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No 分野 業　　種 シ　　ス　　テ　　ム　　名 備　　考

1 ビジネス 行政機関 測量データ処理システム

2 ビジネス 行政機関 土量計算システム

3 ビジネス 行政機関 給付管理システム

4 ビジネス 行政機関 総合地方自治体情報システム

5 ビジネス 行政機関 ボランティア管理システム

6 ビジネス 行政機関 公共機関業務支援システム開発

7 ビジネス 金融機関 金融移行システム

8 ビジネス 金融機関 後方支援業務製品開発 自社製品

9 ビジネス 金融機関 1）カードローン延滞管理システム

10 ビジネス 金融機関 2）カードローン自主申告システム

11 ビジネス 金融機関 3）電子文書管理システム

12 ビジネス 金融機関 4）預け金システム

13 ビジネス 金融機関 5）用度品管理システム

14 ビジネス 金融機関 相談窓口対応支援システム

15 ビジネス 金融機関 建物共済　契約・証書発行バッチシステム

16 ビジネス 電力関係 ケーブルデータ処理システム

17 ビジネス 電力関係 発電機出力表示システム

18 ビジネス 電力関係 基幹システム(人事・労務、工務・資材、予算管理)

19 ビジネス 電力関係 電力スマートメーターシステム開発

20 ビジネス 電力関係 電力自由化機関システム開発

21 ビジネス 電力関係 重工場業務支援システム開発

22 ビジネス 輸送運輸関係 ダイヤ作成支援装置

23 ビジネス 輸送運輸関係 運行実績集録装置

24 ビジネス 輸送運輸関係 駅列車制御装置および運行管理装置

25 ビジネス 輸送運輸関係 鉄道運行支援システム開発

26 ビジネス 自動車メーカー 低頻度部品需要予測システム

27 ビジネス 自動車メーカー 自動車製造ライン制御システム開発

28 ビジネス 自動車メーカー 自動車部品組込開発

29 ビジネス 医療・介護 ネットワーク監視システム

30 ビジネス 医療・介護 看護日誌作成システム

31 ビジネス 医療・介護 退院サマリ集計システム

32 ビジネス 医療・介護 ナースコールシステム

33 ビジネス 通信関係 デジタル衛星放送　顧客管理システム運用

34 ビジネス 通信関係 医療データ通信システム

35 ビジネス 通信関係 FDLCシステム

36 ビジネス 製紙業 資材購買システム

37 ビジネス 製紙業 在庫管理システム

38 ビジネス 不動産業 現地経費・収入印紙　伝票発行システム

39 ビジネス 不動産業 不動産業管理システム 自社製品

40 ビジネス 不動産業 売上管理システム
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41 ビジネス 産業廃棄物業 産業廃棄物管理票交付管理システム 自社製品

42 ビジネス 産業廃棄物業 産業廃棄物処分場総合管理システム 自社製品

43 ビジネス 印刷業 受注販売・発注仕入・在庫・生産管理システム

44 ビジネス 印刷業 受注販売・発注仕入・在庫・生産管理システム（中小企業向け） 自社製品

45 ビジネス 都市ガス ガス器具見積管理システム

46 ビジネス 都市ガス 保安定期調査票管理システム 自社製品

47 ビジネス 石油卸業 新基地端末システム

48 ビジネス 広告代理店 基幹業務システム

49 ビジネス アパレル業 販売仕入管理システム

50 ビジネス コンビニエンスストア POS管理システム

51 ビジネス 流通業 食品流通システム

52 ビジネス 製材業 原板・製品管理システム 自社製品

53 ビジネス 製材業 請求管理システム 自社製品

54 ビジネス 運送業 運送業業務支援システム 自社製品

55 ビジネス 衛生業 浄化槽維持管理基幹業務システム

56 ビジネス 葬祭業 総合葬祭管理システム 自社製品

57 ビジネス 葬祭業 互助会・友の会管理システム 自社製品

58 ビジネス 建設業関係 建設組合員管理システム

59 組み込み 検査装置メーカー AC・インピーダンス測定装置

60 組み込み 検査装置メーカー OCV・CCV・IMP測定装置

61 組み込み 検査装置メーカー QAシステム

62 組み込み 検査装置メーカー データ処理システム

63 組み込み 検査装置メーカー パルス容量算出プログラム

64 組み込み 検査装置メーカー ヒストグラム表示システム

65 組み込み 検査装置メーカー 乾電池放電試験システム

66 組み込み 検査装置メーカー 自動バックアップサービス

67 組み込み 検査装置メーカー 静電特性検査システム

68 組み込み 検査装置メーカー 電着塗装用装置

69 組み込み 組込応用技術 2012年度「ふくしま産業応援ファンド事業助成金」採択

70 組み込み 組込応用技術 事業名称：電源監視モジュール開発

71 組み込み 組込応用技術 2013年度「ものづくり中小企業：小規模事業者試作開発支援補助金事業採択

72 組み込み 組込応用技術 事業名称：機器異常検知連動型緊急連絡システム開発

73 組み込み 組込応用技術 2014年度「産学官連携・技術開発支援事業」採択

74 組み込み 組込応用技術 事業名称：センサーネットワークシステムの開発

75 組み込み 組込応用技術 2016年度「産学官連携・技術開発支援事業」採択

76 組み込み 組込応用技術 事業名称：電池メンテナンスサイクルを延ばす低消費電力制御モジュール開発

77 組み込み 組込応用技術 産業用電子機器故障予兆検出技術の研究開発

78 組み込み 組込応用技術 （電源装置の故障予兆試作）

79 組み込み 組込応用技術 ステレオカメラシステム開発

80 組み込み 組込応用技術 生体認証機器システム開発
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81 組み込み 組込応用技術 カーオーディオ・マイコン開発

82 組み込み 電機メーカー 検査治具ソフト開発

83 組み込み 製缶業 切断式缶巻締測定装置

84 サービス クラウドサービス 一斉連絡メールシステム「連絡王」 自社サービス

85 サービス クラウドサービス 地元特選品紹介販売サイト運営 自社運営

86 その他 その他 統計解析業務製品

87 その他 その他 マガジン購読管理システム

88 その他 その他 在庫管理システム
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