
●経営革新計画の承認は、新商品や新サービス等を承認(保証)するものではなく、事業計画の承認です。
●公表を希望していない企業については掲載をしておりません。
●掲載している情報は計画承認時点のものです。

■平成26年4月承認分　経営革新計画概要  

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱トリイ 浜松市中区 自動車・同附属品製造業
設計データ等が現有しない金型等の再生事業への展
開

平成26年4月21日

㈱インテグラ技術研究所 浜松市中区 経営コンサルタント業
省スペース型長尺対応大型フラットベッド型プロッター
の開発・製造・販売

平成26年4月21日

中部レジン㈱ 磐田市 紙製品製造業
植物の成長に応じてパネルの穴のサイズ調整が可能
で作業性を向上させた植物工場向け高設栽培用水耕
パネルの開発・販売

平成26年4月21日

㈲カメラのすずらん 湖西市
他に分類されない生活関連
サービス業

インテリアにも合う遺影用両面写真フレーム「思い出Ａ
Ｂフレーム」の開発及び販売

平成26年4月21日

グリーン・シャワー㈱ 静岡市葵区
土木工事業（舗装工事業を
除く）

災害等によるライフライン停止時にも使用可能な観光
公衆エコトイレの開発

平成26年4月21日

ファシル㈱ 静岡市駿河区 その他の繊維製品製造業
飛来・落下物による頭部への貫通を防ぐ防災頭巾「ズ
キメット」の開発

平成26年4月21日

㈱南食品 焼津市 水産食料品製造業
マグロ残渣を活用した付加価値の高い養殖ウナギ用
生エサの開発及び販売

平成26年4月21日

西光エンジニアリング㈱ 藤枝市
一般産業用機械・装置製造
業

マイクロ波加熱と電熱加熱を併用する乾燥機の開発
及び販売

平成26年4月21日

㈱ガーデンプラン季風庭 牧之原市
土木工事業（舗装工事業を
除く）

コンクリートブロックの穴閉鎖用具の開発・販売 平成26年4月21日

(資)ベアードブルーイング 沼津市 酒類製造業
ホップや大麦などの原材料から醸造まで伊豆産にこだ
わったクラフトビールの開発

平成26年4月21日

㈱山口鉄工所 富士宮市 金属加工機械製造業
スクリュウシャフトの2点支持とメンテナンス性の両立に
より処理能力を向上させる家畜糞尿用固液分離機の
開発

平成26年4月21日

㈲Ｉｍａｋｅ 御殿場市 金属加工機械製造業
燃料パイプ金具のかしめ加工に関する自動化装置の
開発

平成26年4月21日

㈲山光 伊豆市 社会教育
象牙の端材を活かした象牙加工や天然石雑貨制作
体験可能な美術館の開設

平成26年4月21日

■平成26年5月承認分　経営革新計画概要  

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

山弥織物㈱ 浜松市西区
製糸業，紡績業，化学繊
維・ねん糸等製造業

竹と綿を原料とした天然素材100％で作った汎用性の
ある農業用誘引ロープ「ＢＣエコロープ」の開発と販売

平成26年5月26日

　　　静岡県　経営革新計画承認企業一覧　（平成26年度）

                 公表・掲載13件（承認件数全20件）

                 公表・掲載11件（承認件数全12件）
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㈱トライズ 浜松市南区
その他の織物・衣服・身の回
り品小売業

日本版「三角まくら付きマットレス」の開発及び販売 平成26年5月26日

㈲トノ建 浜松市浜北区 土木建築サービス業
スタイリッシュ建築に調和するヴィンテージ加工を提案
する専門店の開設とヴィンテージ塗装教室の展開

平成26年5月26日

深田　光朗
(和食処なかや)

磐田市 専門料理店
配達先で調理し、食材・調理方法を説明する「食の都
の玉手箱弁当」の開発・販売

平成26年5月26日

白石雛具㈱ 静岡市駿河区 がん具・運動用具製造業
在庫保管時の省スペース化や流通コスト削減により従
来よりも安価で提供可能な組み立て式節句用飾り台
の開発

平成26年5月26日

㈱SKY 静岡市駿河区
工業用プラスチック製品製
造業

がっちりつかんではなさない（クワガタくん）の開発 平成26年5月26日

㈱髙大 静岡市清水区 その他の職別工事業
サンドブラストにおける廃材（スチールグリッド）を風と磁
力により分別するリサイクル技術の開発とリサイクル商
品の販路開拓

平成26年5月26日

みずほ産業㈱ 焼津市
その他の生産用機械・同部
分品製造業

既存のMIG・TIG電源を利用して溶接を行うことのできる
「MIG・TIGハイブリッド溶接トーチ」の開発及び販売

平成26年5月26日

㈱富士電機製作所 富士市
産業用電気機械器具製造
業

健康食品等の包装に印刷された成分表示等の正誤
判定装置の開発・販売

平成26年5月26日

㈱伊藤製作所 富士宮市
その他の生産用機械・同部
分品製造業

平面精度を向上させた新たな部品製造用金型の開
発・生産体制の構築

平成26年5月26日

㈲西島木工所 熱海市 建具製造業
建具の意匠と現代的なデザイン性を取り入れた、一枚
で皿とまな板の機能を持つ木製製品『face two face』
の開発

平成26年5月26日

■平成26年6月承認分　経営革新計画概要  

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

日本レオナ㈱ 浜松市中区 その他の専門サービス業
「行動特性」を判断する適性検査と採用後の研修を
セットにした第二新卒の人材採用サービスの開発と事
業化

平成26年6月6日

ビンクロファーム㈱ 浜松市西区 耕種農業
生産農家のFC展開による高付加価値農産物生産方
式の導入

平成26年6月6日

rod・works㈱ 掛川市 デザイン業
カーエアコンの温風を利用して温める「おにぎりホル
ダー」の開発及び販売

平成26年6月6日

㈱リュクスアンドデザイン 静岡市駿河区 デザイン業
表面にリアリティ＆ヴィンテージ感のある木目柄を施し
た、ペーパースラッジと廃プラスチック製デッキ材の開
発

平成26年6月6日

㈱八潮産業 焼津市 石油・鉱物卸売業
『こだわりの愛車づくり』を手軽かつ低価格で提供する
複合型カーサービスステーション事業への取組み

平成26年6月6日

㈱ワンダフルライフ 三島市 他に分類されない小売業
終生飼養代行を特徴とするペットライフサポート・ショッ
プ事業の展開

平成26年6月6日

㈲フリーウェイ 富士宮市 老人福祉・介護事業
要介護者や要支援者向けの富士山周辺観光地案内
タクシーサービスの確立、拡充

平成26年6月6日

㈱地場や 下田市 各種食料品小売業
地場の食材を活用したオリジナル食品土産物づくり体
験事業の開発

平成26年6月6日

㈱ナユタ 浜松市東区
発電用・送電用・配電用電
気機械器具製造業

防水・給電機能を強化した蓄電池付LED投光器の開
発及び販売

平成26年6月20日

㈱カクト・ロコ 浜松市北区 耕種農業
QRコードによる商品説明機能を有する多品種の多肉
植物の販売

平成26年6月20日

                 公表・掲載21件（承認件数全24件）
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㈲菊屋 磐田市 呉服・服地・寝具小売業
安眠と癒し空間創出のための、自立スタンド式蚊帳フ
レームの開発・販売

平成26年6月20日

㈱シモムラアレック 静岡市葵区 他に分類されない卸売業
全方向への自在なヤスリがけが可能なステンレス製模
型製作用ヤスリの開発と販売

平成26年6月20日

㈲ニワ環境設計 静岡市葵区
他に分類されないサービス
業

バケツ型容器の周面に空気流入口や燃料補充用の
開口部を具えず水を保てるバーベキューコンロの開
発・販売

平成26年6月20日

㈱ジャクソン 静岡市駿河区 他に分類されない製造業
水中での抵抗力を抑制するディンプル加工を施し、
リーダーを簡単に装着できる外通し方式の真鯛釣り用
ルアーの開発

平成26年6月20日

スズコー㈱ 静岡市清水区 食料・飲料卸売業
水揚げ直後のしらすを生のまま炊いて作る佃煮「生しら
すのくぎ煮」の開発及び販売

平成26年6月20日

㈱フタバコーケン 静岡市清水区 建築材料卸売業
高耐久性樹脂網を使用した「ウナギの棲み処石倉カ
ゴ」の開発・製造・販売

平成26年6月20日

㈱トマト 静岡市清水区 他に分類されない製造業
介護者及び利用者の負担を軽減する「寝浴天井走行
リフト入浴サービスシステム」の開発及び事業展開

平成26年6月20日

藤浦工業㈱ 牧之原市 自動車・同附属品製造業
エンプラに蓄光材料を混ぜ、軽量・防錆・暗闇で光る
「蓄光ねじ」の開発と販売

平成26年6月20日

㈱枝村農園 牧之原市
管理，補助的経済活動を行
う事業所

地上部環境・地下部環境を適正な飽差で自動管理で
きるトマト等栽培システムの開発と販売

平成26年6月20日

㈱富士山ワイナリー 富士宮市 酒類製造業
垣根栽培の甲州ブドウを使ったOIV基準のスパークリン
グワインの醸造と販売

平成26年6月20日

㈱マクルウ 富士宮市
非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

マグネシウム合金パイプへの新規表面処理技術の開
発・確立による福祉用具向けパイプフレームの実用化
と利用拡大

平成26年6月20日

■平成26年7月承認分　経営革新計画概要  

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈲ケーテック 浜松市中区 産業機械器具卸売業
海外（インドネシア）におけるプラスチック成形用精密金
型の製造

平成26年7月9日

㈱エムシーフードサービス 浜松市中区 その他の食料品製造業 移動車両を用いたお弁当ケータリングサービスの提供 平成26年7月9日

㈱ジャパンエコテック 浜松市北区 産業機械器具卸売業
分解、洗浄、組立がしやすく衛生的で持ち運びが可能
な小型軽量ポンプの開発・販売

平成26年7月9日

㈱米寅 浜松市北区 農畜産物・水産物卸売業 胚芽部分を残した白度の高い米の開発と販売 平成26年7月9日

㈱アイテック 磐田市 自動車・同附属品製造業 樹脂ブロー成形による薄物成形技術の開発 平成26年7月9日

㈱森田木工所 島田市 製材業・木製品製造業
画像処理技術を用いた新たな「蒲鉾板の高効率自動
切断装置」による製造工程の導入

平成26年7月9日

ヤザキ工業㈱ 富士市
その他の生産用機械・同部
分品製造業

ダイカスト金型製造工程における新たな細穴加工方式
の開発

平成26年7月9日

㈱イーシーセンター 富士市 その他の職別工事業 建設系混合廃棄物リサイクルの色彩選別技術の導入 平成26年7月9日

㈱サンケミカル 富士市
工業用プラスチック製品製
造業

自動車部品の一体成型による工数およびコスト縮減 平成26年7月9日

                 公表・掲載24件（承認件数全26件）
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㈱マシマ 富士宮市
その他の生産用機械・同部
分品製造業

加工精度を大幅に向上させた加速度センサ用ケース
の開発・生産体制の構築

平成26年7月9日

㈲山梨製餡所 伊東市 その他の食料品製造業
製餡技術を用いて伊豆産柑橘類の鮮やかな発色を残
すオレンジピールの開発及び販売

平成26年7月9日

ソニックシステム㈱ 浜松市中区 その他の専門サービス業
お客様の目に見える高音質ラインアレイシステムによる
音響サービス事業の展開

平成26年7月22日

㈱キシル 浜松市中区 家具製造業
板目や柾目、アンティーク調などの多様な独自デザイ
ンの家具向け針葉樹板材の開発及び生産体制の構
築

平成26年7月22日

㈱アクティシステム 浜松市北区 ソフトウェア業
移行自動ツールを利用したレガシーシステムからオー
プンシステムへの移行サービスの提供

平成26年7月22日

㈲福田織物 掛川市 織物業
凹凸感のある立体的デザインの超細番手綿織物の開
発及び販売

平成26年7月22日

寺田石材工業㈱ 袋井市 骨材・石工品等製造業
片手で簡単に扉の開閉・ロックができる「香炉ボックス」
の開発・販売展開

平成26年7月22日

㈱沙羅 周智郡森町
産業用電気機械器具製造
業

土壌汚染対策のための新規原位置浄化システムの開
発と事業化

平成26年7月22日

㈱アクト・フォ 静岡市葵区
他に分類されない教育，学
習支援業

独自の緑茶芳香液を活用した香り豊かなティーバッグ
と粉末茶の開発及び販売

平成26年7月22日

㈱Ｅｕ－ＢＳ 静岡市駿河区 その他の化学工業
食品添加物原料のみを用いて、低刺激なノンアルコー
ルと体内低吸収を特徴とした白金ナノ粒子配合の除
菌スプレー剤の開発・販売

平成26年7月22日

㈱山崎製作所 静岡市清水区 その他の金属製品製造業
金属素材に日本の伝統的な文様を板金加工したメタ
ルインテリア・雑貨の開発販売

平成26年7月22日

㈱サスナデリコム 静岡市清水区 その他の食料品製造業
容器に飲料を充填した後に低温加圧殺菌処理を行う
ことで常温流通を可能とするカップ飲料の開発及び販
売

平成26年7月22日

杉山晃雄（デジベース） 富士市 情報処理・提供サービス業
３Ｄプリンタなどの工作機器が利用できる個人向けもの
づくり体験サービスの展開

平成26年7月22日

㈱エヌビー精密 富士宮市
その他のはん用機械・同部
分品製造業

精密金型と加工材料のクリアランス圧縮による加工品
質向上

平成26年7月22日

松田貴宏（松田農園） 賀茂郡西伊豆町 耕種農業
気化熱を活用した生食用の西天城高原夏イチゴ栽培
および販売

平成26年7月22日

平成26年8月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

小栗㈱ 浜松市中区 その他の繊維製品製造業
形状や素材の工夫により、快適な睡眠につなげるレッ
グウォーマーの開発及び販売

平成26年8月26日

㈲こころ 浜松市中区 酒場，ビヤホール
システムの自社開発による、IT化と低コスト・高効率運
営をコンセプトとした居酒屋事業の展開

平成26年8月26日

㈱タケネ 浜松市東区
ボルト・ナット・リベット・小ね
じ・木ねじ等製造業

遮熱剤を表面に定着化させた工場建屋の屋根板向け
遮熱シートの開発及び販売

平成26年8月26日

㈲太悦鉄工 浜松市東区 建設機械・鉱山機械製造業
簡易性と強度を兼ね備えたサッカーゴール等の固定
具の開発

平成26年8月26日

大建産業㈱ 浜松市南区 金属加工機械製造業
多品種少量品のロボット溶接を可能にするダイレクトハ
ンドティーチング方式のTIG溶接ロボットシステムの開
発・事業化

平成26年8月26日

公表同意分17件（承認件数全23件）

http://www.yamanashi-seianjo.jp/index.html�
http://www.sonicsystem.co.jp/�
http://www.xyl.jp/�
http://www.acty-sys.com/jp/ja/index.php�
http://www.fukuda-textile.com/�
http://www.i-make.net/�
http://www.eu-bs.jp/�
http://www.yamazaki-metal.co.jp/�
http://www.sasna.co.jp/�
http://www.digi-base.com/�
http://www.nb-sj.co.jp/�
http://www.merrynight.com/�
http://cocoro.if.land.to/�
http://www.takene.co.jp/�
http://www.taietu.jp/�
http://www.tokai.or.jp/daiken/�


㈱十八屋 浜松市浜北区 婦人・子供服小売業
郷土史家等の専門家と連携し地域高齢者を対象とし
た「健康文化コミュニティサービス事業」の展開

平成26年8月26日

㈱ポリシス 浜松市浜北区
発泡・強化プラスチック製品
製造業

常用耐熱性を80℃以上に高めた硬質透明ウレタン樹
脂の開発

平成26年8月26日

㈱野末商店 磐田市 再生資源卸売業
廃棄モーター等から銅含有量50％以上の再生原料を
回収する選別加工技術の開発

平成26年8月26日

㈱オールライフサービス 袋井市 その他の食料品製造業
ナタマメの成熟莢を利用した惣菜、完熟豆を利用した
味噌等の開発

平成26年8月26日

㈲サトー 静岡市清水区 水産食料品製造業
駿河湾産桜海老を丸ごと用いた菓子「ノンフライ焼き
桜海老」の開発・販売

平成26年8月26日

オトロデザイン㈱ 静岡市清水区
生活関連産業用機械製造
業

簡単操作で正確な直線加工を実現する木工用ドリフト
フリー型バンドソーの開発及び事業化

平成26年8月26日

㈱ハイパーテックジャパン 焼津市
プラスチックフィルム・シート・
床材・合成皮革製造業

エアー緩衝材を活用したディスプレイ商品の開発 平成26年8月26日

㈲フレスコ 藤枝市 家具・建具・畳小売業
机と椅子が一体となった自分だけの空間を創造する家
具シリーズの開発と販売

平成26年8月26日

大鐘測量設計㈱ 島田市 その他の職別工事業 デジタルカメラを用いた測量システムの開発及び販売 平成26年8月26日

小野寺広紀（東海油化） 富士市 石油・鉱物卸売業 ドライ型防錆保護シールの製造販売 平成26年8月26日

㈱クリエイティブ・コーティング 三島市
金属被覆・彫刻業，熱処理
業（ほうろう鉄器を除く）

フッ素樹脂コーティングに替わる表面処理技術による
撥水撥油透明非粘着性の非金属部品へのコーティン
グ施工及び防汚対策用プラスチック素材の提案販売

平成26年8月26日

㈱さの萬 富士宮市 畜産食料品製造業
塩熟成技術の導入によるソルトエイジングビーフ並びに
ソルトエイジングジビエの開発

平成26年8月26日

平成26年9月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

ルーバーテック・ジャパン㈱ 浜松市中区
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）

太陽光を追尾し自動開閉するルーバーの開発及び販
売

平成26年9月10日

安間製箸㈱ 周智郡森町
その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

幅300mmに対応可能な負担軽減機構付きオーダー
ウッドブラインドの製造販売

平成26年9月10日

㈱発電マン 静岡市葵区 電気工事業
ソーラーパネル回転式営農型太陽光発電システムの
開発・販売

平成26年9月10日

㈱カネヨ 焼津市 水産食料品製造業
天然ブリを使った『ブリのなまり節』商品の開発及び販
売

平成26年9月10日

山本博司（シューズクラブ） 沼津市
他に分類されない生活関連
サービス業

歩行時にも定着し、ぬるま湯で洗うことで繰り返し使用
可能なハイヒール向け３点支持ハーフインソールの開
発・販売

平成26年9月10日

㈱フジックス・トーカイ 富士市 袋物製造業
１枚の板状の展開シートから構成された、どこでも使え
る回転引き出し式ロールペーパー格納箱「ｆｔ-Ｂｏｘ（エ
フティーボックス）」の開発・販売

平成26年9月10日

㈱もちや 富士宮市
食堂，レストラン（専門料理
店を除く）

既存遊具やアトラクションとオンラインゲームを連動さ
せ、園内の回遊性を高める仕組みの創出

平成26年9月10日

富士金属興業㈱ 浜松市中区 その他の機械器具卸売業
リビルト部品の効率的なコア返却を実現する流通シス
テムの確立

平成26年9月25日

公表同意分15件（承認件数全19件）
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㈱Ｊ・Ｍ・Ｐ 浜松市中区 電気機械器具卸売業
低風速でも発電可能な磁気浮上型風力発電装置の
企画・開発・販売

平成26年9月25日

㈲テキスタイル・ベガ 浜松市東区
繊維品卸売業（衣服，身の
回り品を除く）

高級紡糸とシルク加工による高付加価値のオリジナル
生地の開発・販売

平成26年9月25日

㈱ＧＴ　ＣＡＲプロデュース 磐田市 自動車小売業 軽キャンピングカー専用パーツの開発及び販売 平成26年9月25日

㈲又一庵 磐田市 パン・菓子製造業
磐田特産の海老芋を粉末状にし、生地に練り込んだ
人形焼の開発及び販売

平成26年9月25日

㈱松下工業 磐田市
その他の窯業・土石製品製
造業

「中子」成型時の原料の充填性と熱効率を向上させた
シェルモールド造型機の開発及び販売

平成26年9月25日

となりの建築工房㈱ 磐田市 木造建築工事業
省エネ性能の数値化による高断熱の家の新たな販売
方法の導入

平成26年9月25日

㈲カーポス工作所 富士宮市 一般土木建築工事業
利用者の必要に応じて簡単に機能等の追加・増築が
できる『木造CABIN』の開発・販売

平成26年9月25日

平成26年10月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

神谷 昭治(神谷加工所） 浜松市東区 自動車・同附属品製造業
硬度ゼロ以下のウレタン新素材を用いたオーダーメイド
介護用品の開発・販売

平成26年10月14日

スルガフロント㈱ 静岡市駿河区
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）

アルミサッシ型枠加工の組織知化による品質保証・メ
ンテナンス体制の構築

平成26年10月14日

ＫＥ－ＯＳマシナリー㈱ 静岡市清水区
一般産業用機械・装置製造
業

ファン駆動搭載によるシンプル構造加湿器の開発とコ
スト大幅減の実現

平成26年10月14日

飯田ユニパー㈱ 静岡市清水区
産業用運搬車両・同部分
品・附属品製造業

別荘地や山間地の住宅向け電動式モノレールの開発
及び販売

平成26年10月14日

㈲よしだ 三島市 呉服・服地・寝具小売業
「呉服屋サロン・きらく場」の実施による着物需要喚起と
新規顧客獲得事業の展開

平成26年10月14日

クリーンクリエイティブ㈱ 富士宮市 洗濯業
エアブローゾーンの設置による洗浄度ISOクラス３クリー
ニング事業の確立

平成26年10月14日

㈱エッチ・ケー・エス 富士宮市 自動車・同附属品製造業
ショックアブソ―バ―部品加工用の２スピンドル・２タ
レット旋盤加工機の開発

平成26年10月14日

㈱ムラックス 浜松市南区
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）

カラーアルミを活用したリフォーム・リニューアル工事向
けオーダー板金の「超短納期」サービスの展開

平成26年10月27日

阿部幸忠（なべや） 浜松市浜北区
スポーツ用品・がん具・娯楽
用品・楽器小売業

異素材の組合せ等により、操作性を高めたセミオー
ダー釣竿の開発

平成26年10月27日

㈱オファード 掛川市 配達飲食サービス業
原産国の製法にこだわった国産「掛川マッコリ」の開
発・販売

平成26年10月27日

㈲お茶の宝玉園 袋井市
茶・コーヒー製造業（清涼飲
料を除く）

白茶を安定的に生産するため、新芽の均一な発酵を
促進させる新たな生産方式の導入

平成26年10月27日

大丸工業㈱ 袋井市 その他の金属製品製造業
機械装着部品ツールの開発による「ルアー用線加工
品」の全工程機械製造工法の確立

平成26年10月27日

㈱西島土木 御前崎市 一般土木建築工事業
山林保全に関わる地権者の負担軽減を実現する木材
供給サービスの展開

平成26年10月27日

公表同意分20件（承認件数全24件）
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シークエンス㈱ 静岡市駿河区
インターネット附随サービス
業

静岡県に特化したオリジナル旅行プラン作成・一括予
約サイトの開発及び運営

平成26年10月27日

タタラ㈱ 焼津市
造作材・合板・建築用組立
材料製造業

二方框の接合部分の溝加工の改良により、建具の強
度向上を実現させる製造方法の確立と木製二方框ド
ア製品の販売

平成26年10月27日

㈲ゑび寿亭 藤枝市 専門料理店
藤枝の抹茶とイトヨリ鯛及びクロレラを使った鮮やかな
緑色のお茶シュウマイの開発・販売

平成26年10月27日

髙嶋酒造㈱ 沼津市 酒類製造業 家庭での梅酒作り用純米酒の開発及び製造・販売 平成26年10月27日

㈱ＩＷＡＭＡ 富士市 自動車・同附属品製造業
形状など登山時の使いやすさを工夫し、使用後の投
棄防止にも配慮した携帯トイレの開発及び販売

平成26年10月27日

㈱ゼロクール 富士宮市 清涼飲料製造業
マイクロバブル技術による災害備蓄用大容量保存水の
開発・販売

平成26年10月27日

寺田望（ＢＩＺＨＯＰＥ） 駿東郡長泉町 その他の専門サービス業
女性起業家のためのキッズスペース付きシェアオフィ
スの展開

平成26年10月27日

平成26年11月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

小柳頼子（まるましらすや） 掛川市 その他の飲食料品小売業
しらす＆さくらえび、しらす＆深蒸し茶のジェラートの開
発・販売

平成26年11月11日

㈲伸光工業 御前崎市 自動車・同附属品製造業
自動車部品のバリ工程自動ロボット化による生産工程
の確立

平成26年11月11日

㈲ウインメイト 静岡市清水区
管理，補助的経済活動を行
う事業所

小中高生がプログラミング等の技術を習得する「ICT
キッズものづくり教室」の展開

平成26年11月11日

㈱創和 焼津市 畳等生活雑貨製品製造業 高精細なデザインの「キャッチフック」の開発・販売 平成26年11月11日

㈱寶屋 富士宮市 その他の技術サービス業
防水仕様で低温度品にも対応可能な新横型食品選
別機の開発

平成26年11月11日

新谷宗太郎（BISTRO
GAREGELAND）

富士宮市
食堂，レストラン（専門料理
店を除く）

刈り捨て茶葉を燻製活用した生茶パスタ料理の提供 平成26年11月11日

山本逸子（ヤマ美容室） 賀茂郡河津町 美容業
薄毛や抜け毛の方を対象とした“かかりつけ美容院”
サービスの展開

平成26年11月11日

㈱村松製作所 浜松市中区
金属被覆・彫刻業，熱処理
業（ほうろう鉄器を除く）

品質安定化・短納期化を実現するチップソーホーニン
グ（エアブラスト）自動化システムの開発・導入

平成26年11月25日

㈱祭すみたや 浜松市中区 他に分類されない小売業
履きやすく多彩な生地デザインの欧米向け地下足袋
の開発及び販売

平成26年11月25日

森口明廣（hiro） 浜松市中区 大工工事業
賃貸マンションの経年劣化を活かしたエイジング加工
によるリフォーム事業の展開

平成26年11月25日

パイフォトニクス㈱ 浜松市東区 電球・電気照明器具製造業 虹発生LED照明装置の応用開発と販路開拓 平成26年11月25日

㈱LaLaカレージャパン 浜松市西区 その他の飲食料品小売業
本場のスパイスを使いつつ具材の味や食感も楽しめる
スリランカカレーの開発

平成26年11月25日

㈱ぬくもり工房 浜松市西区 木造建築工事業
絵本・童話に登場する家を具現化した、外面・内面とも
に三次元複合曲面の構造物の開発・施工

平成26年11月25日

公表同意分21件（承認件数全25件）
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㈱高山 浜松市北区 耕種農業
エディブル・ローズのガーデンスペースにおける各種体
験サービス等の提供

平成26年11月25日

㈱オプトメカエンジニアリン
グ

浜松市浜北区
光学機械器具・レンズ製造
業

40mm角を照射可能な光均一テレセントリック照射装
置の開発

平成26年11月25日

㈱SKY 静岡市駿河区
工業用プラスチック製品製
造業

短時間で電線や配線を保護し結束する新型スリット
チューブの開発

平成26年11月25日

㈲しらい酒店 静岡市駿河区 酒小売業 土蔵で熟成させた丸子の梅干しの開発 平成26年11月25日

㈲グリーンアップサービス 焼津市 農耕用品小売業
イチゴの栽培において労力の軽減を実現する、バチル
ス菌自動散布装置の開発

平成26年11月25日

㈱エンゼル産業 焼津市
発泡・強化プラスチック製品
製造業

軽量でクッション性に優れた、障害者・要介護者向け
食事用テーブルの開発

平成26年11月25日

㈱サンケミカル 富士市
工業用プラスチック製品製
造業

全体に反射機能を持たせた自転車部品の開発およ
び、反射フィルムの圧着役務の提供

平成26年11月25日

三島食品㈱ 三島市 その他の食料品製造業
桜えびと戸田塩を使用した、軽い食感のしょっぱい麩ラ
スクの製造販売

平成26年11月25日

平成26年12月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

武藤染工㈱ 浜松市中区 染色整理業
平面生地に立体的な加工を施すための新たな加工方
法の開発及び事業化

平成26年12月8日

グローバル・リンクス・テクノ
ロジー㈱

浜松市西区
産業用電気機械器具製造
業

医療研究のコスト削減を実現する実験用動物の全自
動飼育システムの開発

平成26年12月8日

㈱アライブテック 浜松市南区
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）

瞬時に冷却できる飲用容器（グラス等）冷却装置の開
発と販売

平成26年12月8日

㈱ケージーケー 浜松市北区 金属加工機械製造業
アルミダイキャスト製品向けの低価格・高機能・コンパ
クト・再仕上げ不要の高速バリ取りマシンの開発・製造・
販売

平成26年12月8日

㈱ホト・アグリ 浜松市北区 電子応用装置製造業 防水機能を備えた害虫防除機能付照明の開発・販売 平成26年12月8日

㈲竹泉浜北店 浜松市浜北区 その他の食料品製造業
遠州地方の特産品を活用した冷凍おこわご飯シリーズ
の開発

平成26年12月8日

㈱エス・イー・シー 浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業 履物自動反転装置「フットウェアーターン」の開発 平成26年12月8日

㈲岡村産業 静岡市清水区
管理，補助的経済活動を行
う事業所

遠隔操作により太陽光発電システムの停止状態から
の復帰を可能にする制御装置の開発・販売

平成26年12月8日

㈱ダイシン 牧之原市
工業用プラスチック製品製
造業

インテリア、防災用に使える蓄光・発光LEDダウンライト
カバーの開発

平成26年12月8日

㈲佐野工業 富士市
管理，補助的経済活動を行
う事業所

クーラント切削粉除去装置（サイクロン式）の開発 平成26年12月8日

関野昭夫（関野木型製作
所）

富士市 他に分類されない製造業
指の運動になる木のおもちゃ「気づかいの木」の開発・
販売

平成26年12月8日

富士パック㈱ 富士宮市 紙製品製造業
独自の展開図とジャバラ折形状のマチを採用した新た
な紙袋の製造

平成26年12月8日

公表同意分34件（承認件数全37件）
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㈱名倉ルーフ 浜松市中区 その他の職別工事業
景観を損なわず滑りを抑える床面の強力滑り止め塗布
材「クリアグリップ」の開発及び販売

平成26年12月22日

㈱ワールドテック 浜松市東区
その他の生産用機械・同部
分品製造業

オーダーメイド型スパッタカバー搭載のメンテナンスフ
リー溶接ラインの開発と事業化

平成26年12月22日

㈱出野製作所 浜松市西区 家具製造業
固着針を一切使用せずＶＯＣの発生抑制を徹底した
家具の開発・販売

平成26年12月22日

㈲豊岡クラフト 浜松市北区
その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

高度な組木技術を用いたデザイン性に優れた木製
バックの開発・販売

平成26年12月22日

㈱丸一工業 浜松市天竜区 自動車・同附属品製造業
プレス機とハンドロボットを組み合わせたクラッチ用摩擦
材の自動加工システムの導入

平成26年12月22日

㈱深田建築工房 磐田市 木造建築工事業
水槽を組み入れたミニチュア祭屋台什器の開発・販
売

平成26年12月22日

㈱しあわせ野菜畑 掛川市
農業サービス業（園芸サービ
ス業を除く）

茶殻を熟成させ堆肥に用いた有機野菜の生産
平成26年12月22日

㈲やまへい 湖西市 鮮魚小売業 色が透明で身の締まった冷凍生シラスの開発・販売 平成26年12月22日

㈲スルガヤ商店 袋井市 その他の各種商品小売業
豊富な商品知識と顔の見える強みを活かした地域密
着型大人用オムツ宅配サービスの導入

平成26年12月22日

㈱平岡商店 静岡市葵区
茶・コーヒー製造業（清涼飲
料を除く）

海外の自然派食品を好む消費者の嗜好に合うくきほう
じ茶の開発及び販売

平成26年12月22日

㈱アイアールシー・データ・
プロ・テクニカ

静岡市葵区 情報処理・提供サービス業
スキャニング業務の低コスト化に向けた被写体自動搬
送機製造及び検索データ自動作成プログラムの開発

平成26年12月22日

㈱大東製作所 静岡市葵区
造作材・合板・建築用組立
材料製造業

湿気硬化ウレタン型接着剤を使用できるロールコー
ターを用いた多機能な化粧板製品の製造・販売

平成26年12月22日

㈲茶坊主 静岡市駿河区 食料・飲料卸売業
ライフジャケット機能をもつ新たな防災頭巾の開発及
び販売

平成26年12月22日

山上水産㈱ 焼津市 水産食料品製造業
伝統製造技法で魚と野菜・フルーツの味をマッチさせ
たシーフードジャムの開発と販売

平成26年12月22日

ヤマカ食品㈱ 富士市 水産食料品製造業
田子の浦港産生しらすにこだわった煮汁だくさん時雨
煮タイプ佃煮の製造・販売

平成26年12月22日

天間特殊製紙㈱ 富士市 紙製造業
光反射率と赤外線遮蔽率の高さを両立させたマルチ
栽培用不織布の開発・販売

平成26年12月22日

阪野綾子（café akko) 三島市 専門料理店
制限食が必要な方やアスリートの方を対象としたパーソ
ナルフードの提供

平成26年12月22日

㈱ナガシマ防災 三島市 建物サービス業
デザインと実用性を兼ね備えた新しい消火器スタンド
『リブレボ』の開発及び販売

平成26年12月22日

flapS㈱ 三島市 美容業
子育て女性を支援する分かりやすい料金体系の一時
保育サービス付きボディケアサロンの展開

平成26年12月22日

㈲朝霧牧場 富士宮市 産業廃棄物処理業
ビルの屋上緑化や公共緑地向けの、臭気を減少させ
たコンポストの開発製造・販売の推進

平成26年12月22日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
外国人観光客向け機内飲酒用及び土産用としての
「100mℓ(g)瓶詰日本酒」の開発・販売

平成26年12月22日
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関口聡（アップルシード） 伊東市 旅館，ホテル
ペット食育指導士（上級）の資格を活かした「オンリーワ
ンディナー宿泊プラン」の提供

平成26年12月22日

平成27年1月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱エンジェルコスモ 浜松市浜北区 教養・技能教授業
言語発達遅滞に悩む乳幼児の保護者向け知能教育
のインターネット配信講座の開講と展開

平成27年1月20日

(資)横田輪業 浜松市浜北区
その他の輸送用機械器具製
造業

フレーム中央部に荷物スペースを配置した、ビジネス
マン向けミッドシップカーゴシティサイクルの開発と販売

平成27年1月20日

ティーエフシー㈱ 磐田市
その他の生産用機械・同部
分品製造業

絡み合ったばねを解し、一個単位で取り出すスプリング
分離自動供給装置の開発及び販売

平成27年1月20日

西村　泰彦（Hobo　Plan‐
net）

掛川市 デザイン業
遠州織物生地に縁起物キャラクターを伝統技法で型
染めした布製張子の商品開発

平成27年1月20日

㈲トリイ 掛川市 家具・建具・畳小売業
防炎加工を施した掛川手織葛布のローマンシェードの
開発及び販売

平成27年1月20日

河田　全玄（浜岡管工） 御前崎市
管理，補助的経済活動を行
う事業所

地震などの揺れから商品を守る「スリップロック」の開発 平成27年1月20日

宮原　静代（宮原商店） 静岡市葵区 他に分類されない製造業 ライフジャケット機能を付加した横断バッグの開発 平成27年1月20日

㈱クレストヨンド・キャパシ
ティ－

静岡市駿河区 デザイン業
グリーフケアサービスに特徴をもつ個人用ＨＰ「じぶん
アーカイブ　わたしの軌跡.com」の開発

平成27年1月20日

㈱松永工基 焼津市
とび・土工・コンクリート工事
業

脱抜・繰返使用が可能な「あと施工アンカー」の商品
開発

平成27年1月20日

マスダ技研㈱ 藤枝市 その他の金属製品製造業
耐蝕性に優れ分解洗浄も可能な小型の炭火つるし焼
豚釜の開発と販売

平成27年1月20日

㈲落合ハーブ園 三島市 耕種農業
ミシマサイコの葉や茎を活用した三島サイコ茶及びブレ
ンド飼料、食品加工・化粧品原料の開発・販売

平成27年1月20日

㈱オギ 富士宮市 金属素形材製品製造業
製品の部位別外観キズ識別装置の開発導入と商品
化

平成27年1月20日

㈲長倉書店 伊豆市 書籍・文房具小売業
地元郷土研究会との連携や豊富な郷土資料を活用し
た修善寺ガイドブックの作成・販売

平成27年1月20日

㈲むせんZONE25 伊豆市
機械器具小売業(自動車,自
転車を除く)

自転車競技者向けのデジタル簡易無線機セットの開
発及び販売

平成27年1月20日

㈱いっしん 伊東市 パン・菓子製造業
凍らせて食べる甘さ控えめの新食感和菓子の開発・販
売

平成27年1月20日

平成27年2月の経営革新計画承認一覧

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱美興 浜松市中区 産業廃棄物処理業
廃材・原木由来の木質チップを材料とした鉄鋼
メーカー向け高純度木質炭の製造及び販売

平成27年2月5日

中野明（まる十八） 浜松市東区 専門料理店

北海道札幌ラーメンの特徴をもとに、味噌の配
合等を調整することで県西部地域産の具材本来
の味を引き出した新たなラーメンメニューの開
発

平成27年2月5日

公表同意分34件（承認件数全38件）

公表同意分15件（承認件数全16件）
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㈱CTライズ 浜松市浜北区 その他の職別工事業
天然石スレート瓦に代用可能な軽量で高級感の
あるFRP素材屋根瓦の開発と販売

平成27年2月5日

㈱AYARI 浜松市浜北区 教養・技能教授業
9種類以上の天然オイルをブレンドした短時間で
香りが変化するエッセンシャルオイルの開発と
販売

平成27年2月5日

橋本エンジニアリング㈱ 浜松市浜北区 金属素形材製品製造業
マグネシウム合金とCFRPによる超軽量アクティ
ブタイプ車椅子の開発

平成27年2月5日

大石鐵工所㈱ 磐田市
生活関連産業用機械製造
業

大型梱包箱のまま検査が可能なＸ線金属片検出装置
の開発及び販売

平成27年2月5日

マルトウ工業㈱ 袋井市 自動車・同附属品製造業
自動車用ベアリング部品のプレス圧入－溝径選
別機の開発と導入

平成27年2月5日

㈱しずおかオンライン 静岡市葵区 出版業
地場工務店向け直接送客サービスによる成果報
酬型ビジネスモデルの構築

平成27年2月5日

㈱立米 静岡市駿河区
その他の家具・装備品製
造業

フィンランド産特殊カラーウッドを活用する医
療・福祉現場向け建築資材の企画・開発

平成27年2月5日

プラス産業㈱ 静岡市駿河区 電子部品製造業
抄紙時の吸引水圧を可変コントロールする特殊
振動板用抄紙機の開発・導入

平成27年2月5日

㈱東洋機械製作所 静岡市清水区 金属加工機械製造業
加工精度±5μmを実現する大型放電加工機の量
産化への取組み

平成27年2月5日

ミヤハラフーズ㈱ 静岡市清水区 その他の食料品製造業
静岡県産たけのこを使用し、本来の食感を維持
するために洗浄除菌と加熱殺菌を組み合わせた
真空パック詰め製造工程の確立

平成27年2月5日

㈱コーヨー化成 静岡市清水区
工業用プラスチック製品製
造業

ウェットティッシュ製品等の凹凸機構のチャック式包装
形態及び充填システムの開発

平成27年2月5日

保科守彦（アイシャイ
ン）

沼津市 自動車整備業
障がい者福祉施設と連携した整備履歴書・整備
記録簿付き中古原付バイクの整備・販売

平成27年2月5日

㈲ヤマカ水産 沼津市 水産食料品製造業
沼津の魚にこだわった、冷凍加工しない洋食に
もあう干物の開発と販売

平成27年2月5日

㈱アスルクラロ御殿場 裾野市 教養・技能教授業
ファミリーを対象とした定期的なフットサルイ
ベント事業の展開

平成27年2月5日

㈱ライズ 富士宮市
とび・土工・コンクリー
ト工事業

間伐材丸太だけでなく、製材端材も使用可能な
カチオンフレームの開発・販売

平成27年2月5日

酪農王国㈱ 田方郡函南町 各種食料品小売業
全脂粉乳を活用した新たな家庭用調味料の開発
及び販売

平成27年2月5日

㈲アイディール 浜松市西区 他に分類されない小売業
シニア犬向けの健康状態にあわせ原材料にこだわった
ドライペットフードのセミオーダー方式の製造・販売

平成27年2月23日

㈲マサル織布 浜松市浜北区 織物業
五層に編んだ立体布の保温性等の特徴を活かし
た冬物綿ガーゼ商品の開発と販売

平成27年2月23日

井口琴恵（ココナ） 磐田市
その他の織物・衣服・身の回
り品小売業

遠州織物の技術を活用し吸収性等が高い、3重ガー
ゼを用いた生理用品及び肌着の開発・販売

平成27年2月23日

㈲宮地養蜂場 磐田市 その他の飲食料品小売業
蜂蜜をテーマにした市民向け食育体験講座の開催と、
地域特産品を活用した自社蜂蜜加工食品の開発・販
売

平成27年2月23日

㈱インデコ 袋井市 一般貨物自動車運送業
サービス業や小売業の創業者向けテストマーケティン
グ可能な創業支援カフェの開設

平成27年2月23日
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スマートブルー㈱ 静岡市葵区 電気工事業
遮光の影響に関するデータ解析サービスを付加した営
農型太陽光発電システムの開発及び事業化

平成27年2月23日

大日工業㈱ 静岡市清水区 電子回路製造業
県産の集積材にLED照明を内蔵した音声案内付き手
すりの開発及び販売 平成27年2月23日

カワサキ機工㈱ 島田市
生活関連産業用機械製造
業

茶樹の直掛け遮光資材の被覆・巻き取りを自動
化する乗用摘採機用アタッチメントの開発及び
販売

平成27年2月23日

ケーアイ工業㈱ 富士市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

津波や河川氾濫の際に外壁や屋根等を救命用筏
として用いるステンレス製パネルの開発及び販
売

平成27年2月23日

アイキ樹木メンテナンス
㈱

富士市 林業サービス業
樹木に予防的観点を提案する樹木ドック事業の
展開

平成27年2月23日

キソー㈱ 富士市
産業用電気機械器具製造
業

コイン式タイヤワックスディスペンサーの開発 平成27年2月23日

ミヤマ工業㈱ 富士宮市 自動車・同附属品製造業 苺栽培用専用培土充填装置の開発・販売 平成27年2月23日

㈱渡辺商店 御殿場市 食肉小売業
冷涼な気候を活かした通年での製造が可能な非加熱
熟成食肉製品の開発・販売

平成27年2月23日

オートアシスト＆サトー
レッカー㈱

御殿場市
他に分類されない事業サー
ビス業

大72羽同時調理可能な移動式ロティサリーチキン
調理ユニットの開発及び販売

平成27年2月23日

㈲桜道ふとん店 御殿場市 呉服・服地・寝具小売業
臥床姿勢の３Ｄ計測器を使用したフルオーダー
敷布団と枕の商品開発及び製造販売

平成27年2月23日

青木興業㈱ 伊豆市 一般土木建築工事業
リフォームを必要とする観光宿泊施設向けに設
計、施工と事業計画作成をワンストップで提供
するサービスの展開

平成27年2月23日

平成27年3月の経営革新計画承認一覧 公表同意分101件（承認件数全111件）

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

髙崎勝則（ゼスト） 浜松市東区 印刷業
萌えキャラと忠実に再現した現存する兵器を組
み合わせたオリジナルデザインの衣類等の開発

平成27年3月6日

丸啓細巾工業㈲ 浜松市東区 織物業
工業用ベルト資材等の立体造形による生産技術
の開発と事業化

平成27年3月6日

㈲人形の優玉 浜松市南区 がん具・運動用具製造業 立体感の際立つ押し花屏風の開発・販売 平成27年3月6日

㈱シモムラアレック 静岡市葵区 他に分類されない卸売業
使用感がダイレクトに指に伝わり繊細なスジ彫
り作業ができる模型製作用板状刃物工具の開発
と販売

平成27年3月6日

㈲環プロダクツ 静岡市駿河区 デザイン業
水はね、水たまりができにくく吐瀉物が詰まり
にくい高齢者福祉施設用口腔ケアカウンターの
開発・販売

平成27年3月6日

日本平版㈱ 静岡市駿河区 製版業
油絵独特の厚塗りを再現する複製技術の開発及
びキャンバスプリント事業の展開

平成27年3月6日

㈱もちひこ 静岡市清水区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

大規模空間や短サイクルリニューアル等の商業
施設のニーズに対応した骨組膜構造建築物（テ
ントハウス）事業の展開

平成27年3月6日

伊藤忠雅（食堂さくら
屋）

静岡市清水区
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

ほぐさなくても食べやすい新たな揚げ桜えび丼
の開発・提供

平成27年3月6日

増田万壽夫（かど万米
店）

藤枝市 その他の飲食料品小売業
米糀の働きを活かした砂糖不使用の「藤枝ス
イーツ甘酒シリーズ」の開発・販売

平成27年3月6日
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㈲まるととづか 牧之原市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

若年層をターゲットとした観光土産型のチョコ
レート切干し芋の開発・販売

平成27年3月6日

㈱マルイチ 榛原郡吉田町
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

多様な物流施設レイアウトや物流量にフレキシ
ブルに対応可能なバンニングユニットの開発と
販売

平成27年3月6日

㈲マルハチ金龍丸水産 沼津市 水産食料品製造業
冷たくて素材本来の旨味を味わえる煮魚（パッ
ク形態商品）の開発、製造、販売

平成27年3月6日

㈲すいほう園 沼津市 旅館，ホテル
ピットスペース付ガレージを併設したロードバ
イク愛好家向け宿泊サービスの提供

平成27年3月6日

㈱ワショウ精機 富士市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

簡易タオル掛け用脱着式リングの製造・販売 平成27年3月6日

富士紙管㈱ 富士市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

紙管廃材と樹脂を配合させた帯電防止性能に優
れた樹脂ペレットの生産

平成27年3月6日

㈱アイワ 富士市
管工事業（さく井工事業
を除く）

各種再生可能エネルギー（自然エネルギー）を
組合わせたハイブリッド給湯・暖房システムの
開発・販売

平成27年3月6日

㈱マコト電機 富士宮市 機械設計業
ミルロールスタンド用の、並列構造油圧シリン
ダーユニットの開発

平成27年3月6日

朝霧ヨーグル豚販売(協) 富士宮市
事業協同組合（他に分類
されないもの）

ヨーグル豚ラードを練りこんだヨーグル豚ラー
ド麺の開発

平成27年3月6日

㈱正治組 伊豆の国市 一般土木建築工事業
シュレッダー屑や古紙を活用した吸収材及び同
吸収材による土壌改良工法の開発

平成27年3月6日

㈲京和工業 駿東郡長泉町
管理，補助的経済活動を
行う事業所

抱き上げ動作不要でベッドから車椅子への移動
を可能にする移乗機器の開発・販売

平成27年3月6日

小柴重喜（KS設計工業） 田方郡函南町 機械設計業
ガスダンパーによる安定した大きなトルクで椅
子の立ち座りを補助する「ラクッション」及び
取付用椅子の開発と販売

平成27年3月6日

㈱ハリスの湯 賀茂郡河津町 旅館，ホテル
「育する」をコンセプトに宿泊客が実際の旅館
業務を体験する宿泊プランの事業展開

平成27年3月6日

㈲こころ 浜松市中区 酒場，ビヤホール
セルフオーダー式飲食店の待ち時間解消とリ
ピートを促進するシステムPOSを連動させたオン
ライン予約システムの開発・導入

平成27年3月23日

㈱AVEST 浜松市中区 自動車小売業
２色の面発光を可能にするＬＥＤドアミラー
ウィンカーの開発と販売

平成27年3月23日

三光製作㈱ 浜松市中区
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除
く）

抗菌メッキ技術を活かしたデザイン性の高い富
士山グッズの開発・生産・販売

平成27年3月23日

㈱サン・ラファエル 浜松市東区 パン・菓子製造業
ケーキでご当地グルメ等を忠実に再現する技術
の開発及び商品化

平成27年3月23日

㈱エージェンシースギタ 浜松市東区 家具・建具・畳小売業
オフィス等の室内に簡易に独立した空間を創り
出す組立型オフィスルームキットの開発と販売

平成27年3月23日

㈱NOKIOO 浜松市東区
インターネット附随サー
ビス業

モニターの表情や動作と閲覧・操作画面を合成
した動画を作成するWEBサイト評価サービスの提
供

平成27年3月23日

㈱東洋鉄工所 浜松市東区
生活関連産業用機械製造
業

多品種小ロット向けアルミダイカスト５軸バリ
取り装置の開発・事業化

平成27年3月23日

㈱コバテクノロジー 浜松市東区 自動車・同附属品製造業
医療・介護施設、一般家庭の風呂場向け、カビ
発生防止及び配管内の汚れ除去のためのＡｇセ
ラミックボールの開発・製造・販売

平成27年3月23日

㈱入河屋 浜松市北区 菓子・パン小売業
鰻残渣を使用した原料を用いた鰻白焼き煎餅等
の開発及び販売

平成27年3月23日
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㈲ぬくもり工房 浜松市浜北区
繊維品卸売業（衣服，身
の回り品を除く）

裏地の素材選定や加工により保温効果を高めた
遠州綿紬の外出着商品の開発と販売

平成27年3月23日

㈲グラスアーツ 浜松市浜北区
写真機・時計・眼鏡小売
業

スポーツ時に広い視野を確保できる子供用度付
きスポーツゴーグルの開発と販売

平成27年3月23日

㈱フルーツワールド 浜松市浜北区 他に分類されない小売業
家族葬等を行うコンパクトな葬祭場向けの段
ボール製組立て篭盛り台の開発と販売

平成27年3月23日

やまと興業㈱ 浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業
Bluetoothによる一斉制御が可能なペンライト等
のLED製品の開発・販売

平成27年3月23日

アクトテック㈱ 浜松市天竜区 産業機械器具卸売業
刃の耐久性やメンテナンス性を高めたプレカッ
ト用切削カッタの開発・販売

平成27年3月23日

芝田工業㈱ 磐田市
暖房装置・調理等装置，
配管工事用附属品製造業

板金加工技術により、軽量化と堅牢性を実現し
た鉄製家具の製造・販売と製造体験事業

平成27年3月23日

㈱玉華堂 磐田市 パン・菓子製造業
静岡県の名産品を使用した常温でも溶けにくい
海外市場向け生チョコクッキーの開発及び販売

平成27年3月23日

加藤タオル㈱ 磐田市 その他の繊維製品製造業
甘糊工程を省いた高効率・低負荷環境のタオル
製織技術の構築

平成27年3月23日

㈱エムジェーケージャパ
ン

磐田市
機械器具小売業(自動車,
自転車を除く)

農業者と連携したインドネシアにおける静岡県
産農産物の販売

平成27年3月23日

湖西テストラボ(同) 湖西市 その他の技術サービス業
反応化学等の専門知識や効果検証設備を活用し
た異物混入対策立案のサポートの取組み

平成27年3月23日

㈱タカエンジニアリング 袋井市
他に分類されない教育，
学習支援業

フィリピン・セブ島でのIT・英会話留学プログ
ラムの企画

平成27年3月23日

㈱白形傳四郎商店 静岡市葵区
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

静岡県産茶の種子から搾取した、茶の実１０
０％の調理用オイルの開発

平成27年3月23日

㈲ニシモト 静岡市葵区 印刷業
デザインの設計イメージと実物の色味等の違い
を解消する木製や樹脂向け印刷及びカッティン
グ試作サービスの展開

平成27年3月23日

大日紙業㈱ 静岡市葵区 紙・紙製品卸売業
メモ帳の側面に高精度のフルカラーインク
ジェット印刷を施した「アートブロックメモ」
の開発・販売

平成27年3月23日

㈱テルヤ 静岡市葵区 ソフトウェア業
RFIDシステムを用いたコンクリート構造物の内
部鉄筋を非破壊検査する検査装置・システムの
開発

平成27年3月23日

㈱AKAISHI 静岡市駿河区 革製履物製造業
自社ブランド「アーチフィッター」製造技術を
活かしたその場でお渡しするインソールのカス
タマイズサービスの提供

平成27年3月23日

㈲ネイティブグラフィッ
ク

静岡市駿河区 デザイン業
富士山麓のスコリアを使用し洗い加工処理した
デニム商品の開発・販売

平成27年3月23日

太田幸良（ビクトリー商
会）

静岡市駿河区 他に分類されない小売業
素振りによって理想的なフォームを確認できる
野球スイング練習器具の開発

平成27年3月23日

高橋そば製粉㈱ 静岡市駿河区 精穀・製粉業 そば粉への害虫の混入を防ぐ製粉工程の構築 平成27年3月23日

㈱松尾製作所 静岡市駿河区
装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業

点灯・消灯が容易な自発光式ブローチ型安全ピ
ンの開発・販売

平成27年3月23日

㈲日本スエーデン 静岡市駿河区
その他のなめし革製品製
造業

「革深絞り技法」のシステム化・高度化による
市場にない革製品の開発と発信

平成27年3月23日

㈱ヤママル 静岡市清水区 水産食料品製造業
天日干しした駿河湾産桜えびと鰹でんぶを使っ
た混ぜご飯の素の開発

平成27年3月23日

http://www.nukumorikoubou.com/�
http://yama-maru.com/�
http://www.akaishinet.com/�
http://www.native-g.com/�
http://www.sobakoya.co.jp/�
http://www.shirakata.co.jp/�
http://www.taka-engineering.com/�
http://www.glassarts.co.jp/�
http://www.fruitworld.co.jp/�
http://www6.ocn.ne.jp/~nishimot/index.html�
http://kosaitestlabo.com/�
http://www.gyokkado.co.jp/�
http://dainichi-p.co.jp/�
http://www.teruya.co.jp/�
http://www.yamato-industrial.co.jp/�
http://www.lockpin.co.jp/index.html�
http://nihon-sweden.com/�
http://www.mjk-j.com/�


本間智（sol-noir） 静岡市清水区
その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

簡単に剥がせるジェルネイルシールの開発 平成27年3月23日

宮城島昌典（カネヘイ養
魚場）

静岡市清水区 内水面漁業
三保地下海水で養殖したヒラメを使った蒲鉾の
開発・販売

平成27年3月23日

㈱ハートワークスデザイ
ンオフィス

静岡市清水区 土木建築サービス業
小径木材を使い、組立・分解・レイアウト変更
が容易なリフォーム資材の開発・販売

平成27年3月23日

㈲ファイブエスファーム 静岡市清水区 その他の繊維製品製造業
住環境における太陽光を想定した光の照射によ
りカーテン生地の汚れを発見する検品システム
の設計・導入

平成27年3月23日

㈱プラントシステム 静岡市清水区
産業用電気機械器具製造
業

食品豆類原料用のベルト式異物選別機の開発 平成27年3月23日

㈱丸井商事 静岡市清水区
発泡・強化プラスチック
製品製造業

高さを無段階に調整でき、適度な硬さ及び流動
性と安定性を確保した枕の開発・販売

平成27年3月23日

清栄コンピュータ㈱ 静岡市清水区

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器
具・理化学機械器具製造
業

光の影響を受けやすい銀パウチや透明フィルム
素材の食品表示の印字を判別する次世代印字検
査機の開発・販売

平成27年3月23日

㈲片平木材 静岡市清水区 産業廃棄物処理業
瓦の特性を活かした環境にやさしいアクアリウ
ム商品の製品化及び販売

平成27年3月23日

㈱ハットリ製茶 焼津市 その他の飲食料品小売業
富士山型のオリジナルティーパック商品の開
発・販売と持ち込み茶葉のティーパック詰め込
みサービスの提供

平成27年3月23日

中島直子（趣味の店 美
也比）

焼津市 他に分類されない小売業
思い出を着つける「木目込み人形地蔵」の開発
と販売

平成27年3月23日

㈱愛プロダクツ 焼津市 他に分類されない製造業
簡易に刃の調整ができる回転式鰹節削り器の開
発

平成27年3月23日

㈲羽山商店 焼津市 その他の食料品製造業
カルシウム素材を配合した生麺「焼津健骨麺」
の開発

平成27年3月23日

㈱日曜発明ギャラリー 焼津市
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

吸水材の保水水分の気化熱により冷却機能を促
進させるベスト及びヘッドカバーの開発・販売

平成27年3月23日

㈱私の眠り井鍋 藤枝市 呉服・服地・寝具小売業
機能性および汎用性の高い素材「竹粒綿」を
使った寝具用品の開発

平成27年3月23日

㈱ヤマトアパレイユ 藤枝市 鉄骨・鉄筋工事業
アンカーボルトと基礎の結合を強化する『エア
抜きスペーサ』の開発と販売

平成27年3月23日

㈱農援 藤枝市 耕種農業
エネルギー効率の高い未利用資源作物「ソルガ
ム」のバイオマス燃料の開発・販売

平成27年3月23日

サカイ産業㈱ 島田市 その他の繊維製品製造業
教育教材用の心臓マッサージ実習装置の開発

平成27年3月23日

㈱KDソルジア・イノベー
ション

島田市
管理，補助的経済活動を
行う事業所

太陽光発電の適正な発電量を自動検証する大規
模発電所向けモニタリングシステムの開発と提
供

平成27年3月23日

岩堀祝子（ティアレ） 榛原郡吉田町
その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

フルーツを使用したカービングパフォーマンス
サービス事業の展開

平成27年3月23日

徳山建設㈱
榛原郡川根本
町

土木工事業（舗装工事業
を除く）

荒廃茶園の抜根、整地と共に害獣対策、雑草対
策までを施した転換作物の栽培支援事業の展開

平成27年3月23日

鈴木元子（鈴木製茶） 沼津市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

八十八夜と十五夜の茶摘み体験やオーナーの意
見を生産に反映できる茶畑オーナー制度の開始

平成27年3月23日

㈱フジネット 沼津市
金属線製品製造業（ねじ
類を除く）

エスマルヒ駆血帯の滅菌処理方法および滅菌補
助器具の開発・販売

平成27年3月23日
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㈲アール・ケイ・ケイ 沼津市 身の回り品卸売業
温泉浴用のフェイスマスク「Face　spa（フェ
イ・スパ）」の開発・販売

平成27年3月23日

㈱アルカンシェル 沼津市 床・内装工事業
老人介護施設向けアートフラワーのレンタル事
業

平成27年3月23日

石井隆介（ウッドワーク
ス）

沼津市 木造建築工事業
自然美に見立てたモルタル造形の自由な屋内・
屋外装飾の施工

平成27年3月23日

㈱ライズ・アップ 沼津市 電気機械器具修理業
災害時において飲料の取り出しが可能となるア
プリ対応ポイント付き自動販売機システムの開
発・販売

平成27年3月23日

㈱後藤工務店 沼津市 木造建築工事業
断熱性・気密性の見える化で効果のわかる断熱
改修工事を付加した耐震補強工事の施工

平成27年3月23日

㈱平成学院 沼津市 学習塾
記念誌や自治会・PTA・社内報の企画・校正サー
ビス

平成27年3月23日

㈱アークヒル 富士市 洗濯業
界面活性剤を使用しない家庭向け羽毛布団のク
リーニングサービスの提供

平成27年3月23日

㈱アルファ電子 富士市 電子回路製造業
基板実装ライン幅の変動に応じロール幅が自動
調整される機構の「除塵粘着ロール」の開発及
び導入

平成27年3月23日

山洋紙業㈱ 富士市 紙・紙製品卸売業
ＰＲ機能を持つ新しい簡易広告座布団の開発及
び販売

平成27年3月23日

植田産業㈱ 富士市 紙製品製造業
独特の質感を表現できる「でこぼこ（凸凹）バ
ンド」の製造・販売

平成27年3月23日

アイキ樹木メンテナンス
㈱

富士市 林業サービス業
不要となった盆栽の引き取りサービスにおける
レンタル・販売事業の展開

平成27年3月23日

㈱山本食品 三島市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

箱根西麓三島産畑わさびを使用した三島の薬
味・純粉わさび（仮称）の開発及び販売

平成27年3月23日

石渡食品㈲ 三島市 パン・菓子製造業
保存期間が長い低糖質プロテインバーの開発と
販売

平成27年3月23日

エム・テー工業㈱ 裾野市 その他の金属製品製造業 移動式の消化ホース格納箱の開発及び販売 平成27年3月23日

芝山幸男（たつ木） 富士宮市 専門料理店
富士宮産の食材を使った「にじますてまり寿
司」の開発・販売

平成27年3月23日

㈱マクルウ 富士宮市
非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

マグネシウム合金パイプの曲げ加工技術の確立
によるマグネシウムチューブ製家具等の製作・
販売

平成27年3月23日

㈲木成 富士宮市 その他の娯楽業
富士山麓の流域とジオを学び楽しむ外国人ツー
リスト向けスタンドアップパドルボードツアー
の展開

平成27年3月23日

㈱富士アールアンド
ディー

富士宮市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

フィルム成膜時の前処理用のイオンソース照射
装置を組込んだ実験用小型スパッタリング装置
の開発・販売

平成27年3月23日

齋藤昌利（アンジュロー
ブ）

富士宮市 菓子・パン小売業
地元産豚のラードを使用しコストを抑えたス
ティックパイの開発・販売

平成27年3月23日

㈲杉山溶接工業 御殿場市
機械修理業（電気機械器
具を除く）

農業用のコンクリート製既設U字溝に取り付け可
能なフリーサイズ小型堰の開発・販売

平成27年3月23日

㈲小林捺染工所 駿東郡小山町 がん具・運動用具製造業
初節句の御祝用名前旗の小型化を実現したリ
バーシブル旗の開発

平成27年3月23日

工房カワイ㈱ 駿東郡清水町 食料・飲料卸売業
緑茶に配合する微粉末の粒子の大きさを均一化
し、ティーバッグ充填時の詰まりを解消する製
造方法の確立

平成27年3月23日
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務台健太郎（ANGEL
GARDEN）

駿東郡清水町 専門料理店
真空調理法と電子スモーク調理法を組み合わせ
た静岡県産食材燻製セットの開発・販売

平成27年3月23日

東部メディカルセンター
㈱

田方郡函南町
医療に附帯するサービス
業

健康診断とEBH（科学的根拠に基づいた健康増
進）による定期野菜販売事業の展開

平成27年3月23日

鈴木文雄（はまべ荘）
賀茂郡東伊豆
町

旅館，ホテル
個々の推奨摂取カロリー等に応じたオリジナル
料理を中心とする健康宿泊プログラムの提供

平成27年3月23日

五木田秀幸（FARO）
賀茂郡西伊豆
町

ガラス・同製品製造業
ペット愛好家向けに虹色の螺旋模様のグラデー
ションを施したメモリアルグッズの製造・販売

平成27年3月23日
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