
●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27年4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

エイグローブ㈱ 浜松市中区 その他の専門サービス業
小規模企業の海外進出支援ワンストップサービス
の展開

平成27年4月21日

浜静クラフト㈱ 浜松市東区 自動車・同附属品製造業
自動車メーカーの開発試作に適応した低コストと
短納期を実現する歯切プログラムの開発とエンド
ミル加工歯車の製作

平成27年4月21日

㈲キャリア・アップ 浜松市東区
経営コンサルタント業，
純粋持株会社

組織を見える化する“心のベクトル診断”と人財
育成サービスの提供

平成27年4月21日

㈲カワシマハネー 浜松市西区 畜産農業
蜂の巣の駆除をきっかけに空き家管理までを行う
新サービスの提供と顧客開拓

平成27年4月21日

㈱フェイス21 浜松市南区 がん具・運動用具製造業
食品搬送用車両の荷台に施す抗菌・断熱塗装パッ
ケージの開発と販売

平成27年4月21日

小栗佑太（緑守扇鯉部
路）

浜松市南区
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

地域特産品等を扱う専門店とのネットワークを活
用したコラボギフト商品販売事業の展開

平成27年4月21日

㈱ティーエス 浜松市浜北区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

専用治具とガスを用いたリチウムイオン二次電池
等の液漏れ検査装置の開発・販売

平成27年4月21日

西遠ゴム工業㈱ 磐田市 自動車・同附属品製造業
海外（フィリピン）における自動車用ワイヤー
ハーネス付属ゴム部品の一貫生産ラインの創設

平成27年4月21日

㈱スクラムクリエイショ
ン

袋井市 その他の物品賃貸業
楽な姿勢でフィッシュセラピー体験ができる頭部
保持板付顔専用移動ユニットの開発・販売

平成27年4月21日

アオノフレッシュミート
㈱

静岡市葵区 農畜産物・水産物卸売業
鰹節製法による削り節ミート「THE ふわり」シ
リーズの開発と販売

平成27年4月21日

静岡広告㈱ 静岡市駿河区 広告制作業
中小企業向けの映像コンテンツを活用したWEBサ
イト制作支援サービスの提供

平成27年4月21日

㈱ヤマナミ 静岡市駿河区
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

姿勢指導や歩行指導を含めたアスリートを足から
サポートする靴育サービス事業の展開

平成27年4月21日

㈱セルリンク 静岡市駿河区 印刷業
大型かつ立体の直接印刷を可能とする真空昇華転
写印刷事業の展開

平成27年4月21日

㈱恭和 静岡市駿河区 自動車・同附属品製造業
タブレット端末対応の眼科向け電子カルテシステ
ムの開発と販売

平成27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

短時間での膨化乾燥により、膨化程度と焙煎程度
を任意に制御できる麦茶等穀類焙煎機の開発及び
販売

平成27年4月21日

カネイ一言製茶㈱ 島田市 食料・飲料卸売業
バッグの目の粗さ等を調整し適度な抽出が可能な
「ラテティーバッグ」の商品開発及び販売

平成27年4月21日

　　　静岡県　経営革新計画承認企業一覧　（平成27年度）

公表同意分23件（承認件数全26件）
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静波伝統技法研究社㈲ 牧之原市 宗教用具製造業
玉眼嵌入等の仏像製作技法を活かした祭りの山車
用人形の開発及びレンタルサービスの展開

平成27年4月21日

㈱静岡プラント 榛原郡吉田町
基礎素材産業用機械製造
業

微細な粉末を高効率で回収するドーム型サイクロ
ン装置の開発と販売

平成27年4月21日

㈱ダイワ・エム・ティ 富士市
その他の輸送用機械器具
製造業

３工程、３台の機能を１台に集約した「多機能圧
着型・圧着装置」の開発・販売

平成27年4月21日

㈱三富工業 富士市 その他の金属製品製造業
有機物輻射熱分解バイオマス発電装置の製造・販
売

平成27年4月21日

㈲髙田建材 裾野市 セメント・同製品製造業
骨材の選択や水分のリアルタイム計測管理等の工
夫による、乾燥収縮（長さ変化）が小さい生コン
クリート製造体制の確立

平成27年4月21日

㈲山﨑精肉店 御殿場市 食肉小売業
カンナ氷を用いた温度管理と職人技による馬肉サ
ラミ・ジャーキーの開発・販売

平成27年4月21日

伊豆木器㈱ 伊豆市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

地場工務店による斜め材を用いた住宅設計を支援
する設計支援・プレカットサービスの提供

平成27年4月21日

平成27年5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

三島吉人（SAN'S HAIR 
SALON）

浜松市中区 美容業
天然素材を使用したノンシリコン・天然香料の頭
皮用トリートメントの開発と関連商品の販売

平成27年5月21日

鈴木一聡（mossvita) 浜松市中区
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

２種類のアロマを同時に装着できるデュアルボト
ル構造のオリジナルアロマ噴霧器の開発及び販売
とオイルを使った香りの空間提案

平成27年5月21日

橋本螺子㈱ 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

多種多様な立体造形を可能にするねじブロックの
開発、販売

平成27年5月21日

太田佳世子（STUDIO 
CReW）

浜松市西区 教養・技能教授業
地域のバレリーナやダンサーの将来の可能性を広
げるための地域統一教育システムの開発

平成27年5月21日

㈱つかさ製菓 浜松市南区 菓子・パン小売業
「オリジナルＡＲプリントケーキ」の開発・販売
による新たなケーキエンターテイメント体験の提
供

平成27年5月21日

㈱高栁喜一商店 浜松市浜北区 がん具・運動用具製造業
藍染めした人工皮革を使用する軽量で色落ちの少
ない剣道甲手の開発と販売

平成27年5月21日

㈱TOSMO 磐田市
電球・電気照明器具製造
業

海外（米国）における太陽光・風力ハイブリッド
発電システム用インバーターの日本仕様化及び日
本市場における販路開拓

平成27年5月21日

㈱瓦粋 袋井市 その他の職別工事業 高防水・高耐久瓦葺き桟工法の開発と販売展開 平成27年5月21日

㈱ラ・ポルタ 静岡市駿河区 電気機械器具卸売業
海外（スリランカ）の電圧状況等に対応したLED
照明の組立て・販売

平成27年5月21日

㈱エフ・ピー・ケー 藤枝市
その他の家具・装備品製
造業

国内外の商業施設向け長尺の大型什器の開発と販
売

平成27年5月21日

㈱富田工務店
榛原郡川根本
町

一般土木建築工事業
川根産杉材と伝統工法等を活用し黒壁を共通デザ
インとして用いて景観に配慮した新築・リフォー
ム事業の展開

平成27年5月21日

(同)エムアール研究所 沼津市 他に分類されない卸売業
界面活性剤調合の工夫により油性汚れ等を除去す
る社交ダンス衣装及びシューズ向け洗浄剤の開
発・販売

平成27年5月21日

公表同意分13件（承認件数全14件）
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㈲西島建築設計工務 伊豆の国市
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

3DCGによるリアルタイム建築デザインのシステ
ムの開発

平成27年5月21日

平成27年6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

プラ㈱ 浜松市中区 建築リフォーム工事業
設計・施工のパターン化によるワンプライスリノ
ベーションと入居希望者とのマッチング等賃貸経
営をサポートする借家再生サービスの展開

平成27年6月8日

相馬民幸（相馬設備） 浜松市北区
管工事業（さく井工事業
を除く）

壁内に設置可能な家庭向け貯水システムの開発 平成27年6月8日

㈱スリーケア 静岡市駿河区 老人福祉・介護事業
片手で掴め、突起部に彩色を行うことで、色を識
別しながら指先の運動を促進するグッズの開発・
販売

平成27年6月8日

㈱Ｆ設計 静岡市清水区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

床下空間を 大限に活用したボックス製可動式大
型床下収納庫の開発

平成27年6月8日

㈱沖友 藤枝市 食料・飲料卸売業
駿河湾深層水を活用した宮古島産海ぶどうの中間
養生事業の展開

平成27年6月8日

㈱ミズ・バラエティー 富士市 こん包業
クリーンルーム内で梱包から配送作業までを実施
することで情報管理・品質管理を徹底した「健康
サプリメント」個包装・配送サービスの展開

平成27年6月8日

㈱ビズホープ 三島市 その他の専門サービス業
女性向けギフトをプロデュースするギフトサイト
「ヒロインストア」の企画・運営

平成27年6月8日

㈲ホットプランニング 富士宮市 食料・飲料卸売業
大豆発酵食品テンペの新製品「味付けテンペ」の
開発・販売

平成27年6月8日

㈱山桂設備 富士宮市 建築リフォーム工事業
パターン化することで低価格・短納期を実現する
浴室のトータルリフォーム工法の開発

平成27年6月8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

塗装した薄鉄板をプレス加工する際の折れや擦り
傷ロスを低減させる、スイング曲げを応用した金
型の製作

平成27年6月8日

佐藤智章（リトルリッ
ツ）

伊東市 その他の娯楽業
高反発クッション材を使用し、保温機能を高めた
ドライスーツ用防寒インナー「断熱理論」の開
発・販売

平成27年6月8日

アローズジャパン㈱ 浜松市中区 教養・技能教授業
眼から入った情報を素早く足に伝える新たなト
レーニング装置の開発とトレーニングの提供

平成27年6月22日

㈱アライズ 浜松市中区 不動産管理業
暖房効果や省エネ性、清掃のしやすさに優れた
「牛舎用床暖房マット」の開発及び販売

平成27年6月22日

㈲イシガミ 浜松市中区
機械修理業（電気機械器
具を除く）

製品下降用無電力式昇降機及び搬送装置の開発・
生産

平成27年6月22日

アールエフネットワーク
㈱

浜松市中区

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

小型マイクロ波対応簡易無線用測定器の開発と販
売

平成27年6月22日

㈱天王製畳 浜松市東区 畳等生活雑貨製品製造業
全ての素材に畳を活用したキッズスペース「わっ　
ちびっこたたみ」の開発・販売

平成27年6月22日

㈱フジ技研 浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業
海外（ベトナム）における振動溶着治具の設計・
製造ラインの創設

平成27年6月22日

㈲松下シート 菊川市 その他の繊維製品製造業
救助訓練を行う援助隊の声を反映した救助訓練用
簡易ダミー人形「救之助」の開発・販売

平成27年6月22日

公表同意分31件（承認件数全28件）
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㈱冨士ネーム 菊川市 自動車・同附属品製造業
印刷技術と成形技術の一体化による高意匠自動車
内装部品の試作開発と提案型開発体制の構築

平成27年6月22日

㈱ブライトネス 菊川市 呉服・服地・寝具小売業
「まとめ髪講座」を切り口とした和装トータル
コーディネートのワンストップサービスの展開

平成27年6月22日

㈲げんき 袋井市 その他の食料品製造業
誤嚥を防ぎ嚥下しやすい、惣菜類を加工したジェ
ラート介護食の開発・販売

平成27年6月22日

㈱やまま満寿多園 御前崎市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

静岡県産有機緑茶に砂糖や乾燥生姜等を添加した
海外市場向け緑茶飲料の開発及び販売

平成27年6月22日

㈲ケアサンクス 静岡市葵区 食料・飲料卸売業
一般食品に添加容易な水溶性食品添加用すっぽん
エキス粉末の開発と販売

平成27年6月22日

㈲ＯＮｅ’ｓ 静岡市葵区
綱・網・レース・繊維粗
製品製造業

大幅な軽量化により使用者の利便性と安全性を高
めた箱罠の開発と販売

平成27年6月22日

㈱ＢＥＣＫ 静岡市葵区 その他の飲食店
地元農産品を使った新たなクラフトビールの製
造・販売

平成27年6月22日

タナカ石材㈱ 静岡市駿河区 他に分類されない小売業
ペットの納骨スペースを設ける墓石「共眠墓」の
開発と販売

平成27年6月22日

㈱扇インダストリー 静岡市駿河区
その他の家具・装備品製
造業

あらゆるメーカー製ドールに短納期で対応する
ドール用衣装製作サービスの展開

平成27年6月22日

伊倉哲司（伊の蔵・レ
ザー）

御殿場市
その他のなめし革製品製
造業

自動車スマートキーの形状にぴったりとフィット
する革製ケースの製造・販売

平成27年6月22日

平成27年7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

髙井正人（kokoromi） 浜松市中区
情報処理・提供サービス
業

地域小規模事業者に向けた事務関連書類の整理業
務「書類かたづけ隊」事業の展開

平成27年7月8日

㈲こころ 浜松市中区 酒場，ビヤホール
外国人来店者向けのメニュー多言語化システム等
の開発及び導入

平成27年7月8日

㈱ESL College 浜松市東区 教養・技能教授業
浜松地域の帰国子女をケアするサポートスクール
事業の展開

平成27年7月8日

庭あそ㈱ 浜松市北区
土木工事業（舗装工事業
を除く）

壁面空間を活用したガーデンウォール商品の開発
と3DCADを活用した空間デザイン提案による販売
事業の展開

平成27年7月8日

CDシステム㈱ 浜松市北区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

作物の成長段階に合わせてリアルタイムの温度制
御が可能な超小型セラミックヒーターの開発

平成27年7月8日

㈱あんどぷらす 静岡市葵区
インターネット附随サー
ビス業

越境ECに強いCMSに、日本のEC環境に 適化し
たアドインとレンタルサーバをセットにしたWeb
サービス「ウルトコ」の開発と販売

平成27年7月8日

㈱フェイスフル 静岡市葵区 労働者派遣業
早期離職した高卒離職者向け紹介予定派遣マッチ
ングによる再就職支援サービス事業の展開

平成27年7月8日

㈱タイセン工業 焼津市 一般土木建築工事業
補強材不使用で強度を確保できる法面工事システ
ム構台開発及びレンタルサービスの展開

平成27年7月8日

風間勝（ふとんの丸高） 藤枝市 呉服・服地・寝具小売業
軽く、蒸れにくく、手入れが簡単なダウン敷布団
の開発・販売

平成27年7月8日

不二高㈱ 沼津市 建築材料卸売業
静岡県産ひのき間伐材の色味や風合い等を忠実に
再現した化粧板の開発・販売

平成27年7月8日

公表同意分27件（承認件数全24件）
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㈱佐藤工機 富士宮市
非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

中・大型エアコン用の大口径22㎜φの銅とアル
ミのパイプの共晶接合技術確立と運用

平成27年7月8日

㈱エッチ・ケー・エス 富士宮市 自動車・同附属品製造業
材料の高精度固定機能を付加したインペラ部品用
高精度自動化加工機の開発

平成27年7月8日

杢屋食品㈱ 浜松市西区 その他の食料品製造業
脱脂大豆を使用した糖質の少ない麺（うどん風・
パスタ風）の開発と販売

平成27年7月23日

古橋織布㈲ 浜松市西区 織物業
地元野菜・果物等の天然素材で染色した糸を使用
した密度が高く手触りの良い自社ブランド織布商
品の生産・販売

平成27年7月23日

㈱スギヤマ 浜松市浜北区 金属加工機械製造業
ベアリング等の小型部品切断に用いる切断抵抗と
切屑を抑制した高精度薄刃鉄鋼用メタルチップ
ソーの開発と販売

平成27年7月23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

遮音性に優れた二重床構造の防振部材開発と事業
化

平成27年7月23日

㈱Ryu 浜松市天竜区 その他の職別工事業
斫り業の技術を活かしたコンパクトで多用途な
「携帯石窯」の開発とレンタル・販売

平成27年7月23日

戸塚昇（戸塚建築） 袋井市 木造建築工事業
建前時の作業合理化とコストダウンをするための
工具の開発・販売

平成27年7月23日

小川将史（デコラエイ
ト）

静岡市葵区 塗装工事業
初心者向けからプロ養成コースを設けるアン
ティーク塗装の実践型スクール事業への取り組み

平成27年7月23日

ゴールドラッシュ㈱ 焼津市 美容業
水素化マグネシウムを使用したカラーリングサー
ビスの開発・提供及びヘアケアセット商品の販売

平成27年7月23日

㈱オギ 富士宮市 金属素形材製品製造業
金属加工工程で発生するキリコをオイル噴射によ
り除去する装置の試作・開発

平成27年7月23日

㈱宇田水産 熱海市 農畜産物・水産物卸売業

地元漁場で水揚された未利用魚を使い、冷燻製法
を活用することで魚の食感を残したままアンチョ
ビに仕上げる「マヒマヒの燻ちょび」の開発・販
売

平成27年7月23日

足立浩（森の手作り屋さ
ん　かたつむり）

伊豆市 喫茶店
伊豆地域の食材等を活用した本格フランスパン及
びフランス菓子を提供するブーランジェリー＆パ
ティスリー事業の展開

平成27年7月23日

㈱天城カントリー工房 賀茂郡河津町 木造建築工事業
移動可能なカスタマイズできる小屋「KIBAKO」
の開発・販売

平成27年7月23日

平成27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

㈱マグマエンターテイメ
ント

菊川市
外衣・シャツ製造業（和
式を除く）

スタイリストによるファッション助言サービスを
付加したコーディネートサイトを通した自社ブラ
ンド品の販売

平成27年8月6日

東名鍛工㈱ 静岡市清水区 金属素形材製品製造業
小～中ロットの特殊形状の鍛造部品需要に応える
鍛造システムの整備

平成27年8月6日

㈱キシヤマホールディン
グス

静岡市清水区 食料・飲料卸売業
海外における地域特性を全面に出したフードフェ
ア開催による日本産食品の販路開拓支援への取組
み

平成27年8月6日

フルカワクリエイト㈱ 藤枝市 一般土木建築工事業
設計値と実測値のリアルタイム管理により、高精
度な施工を実現するFCミキシング工法オンライン
施工管理システムの開発

平成27年8月6日

㈱佐藤工機 富士宮市
非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

熱交換器用アルミ配管の溶接工程における、近赤
外線を活用した接合技術の導入

平成27年8月6日

QUICCO SOUND㈱ 浜松市北区
映像・音響機械器具製造
業

USB接続型Bluetoothオーディオストリーミング再
生装置の開発と販売

平成27年8月26日

公表同意分19件（承認件数全19件）
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祝田石油㈱ 浜松市浜北区 燃料小売業
自動車整備管理システムと車番認証システムの連
動によりタイムリーで効果的なセールスが可能な
自動車整備サービスシステムの開発と事業化

平成27年8月26日

㈲誉工業 湖西市 自動車・同附属品製造業
アルミフレームを使用したみかん農家向け選果機
投入装置の開発及び販売

平成27年8月26日

桜ネットジャパン㈱ 袋井市
通信販売・訪問販売小売
業

探しもの発見ツール「BELLNAVI（ベルナビ）」
の開発と販売

平成27年8月26日

(同)モトテック 静岡市清水区 自動車小売業
小ロットから対応可能なモノショック用サスペン
ションの調達と共販システムの提供

平成27年8月26日

㈱丸総 榛原郡吉田町 一般貨物自動車運送業
１台のトラックを２人の乗務員が乗り継ぎ運行す
るリレー輸送方式による長距離幹線貨物輸送時間
短縮への取組み

平成27年8月26日

㈱トライ・カンパニー 沼津市
プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革
製造業

海外（タイ）における冷感ベッドパッド用ゲル
パック製造体制の構築

平成27年8月26日

丸恵紙業㈱ 富士市 一般廃棄物処理業
古紙・古着回収アプリの開発による新たな資源回
収事業への取組み

平成27年8月26日

河本福江（なでしこ） 三島市
その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

季節に応じて足の通気性や保温性を高めるととも
に水虫等の早期発見を目的とした要介護者向け靴
下の開発・販売

平成27年8月26日

アイパックスイケタニ㈱ 富士宮市 紙製容器製造業
ソフトタッチの白板紙を使い、絞り成形プレス加
工によって滑らかな曲面を創出した包装容器の開
発・販売

平成27年8月26日

タカムラ総業㈱ 御殿場市 セメント・同製品製造業
即時脱型製造機の開発による残存化粧型枠の量産
体制の構築

平成27年8月26日

㈱だるま 伊豆の国市 すし店
加熱する温度や時間を調整し、柔らかい食感とす
るためにそぼろ状に加工したシカ肉を使った寿司
等の開発・販売

平成27年8月26日

㈲ラポサーダ 伊豆市 旅館，ホテル
伊豆産のハラペーニョ唐辛子と季節の果物を使用
したジャム等の開発と販売

平成27年8月26日

中道良瑞（ガーデンアン
ダンテ）

駿東郡長泉町 耕種農業
自家栽培した10種類のハーブと戸田塩とを均一
ブレンドしたきめ細かく香り高いハーブソルトの
開発・販売

平成27年8月26日

平成27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

㈱ナノプロセス 浜松市西区
その他の電子部品・デバ
イス・電子回路製造業

レーザーによる微細加工装置の光学系開発と事業
化

平成27年9月8日

㈱セラフト 浜松市西区
陶磁器・同関連製品製造
業

金属ナノ粒子担持・ナノ酸化タングステンを用い
た可視光型光触媒の試作開発と事業化

平成27年9月8日

羽立化工㈱ 湖西市
工業用プラスチック製品
製造業

スーパーブロー工法による「軽量、高強度、凹凸
の少ない樹脂パレット」の開発

平成27年9月8日

ひしだい製茶㈱ 袋井市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

炭火使用量等を調整し茶葉の含水量を抑えた菓子
材料用炭火焙煎焙じ茶粉末の開発・販売

平成27年9月8日

㈱東海建装 静岡市葵区 塗装工事業
下請企業の工事受注状況を管理するシステムの開
発と下請企業間における外注斡旋サービス事業の
展開

平成27年9月8日

㈱エス・マルシェ 静岡市駿河区 農畜産物・水産物卸売業
都内飲食店向け静岡県産生しらすの当日着冷蔵便
小口配送サービスの展開

平成27年9月8日

㈲トークインコーポレー
ション

静岡市清水区 その他の飲食店
静岡県産品を利用した飲食加工品のテストマーケ
ティングショップサービスの運営

平成27年9月8日

㈱ヤツクラ 富士市 書籍・文房具小売業
効果的な売場づくりコンサルティングを含めた、
小規模事業者向け動画映像広告システムの開発と
販売

平成27年9月8日

公表同意分33件（承認件数全35件）
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㈱富士園 富士宮市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

お客様自身が配合するマイブレンドティー用お客
様カードの作成と簡単に再注文可能なシステムの
構築

平成27年9月8日

日静ベクター㈲ 浜松市中区
工業用プラスチック製品
製造業

ハイサイクル成形に対応した炭素繊維複合材料の
製造技術の開発

平成27年9月25日

浜松ヒートテック㈱ 浜松市東区
基礎素材産業用機械製造
業

大型アルミ部品の内部欠陥検出の超高速検査装置
の試作開発と事業化

平成27年9月25日

㈲エス・エヌ・イー総合
研究所

浜松市東区 他に分類されない製造業
岩石ミネラルや国産モリンガエキス等を配合した
男女別石鹸の開発と販売

平成27年9月25日

㈱小楠金属工業所 浜松市西区 自動車・同附属品製造業
クーラント液スラッジ除去高度化・効率化ニーズ
にワンストップで対応する製品の提供

平成27年9月25日

㈱テクニカルサポート 浜松市北区 電気計測器製造業
精密温度制御可能なオイル潤滑・冷却装置の試作
開発と事業化

平成27年9月25日

㈱丸憲 浜松市浜北区 農畜産物・水産物卸売業
浜松産エシャレットの国産有機醤油漬け等の加工
商品の開発及び販売

平成27年9月25日

エイコー運輸㈱ 浜松市浜北区 一般貨物自動車運送業
短時間労働者をチーム化して取り組む効率的近距
離輸送サービスの開発と提供

平成27年9月25日

㈱S.G.M 浜松市浜北区 その他の金属製品製造業
建設用切断機での難削材加工に適した狭ピッチ極
薄刃チップソーの開発と販売

平成27年9月25日

㈱板東技研 磐田市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

薄板材の精密複合同時成形を可能とするプレス金
型と成形技術の開発と事業化

平成27年9月25日

㈱モスファームすずなり 磐田市 耕種農業
土壌診断に基づく圃場改良から栽培作物の評価ま
でを提供する耕作放棄地等再生サービスの開発

平成27年9月25日

大塚製茶㈱ 掛川市 食料・飲料卸売業
焙煎効果を高める茶葉投入機と品質劣化等を抑制
する搬送ラインの開発による茶葉の品質安定化へ
の取組み

平成27年9月25日

伊藤恵三（そま工房） 掛川市 織物業
マニラ麻の糸くずを原料とするアバカシートを活
用したハンドメイド雑貨の開発と販売

平成27年9月25日

㈲伊藤鈑金工業所 湖西市 金属加工機械製造業
精密板金と切削加工を融合させたハイブリッド精
密板金技術の開発とチップマウンター部品の試作
開発

平成27年9月25日

信建工業㈱ 静岡市葵区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

個別仕様かつ短工期が可能な新工法による快適性
に優れた大型公衆トイレの開発

平成27年9月25日

㈱鈴生 静岡市葵区 耕種農業
ICTを活用し農作物の育成状況に応じた栽培指導
から出荷先の確保までを支援する新規就農者育成
プログラムの開発・提供

平成27年9月25日

㈱バランスアップ 静岡市清水区 療術業
DNA情報を基にした効率的なﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒﾆｭｰと疲労
蓄積の少ない設備を有する健康増進施設の展開

平成27年9月25日

増田隼人（コミュニティ
キュレーション）

静岡市清水区
インターネット附随サー
ビス業

観光施設への集客から来場者分析までトータルで
サポートするパッケージ型プロモーションサービ
スの開発・提供

平成27年9月25日

久保田勝彦（宮村鉄工
所）

島田市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

省支柱型ソーラー発電システムにおける架台の開
発及び販売

平成27年9月25日

㈱ミカコーポレーション 沼津市 食料・飲料卸売業
こだわりの水冷臼式製法で製造した5種類の無添
加天然の削り粉「おだしカクテル」の開発販売

平成27年9月25日

㈱トヨコー 富士市 塗装工事業
構造物の錆除去状況を判定するレーザー式残留塩
分等検査装置の開発

平成27年9月25日

㈱イーシーセンター 富士市 産業廃棄物処理業
廃プラスチックの選別精度の向上と破砕装置の開
発による効率的なRPF生産体制の構築

平成27年9月25日

http://www.asagiri-fp.com/wp/guide/fujien�
http://www.shinken-kogyo.co.jp/�
http://balance-up.com/�
http://www.iidashi-mizunoto.com/�
http://www.t-support.co.jp/�
http://www.heat-tech.co.jp/�
http://www.itoubk.co.jp/�
http://www.nisvec.co.jp/�
http://www.ogusu.co.jp/�
http://www.toyokoh.com/�
http://www.ec-center.co.jp/�
http://www.osei.co.jp/�
http://www.oretachinohatake.com/�
http://www.oretachinohatake.com/�
http://www.dotsight.site/�
http://circle-ken.com/�
http://www4.tokai.or.jp/somakoubou/�
http://www.eico-gr.jp/�
http://www.ecoraal.com/�


アイパックスイケタニ㈱ 富士宮市 紙製容器製造業
透明なプラスチックにスパンボンド不織布を合わ
せ、和紙の風合いと手触り感を表現した包装容器
「ペーパークリアインボックス」の開発・販売

平成27年9月25日

あさぎりフードパーク
(協)

富士宮市
事業協同組合（他に分類
されないもの）

団地内企業を回遊することにより完成する新しい
ソフトクリーム商品の開発・販売

平成27年9月25日

㈱キムラシートメタル 田方郡函南町
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

インテリア性と機能性を兼ね備えたメタル製防災
用品収納BOXの開発・販売

平成27年9月25日

平成27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

㈲パパラボ 浜松市中区 電気計測器製造業 高速・ハンディ２次元色彩計の開発・販売 平成27年10月9日

遠州紙工業㈱ 浜松市南区 加工紙製造業
荷物の多品種化等に対応した、材料、紙構成の組
み合わせによる顧客仕様の段ボールの企画・提案

平成27年10月9日

㈱浜松ファーマリサーチ 浜松市北区
他に分類されない事業
サービス業

カニクイザルを用いた変形性膝関節症（OA）の
病態モデル開発と事業化

平成27年10月9日

㈱エスワンコミュニケー
ションズ

静岡市清水区 自動車小売業
社用車の広告効果を 大化するための車体ラッピ
ング及び安全講習等による包括的な支援サービス

平成27年10月9日

ＣＡＸＥＬ㈱ 藤枝市
化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

肌に直接貼ることであざや傷痕等を隠すことがで
きるフィルム「CAXEL（カクセル）」の開発及び
販売

平成27年10月9日

㈱エーユー 裾野市 金属素形材製品製造業
鋳造金型から冷却管の着脱を容易にした新たな金
具の開発

平成27年10月9日

小野自動車㈱ 伊豆市 自動車整備業
現場での故障原因特定による、迅速・安全なロー
ドサービスの提供

平成27年10月9日

㈲ケーフロアファクト
リー

浜松市東区 床・内装工事業
内装補修工事の技術を生かした、あらゆる材質の
椅子にワンストップで対応可能な補修・クリーニ
ングサービスの展開

平成27年10月22日

㈱浜松チップソー 浜松市南区 金属加工機械製造業
台金のリユース可能なダイヤモンドチップソーの
開発及び販売

平成27年10月22日

㈲エスエス商会 袋井市 金属加工機械製造業
超親水性塗料をコーティングした無溶剤洗浄が可
能な塗装治具の開発

平成27年10月22日

シークエンス航空㈱ 静岡市駿河区
インターネット附随サー
ビス業

飛行ルートの設定に加え、空路の気象予報等を随
時確認できる航空図アプリの開発・販売

平成27年10月22日

㈱さまあ 静岡市清水区 ソフトウェア業
バーチャル時空間散歩体験機能が付加された観光
アプリの開発

平成27年10月22日

㈲おたけせんべい本舗 藤枝市 パン・菓子製造業
藤枝の農産物を使ったスイーツせんべいの開発と
販売

平成27年10月22日

軒村政春（軒村政春畳
店）

富士市 畳等生活雑貨製品製造業
整理収納アドバイスを含めた「畳のある暮らし」
コーディネートサービス

平成27年10月22日

芙蓉バス販売㈱ 富士市 自動車小売業
買取価格即決体制の構築等による中古バス販売ま
でのリードタイム短縮化への取組み

平成27年10月22日

㈱ハイスペック 三島市
インターネット附随サー
ビス業

観光施設内の端末と連動しタイムリーな音声情報
を提供する多言語対応型ヘッドフォンプレイヤー
の開発・販売

平成27年10月22日

㈲東伸工業 富士宮市 自動車・同附属品製造業
自動車等開発・試作部品生産設備の効率的運用
と、デジタルデータのネット交信による信頼性の
向上

平成27年10月22日

㈲ディーポイント 田方郡函南町 電気機械器具卸売業
小規模事業者向けデータ消失保険およびデータ救
出作業を付加したワンストップパソコン保守サー
ビス事業の展開

平成27年10月22日

公表同意分19件（承認件数全23件）
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ヨッティングワールド㈱ 田方郡函南町
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

発電効率を高めるために波浪や風等に対する安定
性を向上させた太陽光発電用水上フロートの開
発・販売

平成27年10月22日

平成27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

㈲まいさか丸三 浜松市西区 水産食料品製造業
しらす干しに乾燥大葉を加えた大葉ちりめんの開
発

平成27年11月10日

㈱田中建設 浜松市北区 一般土木建築工事業
臭みの出ないスッポンの養殖事業及び減圧乾燥機
を使った微細パウダー化事業の展開

平成27年11月10日

㈲西洋菓子卯屋 掛川市 パン・菓子製造業 掛川産深蒸し茶ミルクジャムの開発・販売 平成27年11月10日

㈱田中商店 掛川市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

用途に応じて粗さ等を調整した「干しいもパウ
ダー」の開発・販売

平成27年11月10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）

レモンの香りを茶葉に染み込ませた「レモン香る
緑茶」の開発と販売

平成27年11月10日

協和整美㈱ 静岡市葵区 警備業
バネ構造を特徴とする全方位・反復性に優れた高
所作業車用警報装置の開発と販売

平成27年11月10日

㈱ハル・インダストリ 静岡市駿河区 その他の化学工業
空間体積等に応じて 適な噴霧条件に関するコン
サルティング業務展開とコンパクト消臭装置の開
発・販売

平成27年11月10日

タウンツール㈱ 藤枝市
インターネット附随サー
ビス業

顧客の属性に応じた生活用品等斡旋サービスを付
加した引越仲介サイトの開発・提供

平成27年11月10日

㈱日本ベルト工業 沼津市
ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製造
業

クリート溶着時のバリ発生を抑制するベルト生産
技術の開発

平成27年11月10日

㈱ホリックス 沼津市
医療用機械器具・医療用
品製造業

車椅子使用者の着座時等における車輪の逆転を防
止する安全補助具の開発・販売

平成27年11月10日

福田吉秀（DESIGN 
IMPACT）

三島市 デザイン業
加工設備の貸与や制作上の技術指導から販路開拓
までトータルでサポートする若手クリエイター向
け製品化支援サービスの展開

平成27年11月10日

㈱アドバンスト・カル
チャー・センター

富士宮市 教養・技能教授業
情報通信技術を積極活用し、外国人技能実習生向
けに特化した、日本語教育サービスの提供

平成27年11月10日

𡈽井一彦（𡈽井牧場） 富士宮市 畜産食料品製造業
トウモロコシの花から採取した乳酸菌を使用し
た、パンの香りがする「ギリシャ風ヨーグルト」
の開発・販売

平成27年11月10日

須山建設㈱ 浜松市中区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

土間コンクリート表面に滲出する余剰水除去ロ
ボットの開発と販売

平成27年11月25日

㈲鈴六鉄工所 浜松市西区 自動車・同附属品製造業
加工精度を保証したNC旋盤等の機械修理及び中
古機械販売事業の展開

平成27年11月25日

㈱アミット 浜松市南区
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス業

DTPソフトを活用し、コンテンツ共有を実現する
短納期・低価格なマニュアル制作システムの開発

平成27年11月25日

丸昌産業㈲ 静岡市葵区 産業廃棄物処理業
県産廃榾木を使用した新たな昆虫用マットの開
発・販売

平成27年11月25日

㈱ネクスト 静岡市駿河区 出版業
若年層をターゲットにした雑誌感覚で気軽に読め
る自分史の開発及び販路開拓

平成27年11月25日

サカイ産業㈱ 島田市 その他の繊維製品製造業 AFRPを活用した桟橋用床版製造技術の開発 平成27年11月25日

ポラリス㈱ 島田市
基礎素材産業用機械製造
業

ステンレス製の規格容器を利用し、回転と搖動で
混合性を高めた粉体混合機の開発と販売

平成27年11月25日

公表同意分20件（承認件数全20件）
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平成27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

㈱シュガーハウス 浜松市中区 パン・菓子製造業
洋菓子店シェフによる家族のライフステージに応
じたスイーツギフトづくり体験事業の展開

平成27年12月10日

㈱ウッドベル 浜松市東区
他に分類されない事業
サービス業

レーザー式獣害防止装置の開発と事業化 平成27年12月10日

㈱魚秀 浜松市西区 水産食料品製造業
鰻濃縮エキスを使った蒸しはんぺん等の「浜名湖
おでん」商品の開発・販売

平成27年12月10日

岸井紀（一級建築士事務
所　岸井設計室）

浜松市浜北区 土木建築サービス業
中高年齢層向けの、ペットと暮らすコンパクト和
モダン住宅設計事業の展開

平成27年12月10日

㈱ダブルエム 静岡市清水区
農業用機械製造業（農業
用器具を除く）

純光合成速度を高める温室環境コントローラの開
発・販売

平成27年12月10日

㈱静岡ソーラーメンテセ
ンター

焼津市 その他の技術サービス業
太陽光発電事業所の高効率化に向けた保守メンテ
ナンス管理システムの提供

平成27年12月10日

㈲アスカエンジニア 島田市 大工工事業
空き家・空き地の巡回点検及び物件二次利用に向
けたコンサルティングサービスの提供

平成27年12月10日

エスティーエス㈱ 沼津市
暖房装置・調理等装置，
配管工事用附属品製造業

高圧水流下方吹き出し方式により魚体の解凍時間
を短縮した解凍槽の開発・販売

平成27年12月10日

日本情報開発㈱ 伊豆の国市 紙・紙製品卸売業
登記識別情報通知の破損を防止する3層式保護
シールの開発・販売

平成27年12月10日

㈱クックランド 下田市 その他の食料品製造業
冷凍保存を可能とし、魚の食感を楽しめる新たな
キンメコロッケの開発・販売

平成27年12月10日

㈲京和工業 駿東郡長泉町
生活関連産業用機械製造
業

車椅子使用者の歩行運動等を目的とした足こぎ用
駆動ユニットの開発・販売

平成27年12月10日

MP㈱ 浜松市中区
インターネット附随サー
ビス業

個人事業・小規模店舗・企業向け低価格で簡単に
更新可能なマルチデバイス対応WEBシステムの開
発とサポート体制の強化

平成27年12月22日

東海出版㈱ 浜松市中区 学習塾
個別指導学習塾における生徒の学力に応じた弱点
克服のためのカリキュラムシステムの開発

平成27年12月22日

㈱トキワシステム 浜松市西区 他に分類されない製造業 施工性に優れた制震構造部材の開発と販売 平成27年12月22日

金井隆尚（ゴルフスクー
ル・ティーケイ）

浜松市南区
他に分類されない事業
サービス業

乗物用頚椎保持を可能とするネックピローの開
発・販売

平成27年12月22日

ナノ・ミール㈱ 浜松市北区 自然科学研究所
ポリスチレン　ナノ粒子を鋳型とした3次元規則
配列多孔体の新たな活用技術の開発

平成27年12月22日

㈱中遠熱処理技研 掛川市
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除
く）

温度測定解析と専用焼準炉による、冷間鍛造品の
高精度な焼準技術の確立

平成27年12月22日

㈲アーク 袋井市 一般土木建築工事業
倉庫・ガレージ向けに鉄等であらかじめ形成した
基礎を使用する「アイアンベース」工法の開発・
販売

平成27年12月22日

サンワ化学㈱ 袋井市 化学製品卸売業
水分解しない自発光顔料を使用し、耐水性や耐候
性に優れた蓄光塗料の開発・販売

平成27年12月22日

㈱dot.デザイン 静岡市駿河区 デザイン業
着脱を容易にした4点留め赤ちゃん用オリジナル
ベストの開発・販売

平成27年12月22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

切断くずを発生させない、ダンボール箱解体装置
の開発

平成27年12月22日

公表同意分29件（承認件数全32件）
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富士護謨産業㈱ 静岡市清水区
その他のプラスチック製
品製造業

厚さ80ｍｍ以上のウレタン素材を用いた、カッ
ト断面にゆがみのない精巧な緩衝材、複雑形状製
品の開発

平成27年12月22日

日本トリム㈱ 焼津市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

強化繊維樹脂成形のための「超硬合金を用いた金
型」製造技術と生産プロセスの確立

平成27年12月22日

㈱守屋工機 焼津市 産業機械器具卸売業
適な工具・治具の組合せと部品加工技術を融合

した新たなアフターサービスの提供
平成27年12月22日

鈴木諭（RonNoBar）
榛原郡川根本
町

酒場，ビヤホール
キャンプ利用者向けスローバーベキュー及びアウ
トドアケータリングサービス事業の展開

平成27年12月22日

㈱川口化成 沼津市
その他のプラスチック製
品製造業

医療用チューブ引抜・キンク防止具の開発・販売 平成27年12月22日

㈱アステック 富士市 板金・金物工事業
災害時でもきれいな水が飲める非常用循環型貯水
タンク「たんくん」の開発・販売

平成27年12月22日

㈲オオクサ精工 三島市 金属素形材製品製造業
３Dプリンタによる高精度立体造形サービスの展
開

平成27年12月22日

ミヤマ工業㈱ 富士宮市 自動車・同附属品製造業 溶接時における熱変形を抑制する治具の開発 平成27年12月22日

平成28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

鈴木晒整理㈱ 浜松市中区 染色整理業
天然綿布素材を使用したオールシーズン対応
フォーマルブラック染色加工技術の開発

平成28年1月19日

㈲人形の優玉 浜松市南区 がん具・運動用具製造業
押し花屏風をインテリアとした飾り棚に組み替え
可能な雛壇の開発と販売

平成28年1月19日

㈱イハラ製作所 浜松市北区
その他の輸送用機械器具
製造業

環境対応型低コスト2輪車用オイルポンプ/
ウォーターポンプの開発と製造

平成28年1月19日

㈲ティーティーエス 浜松市北区 他に分類されない卸売業
魚介をラインナップに加えた高品質業務用スト
レートラーメンスープの高効率製造と販売

平成28年1月19日

鈴木哲雄（アトリエプー
ルヴー）

浜松市浜北区 菓子・パン小売業
年間の催事や家族の記念日をテーマにしたあめや
チョコレートによるアート商品の開発と販売

平成28年1月19日

㈱アメニティアンドエー
エス

磐田市 建築リフォーム工事業
鏡を見ながらトレーニングできる押入れリフォー
ムパックの開発及び販売

平成28年1月19日

㈱石川園 周智郡森町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

森町産茶葉を基に甘茶をブレンドした新たな無糖
紅茶の開発・販売

平成28年1月19日

㈲奥田工業 静岡市葵区
工業用プラスチック製品
製造業

型内ゲートカットが可能な金型とプラスチック成
形品の開発及び販売

平成28年1月19日

コインロッカー事業㈲ 静岡市葵区 各種物品賃貸業
預かり物の搬送効率を高める車両一体型ロッカー
の開発とレンタルサービスの提供

平成28年1月19日

㈲タテック工業 静岡市葵区
生活関連産業用機械製造
業

温度管理機能を備えた多目的ミキサーの開発・販
売

平成28年1月19日

㈱片山 静岡市葵区 水産食料品製造業
練火焼と乾燥技術で天然の味と香りを引き出す、
地元浜名湖産の黒バラ海苔・青バラ海苔を素材と
した新商品開発

平成28年1月19日

㈱ホワイトウィングス 静岡市清水区 洗濯業
洗濯時の襟や袖口の収縮を抑えるオーダーシャツ
の開発・販売とクリーニングサービスの提供

平成28年1月19日

㈱ハローG 焼津市 ガス業
東南アジアへの日本渡航者を対象としたタクシー
事前予約サービスの提供

平成28年1月19日

公表同意分21件（承認件数全22件）
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㈲小沢テント 島田市 その他の職別工事業
テント生地を使用することで保冷・保温効果等を
高めたペットハウスの開発・販売

平成28年1月19日

創伸産業㈱ 沼津市
とび・土工・コンクリー
ト工事業

地盤改良工事に関する回転ジグの柱頭補強鋼管の
試作開発及び新工法の事業化

平成28年1月19日

㈱フジマシン 富士市 自動車・同附属品製造業
溶接中に起こる物質変化量をもとに溶接欠陥を判
定する作業工程内溶接検査装置の開発

平成28年1月19日

㈱山十佐野製作所 富士市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

厚板ロール曲げ加工技術による回転貫入鋼管杭部
品等の製造・販売

平成28年1月19日

木川勇磨（富士西麓ガー
デン）

富士宮市 園芸サービス業
訓練士等が個別の庭の設計に関わる「愛犬と暮ら
す庭へのリフォーム」事業の開発・展開

平成28年1月19日

日本情報開発㈱ 伊豆の国市 紙・紙製品卸売業
通帳コピー時にドット幅に合わせて罫線が印刷で
きるクリアファイルの開発・販売

平成28年1月19日

進桜電機㈱ 駿東郡長泉町
産業用電気機械器具製造
業

既存工作機械との互換性を高めた制御機能内蔵型
ACモーターの開発

平成28年1月19日

㈱桜井 賀茂郡河津町 旅館，ホテル
アマチュア無線愛好家向けレンタルシャックがで
きる宿泊プランの提供

平成28年1月19日

平成28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

㈲永田ビル 浜松市中区
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

ダーツ式手裏剣の開発・販売 平成28年2月5日

㈱花風舎 浜松市中区 他に分類されない小売業
アプリを通じて部屋に調和する花の素材や色に
関するアドバイスが受けられるオーダーメイド
フラワー制作サービスの提供

平成28年2月5日

㈲三協プレス工業所 浜松市北区 金属素形材製品製造業
ステンレス材の高精度真円プレス加工の確立に
よる短納期・低コスト受注体制の実現

平成28年2月5日

白柳式撰果機㈱ 浜松市北区
一般産業用機械・装置製
造業

青色LEDの照射可能な撰果機によるミカンの長期
貯蔵技術の確立

平成28年2月5日

㈲ポリシス・プロダクツ 浜松市浜北区
その他のプラスチック製
品製造業

集合住宅等の軽量コンクリート床材向けポリウ
レタン製防振材の開発と量産受注体制の構築

平成28年2月5日

山本真理（陶あかり工
房）

磐田市
陶磁器・同関連製品製造
業

陶器でありながら光が透ける照明器具「陶照
明」の開発と販売及びレンタル事業の展開

平成28年2月5日

㈱ひなせい 静岡市葵区 他に分類されない小売業
本山茶染めの風合いを活かした雛人形・雛具の
開発と販路開拓

平成28年2月5日

㈱創造舎 静岡市葵区 一般土木建築工事業
建築の各段階における柔軟な対応を実現する
「見える工場」内での建築部材内製化と販路開
拓

平成28年2月5日

福原紙器㈱ 静岡市葵区 紙製容器製造業
食品業界の効率的な輸送に寄与する高品質かつ
短納期を実現した梱包用段ボール製造加工体制
の確立

平成28年2月5日

野木村敦史（すまうと） 静岡市駿河区 家具製造業
構造設計に基づく杉の特性を活かした天然素材
100%の高機能な家具づくり

平成28年2月5日

㈱ノイエ 静岡市清水区 デザイン業
看護教育現場のニーズに応える安価・手軽・リ
アルな採血練習器具の開発と販売

平成28年2月5日

㈱鉄建設計 静岡市清水区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

超高層ビル等の大規模建築現場の生産性を向上
させる設計システムの構築と提供

平成28年2月5日

㈱けんだいがかり 静岡市清水区
他に分類されない事業
サービス業

使用者の安全性に配慮し、口腔器官の運動を促
す棒付き低糖度飴の開発・販売

平成28年2月5日

公表同意分60件（承認件数全63件）
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髙橋建設㈱ 静岡市清水区 一般土木建築工事業
商品コンセプトに応じて防汚・消臭機能の向上
を目的としたクロス張り技術等の開発及びコン
セプトハウスの販売

平成28年2月5日

㈱共立アイコム 藤枝市 印刷業
静岡県産品のみを取扱い、サイト掲載から発送
までを全面サポートする通販サイトの構築・運
営

平成28年2月5日

㈱イージステクノロジー
ズ

沼津市 ソフトウェア業
動作プログラミング機能を駆使したLED仕様デジ
タルサイネージ（電子看板）の開発

平成28年2月5日

㈱きむらや 富士市 酒場，ビヤホール 『駿河湾の香り　桜えび醤油』の開発・販売 平成28年2月5日

㈱ヤマモト 富士宮市
非鉄金属第１次製錬・精
製業

溶液の加温方法等を工夫し、安全性に配慮した
廃植物油の精製体制の構築

平成28年2月5日

㈱C2・BISEN 駿東郡長泉町 自動車整備業
高品質な自動車コーティングを短納期で実現す
る下地処理方法と乾燥方法の開発

平成28年2月5日

㈱フルーツバスケット 田方郡函南町
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

自然発酵の乳酸菌EPSを使った、豆乳発酵マルチ
クリームと発酵ぶどうバーの開発と販売

平成28年2月5日

日本レオナ㈱ 浜松市中区 その他の専門サービス業
企業診断ソフトと生涯に渡って使える複合求人
サイトによる効率的採用サービスの提供

平成28年2月25日

㈲こころ 浜松市中区 酒場，ビヤホール
人と食をつなぐ６次産業ECモールサービスの開
発・事業化

平成28年2月25日

㈱丸文製作所 浜松市中区
農業用機械製造業（農業
用器具を除く）

有機野菜生産者向け蒸気除草機の開発・販売と
蒸気除草サービスの事業化

平成28年2月25日

㈱サツ川製作所 浜松市中区
一般産業用機械・装置製
造業

ゲル化したポリスチレンを迅速かつ再利用可能
な状態で抽出できる専用容器の開発

平成28年2月25日

㈲スタイラック 浜松市中区 製本業，印刷物加工業
天竜材（杉・ひのき）無垢材の香りや光沢を生
かしたオリジナルフォトスタンドの製造・販売

平成28年2月25日

㈱Oneproduction 浜松市南区
家具・建具・じゅう器等
卸売業

北欧家具の魅力を伝える宿泊施設を兼ね備えた
家具ショールームの新規展開

平成28年2月25日

㈱シライテックス 浜松市南区 その他の繊維製品製造業
軽量かつ強伸性や保温性に優れたポリプロピレ
ン製三芯中空糸を使用した商品の開発・販売

平成28年2月25日

大橋工業㈱ 浜松市浜北区 一般土木建築工事業
ゴルフなどの球技スポーツの練習用全天候型ユ
ニットガレージの開発と販売

平成28年2月25日

松下芳彦（松下製茶場） 磐田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

碾茶に塩を加えた、ふりかけにもなる碾茶調味
料の開発と販売

平成28年2月25日

㈲富士産業 磐田市 建具製造業
反物・着物生地を装飾布として使用し、装飾部
の入れ替えも容易な建具の開発・販売

平成28年2月25日

㈱後藤製作所 磐田市 自動車・同附属品製造業
製品の打ち抜き工程を工夫することでバリの発
生を抑制できる金型の開発と特殊鋼プレス加工
体制の構築

平成28年2月25日

㈱松本石油 掛川市 燃料小売業
地場産野菜の常設直売所をはじめとする、地域
住民が集うコミュニティスペースの提供

平成28年2月25日

㈲ソリッドレーシング 菊川市 自動車・同附属品製造業
タイヤホイールの損傷や汚れを防止する「ブ
レーキダストガード搭載アルミホイール」の開
発及び販売

平成28年2月25日

㈲浜名湖ファーム 湖西市 畜産農業
鶉肉とオリジナル調味料を併せた、高付加価値
商品の開発と販売

平成28年2月25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
指で押さえるとしっかり固定でき、力を緩める
とスムーズに移動するカッター使用時専用定規
の開発と販売

平成28年2月25日
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(企)動物の森 静岡市葵区
他に分類されない生活関
連サービス業

ペットライフの充実から多種多様なペット葬儀
までペット愛好家を複合的にサポートするサー
ビス体制の構築

平成28年2月25日

㈱新興製作所 静岡市駿河区 自動車・同附属品製造業
成形シミュレーションと独自データベースを組
み合わせることで金型製作工程の短縮化を実現
した生産体制の構築

平成28年2月25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

廃棄されるバラ花弁から抽出したエキスを活用
したウェットシート等の開発及び販売

平成28年2月25日

㈱プレスマン 静岡市清水区 他に分類されない小売業
１アイテムにつき少量ずつ多数のカラーバリ
エーションを提案するキャラクター衣類の企画
開発

平成28年2月25日

㈱斎藤工務店 焼津市 一般土木建築工事業
未利用スペースを活用する環境負荷の少ないス
カイデッキの開発及び販売

平成28年2月25日

田中義久（PEAK） 焼津市 自転車小売業
シニア向けスポーツ自転車入門サービス事業の
展開

平成28年2月25日

㈱啓電工業所 沼津市
工業用プラスチック製品
製造業

高精度インサート射出成形による高品位化デザ
インのエレベーターボタンの開発

平成28年2月25日

㈱ダイテックジャパン 沼津市 研磨材・同製品製造業
強化ガラス端面加工用高強度ダイヤモンドゴム
砥石の開発・生産・販売

平成28年2月25日

㈲東洋歯研 沼津市
医療に附帯するサービス
業

マージンライン決め等のノウハウを活用した歯
科補綴物の高効率生産体制の構築

平成28年2月25日

㈲増田木型製作所 沼津市 他に分類されない製造業
発泡ポリスチレン加工用回転工具の開発による
フルモールド法鋳型模型の高効率生産体制の構
築

平成28年2月25日

㈲ルートワングループ 沼津市 美容業

イオントリートメントを使用し、髪質に応じて
施術時間等を調整することでカラーリングとス
トレートパーマの同時施術を行うハイブリッド
メニューの提供

平成28年2月25日

池上盛純（ピー・エス・
イー）

富士市 電気工事業
屋外機器の盗難を防止するアタッチメントの開
発・販売

平成28年2月25日

㈱三富工業 富士市 その他の金属製品製造業
下水道設備に頼らない、循環型低環境負荷トイ
レシステムの開発・販売

平成28年2月25日

㈱ディーエス・マルマン 富士市 紙製品製造業
新たな紙緩衝材自動製造機の開発によるオフィ
ス廃棄紙等を活用した紙緩衝材の生産・提供

平成28年2月25日

旭産業㈱ 富士市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

災害備蓄用圧縮トイレットペーパーの開発及び
販売

平成28年2月25日

マーズコンピュータ㈱ 富士市
情報処理・提供サービス
業

休職者管理、ストレスチェック義務化などに対
応するための包括的健康管理システムの開発と
販売

平成28年2月25日

丸金製紙㈱ 富士市 紙製品製造業
脱臭剤を配合した機能紙『ひとちぎり』の開発
と販売

平成28年2月25日

阪野綾子（café akko） 三島市 専門料理店
地元スポーツチームやジュニアアスリート個人
を対象とした食によるピーキングサポート事業
の展開

平成28年2月25日

トシダ工業㈱ 富士宮市 金属素形材製品製造業
金型改善による、シートベルト・プリテンショ
ナー部品製造の拡管工程における部品外し時間
の短縮とコスト改善

平成28年2月25日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
山廃仕込吟醸酒を低温熟成させた古酒「ヤマハ
イ」の開発・販売

平成28年2月25日

㈱モスファーム 富士宮市 耕種農業
水耕栽培技術による国産品の乾燥ミズゴケの生
産・販売

平成28年2月25日

㈱フロントエッジジャパ
ン

伊豆の国市 木造建築工事業
WEBサイトを活用したトータルリノベーション
サービスの提供

平成28年2月25日
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㈱iSEED 伊豆の国市
通信機械器具・同関連機
械器具製造業

ベッド等にセンサーを取り付けることで遠隔地
からでも瞬時に離床を確認できる見守りシステ
ムの開発

平成28年2月25日

㈲盛田屋 伊豆市 水産食料品製造業
ウツボやカメノテ等の地元産希少食材を活用し
た新商品の開発と体験販売による提供

平成28年2月25日

㈱カワセ 駿東郡長泉町 金属加工機械製造業
災害発生時に使用できる、水車自動跳ね上げ機
構付き小水力発電設備の開発と販売

平成28年2月25日

平成28年3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

㈱こころ 浜松市中区 酒場，ビヤホール
飲食店経営ノウハウを活かした新店舗出店計画
書作成システムの開発

平成28年3月3日

三賀㈱ 浜松市中区 その他の機械器具卸売業
多品種小ロット生産に対応したオールラウンド
エンドミルの開発・事業化

平成28年3月3日

㈲鈴上電気 浜松市西区
その他の電子部品・デバ
イス・電子回路製造業

高齢者が簡単に使用できるタッチパネル式脳ト
レーニングシステム「タッチで脳徳太子」の開
発・販売

平成28年3月3日

㈲ライフワーク 浜松市浜北区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

空地・空家を所有する高齢者や遠隔地在住者に
向けた敷地の管理・保守事業の展開

平成28年3月3日

㈱内山建装 浜松市浜北区 塗装工事業
女性によるインテリアコーディネート提案を行
う内装塗装事業の展開

平成28年3月3日

耳塚博（八幡屋製菓舗） 浜松市天竜区 菓子・パン小売業
天竜杉のおが粉を食用・パウダー化して活用す
る新たなかりんとうの開発・販売

平成28年3月3日

㈱プラスアート 磐田市 木造建築工事業
スタイリストがトータルコーディネートする低
価格なデザイン住宅商品の開発と販売

平成28年3月3日

アナログシステム㈲ 湖西市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

小型サイクロン方式を取り入れた新焼却炉の開
発及び販売

平成28年3月3日

㈱レッツ 袋井市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

遠赤乾燥機やフィーダーの活用による微粉末茶
葉の顆粒化効率を高める製造技術の開発

平成28年3月3日

㈱勝栄 御前崎市
生活関連産業用機械製造
業

トレーラーハウスを活用したマリンスポーツ体
験ツアーの企画・運営

平成28年3月3日

㈲レッカーランドフクカ
ワ

周智郡森町 食肉小売業
低温殺菌法により長期間保存を可能にしたコン
ビーフの開発及び販売

平成28年3月3日

㈲太田茶店 周智郡森町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

緑茶ペーストと無添加濃縮エキスを使用した新
たな茶飲料の開発・販売

平成28年3月3日

㈲長嶋印刷 静岡市駿河区 印刷業
立体的でアイキャッチ性に優れ、安価・軽量・
薄型を特徴とした特殊紙製販促ツールの事業化

平成28年3月3日

㈲友和丸 静岡市清水区 水産食料品製造業

当日夜中に水揚げした獲れたての宵売りの駿河
湾桜えびを仕入れ、短時間で加工した低温冷蔵
桜えびをその日のうちにお客様にお届けする商
品の企画・販売

平成28年3月3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

細菌コロニー自動カウント機能付き食料品微生
物検査装置の開発・販売

平成28年3月3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

吸引部の気密性や可動性を高めたヒューム吸引
機能付きトーチの開発・販売

平成28年3月3日

大石豪（カットサロン大
石）

焼津市 理容業 証明写真等の写真撮影付き理容サービスの提供 平成28年3月3日

公表同意分125件（承認件数全135件）
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㈲キョウワクリエーティ
ブ

藤枝市 建築材料卸売業
エコパネルの自動割付け・積算システムの開発
による短納期化の実現

平成28年3月3日

㈱きずな 沼津市 老人福祉・介護事業
習い事を希望する学童の送迎サービスを付加し
た学童保育事業の展開

平成28年3月3日

㈱ハイタック 沼津市 金属加工機械製造業
ガンドリルマシンによる極小径深穴加工サービ
スの展開

平成28年3月3日

富士商工㈱ 富士市 加工紙製造業
ナノ高温粒子を使用することでプリント基板保
護膜の乾燥時間を大幅に短縮する新たな自動乾
燥装置の開発、販売

平成28年3月3日

㈲サンラピス 三島市 パン・菓子製造業
三島産タケノコを生地に練り込んだ新たなボー
ロ「oichii」の開発・販売

平成28年3月3日

石渡食品㈲ 三島市 パン・菓子製造業
箱根西麓・三島産種茎生姜を使用したパウダー
の調合を工夫することで風味を残しつつ辛みを
抑えた新たなパンの開発・販売

平成28年3月3日

三丸機械工業㈱ 三島市
生活関連産業用機械製造
業

省エネ性能の向上を目的としたホモジナイザー
交換ユニットの開発・販売

平成28年3月3日

㈲コムライズシズオカ 三島市 その他の専門サービス業
住宅建築希望者を対象として地場工務店の紹介
からレイアウトCG製作までトータルでサポート
する伴走型紹介支援サービスの提供

平成28年3月3日

㈱和楽 三島市 食料・飲料卸売業

ソムリエ及び利き酒師とフードコーディネー
ターのノウハウを活かした酒と地場食材のフー
ドペアリング提唱による新たな通販サイトの運
営

平成28年3月3日

㈱フジヘン 裾野市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

高調波を抑制する高周波リアクタの開発・販売 平成28年3月3日

㈲浜松屋製麺所 伊豆の国市 その他の食料品製造業
アニメや小説、ゲームのキャラクターに関連づ
けたオリジナルカップ麺の開発・販売

平成28年3月3日

㈱マリンステージ 伊東市
他に分類されない生活関
連サービス業

ヒーティングシステムの組込み等により酸素濃
度の安定化を実現したエンリッチドエア製造体
制の構築

平成28年3月3日

㈲小林捺染工所 駿東郡小山町 がん具・運動用具製造業
鯉のぼりの生地や型を活用したバッグ等の小物
雑貨商品シリーズ「nobore」の開発・販売

平成28年3月3日

㈱折込広告社 浜松市中区 広告業
飲食店に「完全成果還元型広告」を提供しユー
ザーに「特別割引サービス」を提供する「ラン
チbon!（仮称）」アプリの開発と事業化

平成28年3月23日

㈱CAIメディア 浜松市中区 ソフトウェア業 AI搭載三者対話型英会話ロボットの開発と販売 平成28年3月23日

㈱AVEST 浜松市中区 自動車小売業
LED多機能ドアミラーウィンカーの電気配線を有
線から無線化するユニットの企画及び事業化

平成28年3月23日

アローズジャパン㈱ 浜松市中区 教養・技能教授業
屋内外での測定を可能とするランニングフォー
ムの即時解析アドバイスサービスの開発

平成28年3月23日

㈱栄商会 浜松市東区 畳等生活雑貨製品製造業
メガネ等の汚れ拭きと保管機能を併せ持つ「あ
にまるふぇいすスタンド」の開発・販売

平成28年3月23日

㈱浜松高周波 浜松市東区
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除
く）

製品形状複雑化、大型化等に対応する高周波焼
入技術の開発と事業化

平成28年3月23日

サクラ工業㈱ 浜松市東区 自動車・同附属品製造業
IoTを活用した、時製数管理と溶接工程の自動化
による「１Day生産システム」の構築

平成28年3月23日

㈱森島農園 浜松市東区 耕種農業
場所を選ばず簡単に本格的な一人前のご飯が調
理できる「インスタントごはん」の開発・販売

平成28年3月23日

㈱シーエス技研 浜松市東区
土木工事業（舗装工事業
を除く）

コンクリート構造物を塩害から保全・延命する
一貫サービスの確立・提供

平成28年3月23日
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㈱松田屋 浜松市東区
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

魚体の形状を残し保存料を使用しない低糖度の
「佃煮風浜名湖はぜ」の開発と販売

平成28年3月23日

㈲アイディール 浜松市西区 他に分類されない小売業
界面活性剤不使用で泡立ちのいい天然ミネラル
配合犬用シャンプーの開発と事業化

平成28年3月23日

㈱エムエスケイ 浜松市西区 産業廃棄物処理業
産業廃棄物を再資源化した土壌活性剤の開発と
販売

平成28年3月23日

J－Wire㈱ 浜松市西区
インターネット附随サー
ビス業

EC連動システムによる海外向けネット販売サ
ポート事業の展開

平成28年3月23日

㈱杉山製作所 浜松市西区 自動車・同附属品製造業
炭素繊維強化プラスチックの中間基材となる熱
可塑性プリプレグシートの開発及び販売

平成28年3月23日

㈱入船商店 浜松市西区 化学製品卸売業
広範囲の接着が可能となる無溶剤のスプレー式
ポリプロピレン用接着剤の開発と販売

平成28年3月23日

㈱I.P.F 浜松市南区
工業用プラスチック製品
製造業

射出成型機にデータ監視機能等を付加した新た
な生産管理システムの構築

平成28年3月23日

㈱コールドキューブ 浜松市南区
一般産業用機械・装置製
造業

潜熱蓄熱材を使用し、停電時でもセラー内温度
を 適に保つことが可能な冷気自然対流方式ワ
インセラーの開発と販売

平成28年3月23日

共栄プロセス㈱ 浜松市南区
発泡・強化プラスチック
製品製造業

肘を固定した新たな人体拘束方法による介護用
移乗機器の開発と販売

平成28年3月23日

㈱フクダサインボード 浜松市北区
他に分類されない事業
サービス業

透過型液晶等を活用し、閉店後でもショーウィ
ンドウにより服装のコーディネートが可能な販
売支援ツールの開発と提供

平成28年3月23日

㈱平野工業製作所 浜松市北区
その他の輸送用機械器具
製造業

次世代自動車向けアルミ製アフターパーツの開
発と製造

平成28年3月23日

㈱リトワードリンクス 浜松市北区 その他のゴム製品製造業
特殊配合した熱硬化性樹脂を活用しての、試
作・小ロット向けゴム製品用“樹脂型”の開
発、製品製造

平成28年3月23日

㈱システック 浜松市北区
通信機械器具・同関連機
械器具製造業

静岡県産の米と食材を活かした薬膳専門家レシ
ピによるレトルト薬膳粥の開発と販売

平成28年3月23日

KK食品(同) 浜松市北区 調味料製造業
食用バラ花弁を使った紅白のバラビネガー、シ
ロップ等の開発と販売

平成28年3月23日

㈲滝沢製函所 浜松市浜北区 製材業，木製品製造業
「天竜材」の含水率を極限まで抑制した高品質
クラフト用薄板の開発と海外販路の開拓

平成28年3月23日

㈲金井鉄工所 浜松市浜北区 金属加工機械製造業
商品形状や加工方法の変更に伴う高精度な加工
治具・検査治具の超短期設計生産システムの構
築

平成28年3月23日

㈱パスパル 浜松市浜北区 学習塾
新しい大学入試制度に対応した長期的な成績動
向予測を提示するサービスの展開

平成28年3月23日

鹿島木材㈱ 浜松市天竜区 建築材料卸売業
天竜スギやヒノキを活用し、光の集光範囲・放
射範囲を広めたアクリル接着式透光板の開発と
販売

平成28年3月23日

山田幸恵（Bliss） 磐田市
その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

ホテルとの連携による外国人等の観光客向け出
張ネイルサービスの提供

平成28年3月23日

㈲静岡フスマ商会 磐田市 建具製造業
レーザー測距装置を活用した、現場合わせ不要
のフスマ「ピタッ戸」の開発及び販売

平成28年3月23日

㈱グッドスタイルカンパ
ニー

掛川市 美容業
幹細胞を培養して抽出した成分を使用したエイ
ジングケア用アイテムを組み込んだ新たなエス
テサービスの開発・提供

平成28年3月23日

丸山製茶㈱ 掛川市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

栽培方法等に工夫を加えることで 適な粒度分
布を実現し滑らかさを追求した抹茶（碾茶）の
開発・販売

平成28年3月23日
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㈱ブライトネス 菊川市
通信販売・訪問販売小売
業

天然素材やオーガニックコットン等を緑茶で染
めた着物「chazome」シリーズの開発と販売

平成28年3月23日

㈱アイデア 菊川市 自動車小売業
分割・連結可能で防水性があるスラックライン
専用クラッシュパッドの開発・販売

平成28年3月23日

赤堀光弘（ピーケー赤
堀）

菊川市
工業用プラスチック製品
製造業

自動車用ダッシュボードにフィットする立体成
形型ファブリック（植毛塗装）パネルの開発及
び販売

平成28年3月23日

㈲三晃製作所 湖西市 自動車・同附属品製造業
被加工物の固定化技術を活用し二輪パーツ等に
ユーザー指定のデザインを印字する新たなマー
キングサービスの提供

平成28年3月23日

TSK㈱ 袋井市 各種商品卸売業
環境に配慮した低コスト塗装ライン「バブルク
リーンシステム」の開発

平成28年3月23日

㈱八幡屋茶舗 周智郡森町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

水出し・お湯出し可能なマイボトル専用ティー
バックの開発と販売

平成28年3月23日

㈱emriki 静岡市葵区 広告業
身近な方の訃報をきっかけに「終活」を考える
方々に「終活」関連サービス事業者の情報を提
供する訃報掲載欄付きポータルサイトの運営

平成28年3月23日

㈱ベルエキップ・プラス 静岡市葵区 その他の飲食店
清水区産柑橘の品種ごとの特徴を活かし、オー
ルシーズン提供するスイーツ類等の開発

平成28年3月23日

丸福製茶㈱ 静岡市葵区
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

お茶の焙煎・合組の技術を活かした、お茶を
使ったポタージュの開発

平成28年3月23日

㈲松永工房 静岡市葵区 家具製造業
鏡の裏側にLEDライトを搭載したドレッサーの製
造、販売

平成28年3月23日

(同)ニンジャボット 静岡市駿河区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

製作造形範囲が700mm立方まで対応可能な3Dプリ
ンタの商品開発および事業化

平成28年3月23日

㈱シルバーロード 静岡市駿河区 婦人・子供服小売業
個別の介護事情に即したダブルガーゼ製介護用
パジャマのセミオーダー供給体制の構築

平成28年3月23日

㈱帝装化成 静岡市駿河区 金属素形材製品製造業
センサーが虫を検知したときだけ排気用ファン
が作動し、虫を吸引する捕虫装置の開発

平成28年3月23日

栗田靜電㈱ 静岡市駿河区
民生用電気機械器具製造
業

自社工程における品質検査を迅速に行う検査装
置の開発・設置による効率的な生産体制の構築

平成28年3月23日

㈱ANNEX't LAB 静岡市駿河区
装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業

小児患者の成長に応じて器具サイズを調整でき
るハト胸矯正器具の開発・販売

平成28年3月23日

ナガハシ印刷㈱ 静岡市駿河区 印刷業
好みの絵柄やデザインを楽しみ、広告媒体機能
等を付加できる「綴り型コースターブック」の
開発・販売

平成28年3月23日

日本気圧バルク工業㈱ 静岡市駿河区 他に分類されない製造業
高地トレーニング環境を安全かつフレキシブル
に再現する連結式気圧制御ルームタイプの開発

平成28年3月23日

㈱SETO 静岡市清水区 一般土木建築工事業

取り付け金具の工夫により省力化・工事期間の
短縮・コストの削減を実現する単管バリケード
及び発光により視認性向上を可能にするバリ
ケード用パイプの開発

平成28年3月23日

㈱カナサシテクノサービ
ス

静岡市清水区 他に分類されない製造業
経年劣化した鉄筋コンクリート製防火水槽を補
強する新たな再生耐震工法「H型フレーム工法」
の開発及び事業化

平成28年3月23日

㈱中村機工 静岡市清水区 その他の機械器具卸売業
顧客の要求水準に応じ浄化装置を選択すること
で 適な異物除去を行う出張型切削液浄化サー
ビスの提供

平成28年3月23日

深澤剛光（ブルテリア　
カフェ＆カー）

静岡市清水区 自動車整備業
お客様に十分納得いただくことを目的とした自
動車鈑金塗装・見える化サービスの提供

平成28年3月23日

㈱エー・シー・ピー商事 静岡市清水区 産業廃棄物処理業
廃棄物峻別ノウハウに基づく粗大ごみ・不用品
回収サービス「うちゃるら」の提供

平成28年3月23日
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大洋設備㈱ 焼津市
管工事業（さく井工事業
を除く）

緊急時の現場連絡サービスを付帯した冷凍・冷
蔵倉庫の24時間監視システムの開発・販売

平成28年3月23日

㈱丸又 焼津市 水産食料品製造業 魚肉由来のサラミ「海のサラミ」の開発・販売 平成28年3月23日

小石英男（小石安之助商
店）

焼津市 水産食料品製造業
鯖節等を活用した本格だしパウダーの開発と販
売

平成28年3月23日

㈱マルイリフードサプラ
イ

焼津市 農畜産物・水産物卸売業
魚介類の加圧パック商品「レンジキッチン魚介
シリーズ」の開発及び販売

平成28年3月23日

㈲キムラ加工 島田市 その他の繊維製品製造業
茶葉に含まれるタンニンの低減を促す製法の開
発によりステイン予防を目的とした低タンニン
茶の開発・販売

平成28年3月23日

中山一男（みどりのお店　
ポメゾン）

牧之原市 他に分類されない小売業
ドッグラン等を併設した、愛犬家向けのガーデ
ンショップの展開

平成28年3月23日

㈲山下オート商会 牧之原市 自動車整備業
自動車整備業で培ったノウハウを活用した高齢
者等向け福祉車輌関連トータルサービスの確
立・提供

平成28年3月23日

坂根哲博（坂根板金） 榛原郡吉田町 板金・金物工事業 建築廃材を活用した木製文字の開発及び販売 平成28年3月23日

㈲山本電機製作所 沼津市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

耐衝撃性を有すバッテリーを備えた移動式リチ
ウムイオン蓄電池の開発・販売

平成28年3月23日

㈱NNH 沼津市 非鉄金属素形材製造業
金型温度や射出速度等、鋳造条件の調整による
高効率・高品質なマグネシウムダイキャスト生
産体制の構築

平成28年3月23日

㈲渡邉左官店 沼津市 左官工事業
漆喰ショールームにおける塗り壁教室の開催及
び顧客の好みに応じた内外壁リフォーム提案事
業の展開

平成28年3月23日

㈱高池 沼津市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

線径の細いハーネスでも効率的にツイストピッ
チの均一な加工ができる電線ツイスト加工装置
の開発

平成28年3月23日

㈲ソーイ 沼津市 パン・菓子製造業
麹等を活用し、食品添加物を使用せずに小麦製
品の発酵を促す発酵風味料の開発と販売

平成28年3月23日

㈱カツマタ 沼津市 医薬品・化粧品小売業
本棚に収納でき、外部へも持ち運びやすいダン
ボール製救急箱「本棚救急箱」の開発・販売

平成28年3月23日

㈲サンディオス 沼津市 広告業
地域と企業をつなぐローカルマーケティングコ
ミュニティの運営による販促支援とモバイル広
告の提供

平成28年3月23日

㈱ビーライン 沼津市
他に分類されない生活関
連サービス業

ウェディング企画ノウハウを活用した新たな地
域コミュニティー型カフェテリア事業の展開

平成28年3月23日

フジメタル㈱ 富士市 建具製造業
通気レジスターを内蔵することで防犯性を維持
しつつ換気機能を付加した集合住宅向け玄関扉
の開発・販売

平成28年3月23日

金子歯車工業㈱ 富士市 その他の金属製品製造業
非接触三次元測定機を活用したデータ分析によ
る航空機部品の高効率検査体制の確立

平成28年3月23日

㈱たつみ電機製作所 富士市 その他の金属製品製造業 パネル脱着用螺旋金型付き遮音壁の開発・販売 平成28年3月23日

エコフィールド㈱ 富士市
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

富士地域発の創業支援機能を備えたインキュ
ベートモール創設事業

平成28年3月23日

西山工業㈱ 富士市
民生用電気機械器具製造
業

高機能「緑茶エスプレッソマシン」の開発と販
売

平成28年3月23日

山洋紙業㈱ 富士市 紙・紙製品卸売業
多言語翻訳表示機能を活用した広告宣伝媒体等
の新たな提供方法の確立

平成28年3月23日

http://www.teabag.jp/index.html�
http://www.yamamoto-elec.jp/index.html�
http://www.fm-223117.jp/�
http://www.k-gear.co.jp/�
http://www.tatumi-el.co.jp/�
http://www.nnh-mg.co.jp/�
http://www.watanabesakan.com/�
http://n-takachi.com/�
http://www.soyaura.co.jp/�
http://www.sundios.jp/�
http://www.emunoie.com/�
http://www.taiyo-setsubi.jp/index.html�
http://pomaison.net/�
http://www.marumata.jp/�
http://www.yamashitacars.com/�
http://www.sanyo-paper.com/�
http://www.maruchyon.com/�
http://www.maruiri.co.jp/�
http://www.villa-effe.jp/�
http://www.nishi.co.jp/�


㈱かっぱ 富士市 菓子・パン小売業
企業PRに有効なオリジナル包装紙を使用した土
産品（人形焼）の展開

平成28年3月23日

㈱アオキカラー 富士市 写真業
職場内閲覧サービスと連携した企業PRコンテン
ツの企画・販売

平成28年3月23日

㈱増田鉄工所 富士市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

深もの大型金型の一体化加工技術の確立とＱＣ
Ｄ競争力の強化

平成28年3月23日

㈱アイ・システム 三島市 ソフトウェア業
FA設計に関するノウハウを活かした実践的なプ
ログラム能力の養成を目的とした「みらいこど
も教室」の開催

平成28年3月23日

㈱ジュールプラス 三島市
インターネット附随サー
ビス業

ジュニアアスリートを対象とし、アスリートの
身体状態に基づくトレーニングプランの選択等
を支援するアプリの開発・販売

平成28年3月23日

㈱パピアパペル 三島市 その他の専門サービス業
日本の伝統的な編み技法を駆使した新たな紙バ
ンド製手芸用パーツ及びグッズ商品の開発・販
売

平成28年3月23日

三島食品㈱ 三島市 その他の食料品製造業
キャラメル等のコーティングに適した麩の開発
とスイーツ麩の販売

平成28年3月23日

㈱伊豆フェルメンテ 三島市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

さつま芋とパイナップルを組み合わせた新たな
味わい、テイストのジャム商品の開発

平成28年3月23日

山形一豊（山形紋教授
所）

裾野市 染色整理業
合成繊維の染め抜き技術の開発による紋章加工
（紋入れ）業務の販路拡大

平成28年3月23日

アイパックスイケタニ㈱ 富士宮市 紙製容器製造業
滑らかな曲面形状の弁当箱型紙製多目的容器の
開発・販売

平成28年3月23日

㈲TOPICS 富士宮市 畜産農業
当社交配種のセレ豚を使った「富士セレ豚骨付
きハム」の開発と販売

平成28年3月23日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
X・Y軸溝切V字カッターの刃先形状の変更によ
る、効率的な化粧箱製造体制の確立

平成28年3月23日

㈱オギ 富士宮市 金属素形材製品製造業
エンコーダを活用した測定器の開発・導入によ
る、金属パイプ曲げ加工工程における品質の確
保と生産性の向上

平成28年3月23日

㈱フォーティス 富士宮市 化学製品卸売業 新たな文化財専用補修材料の開発・販売 平成28年3月23日

碓井政則（カキサワ製作
所）

伊豆の国市
ボルト・ナット・リベッ
ト・小ねじ・木ねじ等製
造業

サーボ制御した専用機による、ボルトへの全自
動穴あけ加工方法の開発

平成28年3月23日

武山芳徹（伊豆高原スタ
ヂオ）

伊東市 教養・技能教授業
釉薬がけや焼成技法を工夫することで、伊豆の
観光名所をモチーフとした陶芸作品が製作でき
る新たな体験教室の開催

平成28年3月23日

㈱ハンズ 駿東郡清水町
インターネット附随サー
ビス業

スマートフォンから簡単にホームページを作成
できるアプリ「Crayon」の開発

平成28年3月23日

㈱岩崎米穀 駿東郡清水町 農畜産物・水産物卸売業
砕米や古代米のブレンド方法等を工夫すること
で添加剤を使用せずにパンの膨らみ具合を高め
る新たな米粉の開発・販売

平成28年3月23日

㈱梅月園 賀茂郡松崎町 パン・菓子製造業
葛と伊豆地域の特産品を使用した、歩きながら
食べても落としにくい氷菓の開発と販売

平成28年3月23日

小嶋利征（小島ふとん
店）

賀茂郡南伊豆
町

呉服・服地・寝具小売業
複数の枕を体験使用できる、「理想の枕探しの
旅」宿泊プランと「枕お試しサービス」の提供

平成28年3月23日
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