
滋賀県市場化ステージ支援事業補助金 補助事業内容（平成１８～２４年度） 

 

■ 平成２４年度 

補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

株式会社アイティプランツ 

 

草津市 

 

ネットワーク型室内専用小型プランターの開発と展示会への出

展 

株式会社イマック 

 

守山市 

 

下肢荷重測定機の開発と下肢荷重測定機の展示会への出展 

川添材木店（代表 川添健二） 

 

彦根市 

 

板倉工法ログハウスキットの開発と各種展示会への出展による

販路拡大 

株式会社 銀工房 

 

大津市 

 

手作り時計の製作と東京インターナショナルギフトショウーへ

の出展 

株式会社セブンワンツリーズ 

 

野洲市 

 

びわ湖環境メッセへの出展・国内及び海外商品案内資料作成 

株式会社セルミック 栗東市 

 

高品質レンズ及び画像処理ソフトの開発と全国の展示会への出

展 

日本ロジパック株式会社 

 

甲賀市 

 

強化段ボールの梱包材以外の用途開発と展示会への出展 

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 

 

大津市 

 

（非公表） 

丸三ハシモト株式会社 

 

長浜市 

 

地域資源である湖北の伝統技術（和楽器糸）を活かし、アジア伝

統楽器弦への進出～アジアにシルク弦ルネッサンスを！～ 

交付決定日：平成２４年５月２３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 平成２３年度 

補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

日本黒鉛工業株式会社 

 

大津市 

 

導電性塗料の開発に伴う製造・加工と展示会への出展 

アガタ電子株式会社 

 

大津市 

 

既存住宅用ＬＥＤ階段足元灯「きらめきⅢ」の販路開拓 

株式会社ロックウェーブ 

 

大津市 

 

スマートフォン向け電子商取引支援サービスの商品化と販路開

拓 

株式会社アクトブレイン 

 

大津市 

 

「タブレットＰＣ」を利用した医療系ソフトウェアの開発・販売 

ターナ株式会社 

 

米原市 

 

次世代多機能マイコンボードの開発と分析化学機器展への出展 

株式会社 

アオヤマエコシステム 

大津市 

 

水処理剤の開発と廃水処理システムの展示会への出展 

株式会社 井上 

 

彦根市 

 

インテリアライフスタイル展への出展を通じた試作品の改良お

よび新たな試作品の開発 

交付決定日：平成２３年５月２５日 

 

 

■ 平成２２年度 

補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

フロンティアシステム株式会社 

 

大津市 

 

超高速カメラを利用した高速欠点検査装置の開発と東京ビ
ッグサイト・エレクトロテスト・ジャパン展、コンバーティング
・ジャパン展への出展 

株式会社暁電機製作所 

 

草津市 

 

カスタマイズ可能な新型料金精算機の商品化と展示会へ

の出展 

有限会社エス・アイ・アール 

 

米原市 

 

（非公表） 

有限会社多賀植物園 

 

犬上郡 

多賀町 

広告付き植物用鉢の試作と県内展示会への出展 

富士車輛株式会社 

 

守山市 中国内製造・販売に向けた現地調査と展示会出展 

KOKURYO MARIN VALVE株式

会社 

東近江市 （非公表） 

つぼ忠（代表 田中正司） 

 

彦根市 滋賀県産間伐材ならびに広葉樹林を有効利用し森林資源

を大切にした新製品の開発 

株式会社テナントショップ 草津市 事業用不動産物件情報専門のポータルサイトシステムを

開発し、そのシステムを利用する加盟店を広く募集する。 

交付決定日：平成２２年５月２０日 



■ 平成２１年度 

補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

長岡産業株式会社 大津市 段差痕解消技術を利用した高機能フィルム用巻芯プラマ

キシンの展示会への出展 

有限会社キモリ 草津市 自社で開発したコロッサス（小径自転車）の量産版開発と

日米の自転車展示会への出展 

近江化成工業株式会社 東近江市 新クッション材の開発（プロジェクト名“ＨＩＰｄｅＨＯＰ” 

株式会社サンクルフハート 伊香郡 

高月町 

健康促進ウォーキング用ストック関連製品の開発と認知

度向上のための取り組み 

有限会社田中印刷所 彦根市 低価格、高品質なＷＥＢ３Ｄ動画の市場調査と展示会での

販路開拓 

株式会社キントー 彦根市 フランクフルト・メッセ・アンビエンテへの出展 

 

交付決定日：平成２１年５月２５日 

 

 

 

■ 平成２０年度 

区分 補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

一般枠 滋賀麻工業株式会社 愛荘町 （非公表） 

ゼルワーク株式会社 大津市 （非公表） 

大久保精工株式会社 草津市 新型スピンドルユニット（回転主軸）の開発 

ＴＡＯ陶光庵（古谷禎章） 甲賀市 （非公表） 

有限会社観和堂 彦根市 家具調高級洗面化粧台の開発と伝統工芸品の展

示会への出展 

株式会社トダバイオシステ

ム 

守山市 新しい植物栽培容器の開発 

株式会社タンジ製作所 長浜市 広告・宣伝による知名度向上と生産体制の強化に

よる事業拡大 

サービス産業

振興特別枠 

株式会社ナユタ 彦根市 携帯電話における動画配信を利用した新分野へ

の進出及び市場の開拓 

交付決定日：平成２０年５月２８日 

 
 
 



■ 平成１９年度 

区分 補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

一般枠 大西電子株式会社 近江八幡

市 

超高精密加工技術を用いた電子デバイス用ワイヤ
プロープ冶具の製品化開発 

株式会社ミヤジマ 多賀町 ホームページの再構築と機械要素技術展（関西展

）への出展 

株式会社葭本ダンボール 守山市 「緑の香り」成分を使用したペットのストレス軽減用
品のプランディング（商品開発）とマーケティングツ
ールの構築 

協和工業株式会社 東近江市 家庭用マイクロバブル発生ノズル（水道圧）の開発

及び販路確保のための展示会への出展 

株式会社モールドリサーチ 草津市 電子機器部品に用いる成型材料の開発 

株式会社ＡＣＣＵＲＡＴＥ 大津市 自社開発商品「天然素材を使用した排水管洗浄装

置」の販路開拓と展示会への出展 

滋賀県製薬株式会社 甲賀市 ジェネリック医薬品の製造受託拡大策としての「イ

ンターフェックスジャパン」出展 

塩野温泉（辻 みよ） 甲賀市 高齢者向けの商品の開発とその提供方法の開発 

有限会社サン愛ブレンド 野洲市 植物活性剤「大豆ペプチド入り酵素オカラ」の市場

化事業 

ウイニング（中江賢治） 草津市 ホームシアターの新しい販売方法による事業化 

有限会社インターナショナ

ルサービスシステムズ 

草津市 療養環境整備の現状分析とハウスキーピング業

務販路開拓事業 

ホロン株式会社 大津市 ＲｉＢ技術のソフトウェアモジュールとＦＰＧＡモジュ

ールの市場開拓のためのＤＭと展示会出展 

サービス産業

振興特別枠 

有限会社幹事代行ドットコ

ム 

草津市 同窓会事務局の運営管理業務 

有限会社水の國 大津市 政策委員会を設置する新形態の出版事業 

交付決定日：平成１９年５月２８日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■ 平成１８年度 

補助事業者名 住 所 
実 施 計 画 名 

（了解が得られた事業者のみ記載しています。） 

株式会社アイランス 大津市 バス・フラッシュ事業の展示会への出展及び各地販路開

拓事業 

ツジコー株式会社 甲賀市 多収穫野菜育成の販路開拓のための関連展示会への出

展 

有限会社ＨＩＬＬＣＲＥＳＴ 

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 

栗東市 日本最大規模の住宅・建築関連専門展示会である「japan 

home+building show2006」ヘの出展 

有限会社地域観光プロデュース

センター 

大津市 インターネットを活用した「滋賀ならでは」の着地型旅行企

画商品の開発と販路拡大 

株式会社Ｄｉｎｉｎｇ 

株式会社翼 

草津市 パン製造販売事業（ＦＣ展開を含む）への新しい進出（新し

い創造型アウトソーシング事業の展開） 

株式会社清原 守山市 日本の伝統的デザインを現代風にアレンジした「ジャパネ

スクモダン」のユニバーサルデザイングッズの開発 

株式会社福島建具製作所 彦根市 人にやさしい木製建具及び手すりの開発とびわ湖環境ビ

ジネスメッセ２００６展示会による販路開拓 

田中酒造株式会社 甲賀市 オリジナルブランド酒の提案 

交付決定日：平成１８年６月９日 


