市谷津7-7-1
Loharu津田沼1F

047-411-7118 神田 直典 - 13 ④
新型コロナの感染対策と1日で治療完了でき
る商業施設内の革新的歯科医院の実現

R3-20 木更津市場株式会社 292-0832 木更津市新田3-3-12 0438-25-4141 荒井 潤一郎 10,000 0 ③
魚市場への来場客にカフェテリア方式で飲食
サービスを提供する

R3-21 株式会社ロングライド 伊集院 博

R3-22
菊地 貴明
(フローラデンタルクリニッ
ク)

菊地 貴明 ④
新型コロナウィルスに対する低感染リスク診
療体制の構築

R3-23
株式会社Perfect Imaging
Laboratory

285-0858
佐倉市ユーカリが丘4-1
スカイプラザ・モール3F

③
「患者とスタッフに優しい医療」を継続可能
とするために人と技術を融合する
革新的技術の開発及び販売展開

R3-24 ハートフルライフ株式会社 ② 訪問医療マッサージサービスの提供

R3-25 株式会社シーエスピー 272-0802 市川市柏井町3-620-1 047-700-5888 川勝 優翔 10,000 23 ②
超速硬化ウレタン防水技術導入による顧客
サービスの充実と新規顧客の開拓

R3-26 株式会社エンデューロ 中村 匠

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第３回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

※空白部分は申請者の希望により非公開

2021/6/30

資本金
（千円）

従業
員数

類型 計画のテーマ 計画承認日



令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第３回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ 計画承認日

R3-27 有限会社更科自動車工業 小山 瑞彦

R3-28 有限会社朝山工業 299-0111 市原市姉崎1008 0436-61-1647 石井 孝幸 1,760 3 ③
Ｈ形鋼における開先角度25°による新たな生
産方式導入

※空白部分は申請者の希望により非公開

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

2021/6/30



R3-29 株式会社旭鶴 285-0804 佐倉市馬渡918 043-498-0002 田中 孝一 10,000 2 ①
開蔵 190年の老舗酒蔵の女性杜氏がプロ
デュース。家呑みを変える日本酒リキュール
が拓く新感覚日本酒ワールド。

R3-30 株式会社マスヤ 299-1603 富津市更和79 0439-67-0055 神子 良男 20,000 36 ①
給食指定工場による地元食材を使った「おに
ぎり」販売の新規事業

R3-31 有限会社クロワッサン

R3-32 信栄開発株式会社 290-0056 市原市五井6931-5 0436-24-2611 曽根 晃 8,000 25 ③
ペット用スイーツの新商品開発と社内一貫生
産体制の構築

R3-33 天伸株式会社 277-0042 柏市逆井442-1 04-7174-6571 小宮山 記祥 11,000 35 ③ 顧客の製品開発に貢献できる体制構築

R3-34 東海R.estate株式会社 299-2115 安房郡鋸南町下佐久間908-2 平田 英雄 10,000 0 ①
千葉県産養殖鰻の加工による新商品の開発と
雇用創出事業

R3-35

R3-36 有限会社かねちょう水産 298-0004 いすみ市大原9835-1 0470-62-0243 土屋 信二 3,000 28 ③ 半調理冷凍品開発によるＤ２Ｃの拡大

計画承認日

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

※空白部分は申請者の希望により非公開

2021/7/30

資本金
（千円）

従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第４回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名



計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第４回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名

R3-37 シーエスジャパン株式会社 290-0044 市原市玉前西2-2-18 0436-23-0511 野城 正人 50,000 76 ③
海外生産との連携によるスチールパレットの
新たな生産ラインの構築

R3-38 株式会社すずとみフーズ 299-0261 袖ケ浦市福王台1-12-5 0438-62-2016 鈴木 一弘 3,200 39 ③
安全衛生面の向上を目指した冷凍技術の導入
による肉の加工・販売の構築

R3-39
大森 大助
(自家焙煎珈琲ＤＥＣＯ)

大森 大助

R3-40 株式会社蔵元工房 286-0045 成田市並木町167-37 0476-85-8280 内山 隆司 10,000 2 ③
瓦廃材を瓦チップに再生し、庭園資材として
販売

※空白部分は申請者の希望により非公開

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

2021/7/30



R3-41 有限会社大山ヘラ鉸り製作所 277-0931 柏市藤ヶ谷1926-70 04-7191-0146 大山 実

R3-42 有限会社武田機械工業

R3-43 日本ロストワックス株式会社 299-4104 茂原市南吉田1230 0475-34-8354 佐久間 洋一 10,000 ③
新素材に対応したロストワックス鋳造法の開
発

R3-44 株式会社ヤマニ味噌 285-0015 佐倉市並木町33 043-485-4111 藤川 浩志 14,000 7 ③

業界初！家庭用「ヤマニ味噌100年４種ブレ
ンドセット（仮称）保存ホーロー付きセッ
ト」で家食をリッチに。味噌の使い分け、ブ
レンドで、家庭味噌ソムリエの誕生

R3-45
株式会社日本増毛エクステ研
究所

260-0806 千葉市中央区宮崎2-6-1 043-310-4991 松下 功生 5,000 1 ②、④
増毛エクステの非対面型プログラム導入と抜
毛プログラムの開発

※空白部分は申請者の希望により非公開

2021/8/31

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第５回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名



R3-46

R3-47 有限会社エムアールサービス 289-1605 山武郡芝山町大台3100-36 0479-77-3641 松本 修 3,000 6 ④
ベトナムへの技術移転による役務提供と人材
育成体制の構築

※空白部分は申請者の希望により非公開

2021/9/30

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第６回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名



R3-48

R3-49
株式会社マスミフードサービ
ス

260-0015 千葉市中央区富士見2-21-8 増田 和啓 30,000 438 ③
飲食店の業務改革を目指す地域密着型セント
ラルキッチンの構築

R3-50
フォーリーフクローバー株式
会社

275-0001 習志野市津田沼4-10-32-203 047-489-5025 榎本 教俊 3,000 5 ②
店舗向け自動音声を活用したトイレ見守り
サービス

R3-51 マルユー株式会社 292-0401 君津市山本1703 0439-35-2267 井木 永悟 10,000 48 ③
業務用玉子焼き事業から一般消費者向け玉子
焼き事業への転換

R3-52 有限会社一木自動車 292-0421 君津市久留里市場830 0439-27-2112 一木 晋 5,000 6 ② 自動車整備レポートアプリの開発・外販計画

R3-53

R3-54 徳田 翔一 279-0001 浦安市当代島1-14-30 080-1837-6921 徳田 翔一 ②
社交ダンス業界に特化したIT/DX化コンサル
タント事業による新規顧客開拓

R3-55
江野澤 孝子
(江野澤自動車整備工場)

276－003 八千代市八千代台西7-13 047－482-2706 江野澤 孝子 - 5 ②
環境負荷を低減する高度な自動車整備、及び
燃費を改善する新たな整備の提供

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第７回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名

2021/10/29

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

※空白部分は申請者の希望により非公開

資本金
（千円）

従業
員数

類型 計画のテーマ 計画承認日



令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第７回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ 計画承認日

R3-56 有限会社伊丹産業 270-1506
印旛郡栄町龍角寺字円城寺
434-1

0476-80-0017 伊丹 寿明 3,000 6 ①
産業機械の部品加工という新分野進出に向け
た設備投資計画

2021/10/29

※空白部分は申請者の希望により非公開

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動



R3-57
株式会社ダイヤアグリシステ
ム

286-0101 成田市十余三字稲荷峯121-3 0476-32-1521 山室 祐司 10,000 67 ③
生ごみ処理機の導入による生産工程の改善と
新たな商品の生産

R3-58
髙木 敏彰
(髙木製菓)

292-0009 木更津市金田東6-13-10 0438-97-6985 髙木 敏彰 2 ① ペットフード市場の開拓に向けた新商品開発

R3-59 有限会社宮崎住建 290-0155 市原市番場122 0436-52-0563 宮崎 英夫 10,000 2 ③
宮大工の職人技の機械化と建物剛性を向上さ
せる補強法の確立

R3-60 株式会社Radiate 290-0055 市原市五井東1-16-6-104 0436-98-3388 今関 英輝 5,000 4 ③
3Dレーザースキャナを導入した短納期図面制
作

※空白部分は申請者の希望により非公開

2021/11/30

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第８回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名



R3-61 株式会社ZUCI 274-0077 船橋市薬円台2-7-29 047-407-2113 桑垣 真紀 3,800 5 ①
食品加工の内製化によるアジアンハーブの6
次産業化と新たな販路開拓

R3-62 株式会社第一タイムリー 276-0046 八千代市大和田新田1054-71 047-450-1481 前島 鉄生 50,000 44 ①
抗菌・抗ウイルス対応のレンタルタオルによ
る新市場開拓

R3-63
企業組合アドベンチャーバ
ケーションネットワーク

290-0038 市原市五井西4-24-6 0436-22-2743 滝川 望 1,500 ④
新しい旅のスタイル「スローバケーション」
展開事業

※空白部分は申請者の希望により非公開

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第９回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名

2021/12/28

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

資本金
（千円）

従業
員数

類型 計画のテーマ 計画承認日



R3-64
ブランニューアセット株式会
社

272-0021 市川市八幡2-5-8 090-2313-3970 生方 真紀 5,000 0 ④
御宿の地元業者と連携したファミリー向けグ
ランピング施設の運営

R3-65 株式会社ごはんクリエイト 292-0805
木更津市大和1-8-3
原ビル1階

0438-53-7171 野口 利一 6,000 14 ④
「フードロス活用キッチンからスタートする
食の循環」プロジェクト

R3-66 株式会社ＴＭＣ 277-0812 柏市花野井1872-268 0471-90-5021 鶴巻 昌彦 ①
コンビニ業界向けの厨房排水濾過装置の開
発・販売による収益性向上

R3-67 株式会社ユースワーク 270-1421 白井市白井233-3 047-401-4062 久井 良宏 4,000 8 ③
新工場設立とトルネードクリーナー生産によ
るプラント市場開拓

R3-68 亀田酒造株式会社 296-0111 鴨川市仲329 04-7097-1116 亀田 雄司 10,000 10 ①
地域資源を活用したクラフトジン（蒸留酒：
スピリッツ）の新商品開発

※空白部分は申請者の希望により非公開

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

2022/1/31

計画承認日
資本金

（千円）
従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第１０回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名



R3-69 有限会社小澤製作所 270-1614 印西市瀬戸2171 0476-98-0519 小澤 隆美 3,000 8 ③
リバースエンジニアリングの解析技法を取り
入れた新たな事業展開

R3-70 株式会社マイタウントラベル 277-0827 柏市松葉町6-36-9 047-702-3636 新倉 義之 6,000 18 ④
対面・非対面ハイブリッド接客旅行代理店業
務の開発・導入と地域密着焼肉店の開店によ
る旅行業と飲食店の融合戦略

R-71
星七エンタープライズ株式会
社

② 沖縄の魅力を発信する沖縄専門店の展開

※空白部分は申請者の希望により非公開

注）経営革新計画の類型
　　①　新商品の開発又は生産        ③  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　②　新役務の開発又は提供        ④  役務の新たな提供の方式の導入　　　　　⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

計画承認日

2022/3/31

資本金
（千円）

従業
員数

類型 計画のテーマ

令和３年度　経営革新計画承認申請者一覧（第１１回審査分）

番号 名称 〒 所在地 電話番号 代表者名


