
●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29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

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
県内若手事業者に技術やノウハウの披露の場を
提供する首都圏未婚女性向け「プリンセスレッ
スン」の企画運営

平成29年4月20日

㈱お佛壇のやまき 静岡市葵区 家具・建具・畳小売業
スマート納骨壇で新しい供養の形『パーソナル
供養』の提案

平成29年4月20日

稲見幸男（いなみ） 牧之原市 飼料・有機質肥料製造業 野菜の育成用酵素液の新たな製造方法の導入 平成29年4月20日

Ｃラボラトリ㈱ 沼津市 金属素形材製品製造業
冷却水路を螺旋状に加工した、アルミダイキャ
スト金型の湯口スリーブの開発と販売

平成29年4月20日

㈲マルハチ金龍丸水産 沼津市 水産食料品製造業
駿河湾産１本釣り太刀魚開きの商品開発及び販
売

平成29年4月20日

松浦啓子（はじめてきも
の小梅）

三島市 呉服・服地・寝具小売業
長襦袢の着付けをなくし、襟元の崩れを押さえ
る半襟カットソーの開発と販売

平成29年4月20日

ジャペット㈱ 富士宮市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

システムトイレ（猫用尿理器）用猫砂の開発と
製造販売

平成29年4月20日

富士パック㈱ 富士宮市 紙製品製造業
丸紐をヒバリ結びにした『入口スッキリ角底
袋』の開発・販売

平成29年4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）

マグネシウム合金製ジュエリー（ピアス、イア
リング）の加工方法開発・販売

平成29年4月20日

平成29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

㈱ＷＯＯＤ 浜松市中区 耕種農業
ポータブルデバイス用農作業マニュアル作成シ
ステムの販売及びマニュアル作成支援

平成29年5月18日

鈴木七重（チムグスイ） 浜松市中区 他に分類されない小売業
アロマ・ハーブティ講座のオンライン・ライブ
配信サービス

平成29年5月18日

遠州食品加工業協同組合 浜松市東区
事業協同組合（他に分類
されないもの）

てんかん患者向け食品「ＧＡＢＡ ＵＰ」プロ
ジェクトの事業化

平成29年5月18日

㈱イエロースタジオ 浜松市東区
家具・建具・じゅう器等
卸売業

熱中症対策のため保冷効果と取扱い性を高めた
競技時水分補給スクイズボトル用オリジナルカ
バーの開発と販売

平成29年5月18日

㈱エヌエスティー 浜松市北区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

加工と組立て生産ラインの効率改善を目的とし
た、視覚認識無人移動台車の開発と販売

平成29年5月18日

　　　静岡県　経営革新計画承認企業一覧　（平成29年度）

公表同意分9件（承認件数全9件）

公表同意分21件（承認件数全22件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

（同）フジヨシ 掛川市 自動車・同附属品製造業
自動車用アルミホイール等を対象とした振動式
バレル研磨装置の開発・販売

平成29年5月18日

鈴木功三（Honey！ハ
ニー！！）

袋井市 その他の飲食店
地元で採れた食品を主に取り扱う移動スーパー
サービスの開発と導入

平成29年5月18日

クリエイティヴ・ポケッ
ツ㈱

静岡市葵区 写真業
「フラワーバトン・長生き遺影撮影・写真集製
作」サービスの展開

平成29年5月18日

㈱季咲亭 静岡市葵区
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

純米本みりんを活用した砂糖不使用の「和ピク
ルス」の開発

平成29年5月18日

㈱大須賀製作所 静岡市駿河区
ボルト・ナット・リベッ
ト・小ねじ・木ねじ等製
造業

鍛造ねじと鍛造リベットの少量多品種受注に対
応するダイス金型のデータ化による製造方法の
確立と販売

平成29年5月18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

腰用コルセットの腰型製作用の大型３Ｄプリン
タの商品開発及び事業化

平成29年5月18日

㈲村松建材 静岡市駿河区 建築材料卸売業
新素材「モールテックス」用鏝の開発による作
業環境改善と職人斡旋を含めた提案・販売

平成29年5月18日

中村肇（東海測定機） 藤枝市
その他の輸送用機械器具
製造業

取付自在型車椅子用自動ブレーキユニット「ク
ルンロック」の開発及び市場展開

平成29年5月18日

杉本製茶㈱ 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

ライフスタイルに合わせて野菜と一緒にオーガ
ニック茶を摂り入れる海外向け商品の開発及び
販売

平成29年5月18日

大鐘測量設計㈱ 島田市 土木建築サービス業
地震後の建物の安全性確認システムの研究・開
発

平成29年5月18日

㈱羽田製作所 沼津市 表面処理鋼材製造業
短時間で組立・収納できる軽量コンパクト型コ
ンロの開発・販売

平成29年5月18日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
マグネットを使った硬質板紙製“大人のペンシ
ルケース”の開発販売

平成29年5月18日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
地産のいちご「紅ほっぺ」を使用した『いちご
ヨーグルト酒』の開発・販売

平成29年5月18日

宮下敏明（宮下建築） 伊豆の国市 木造建築工事業
”らくがき”から図面を作成し、施主自ら設計
した家を形にするいえづくりの提供

平成29年5月18日

鈴木基仁（八百康商店） 伊豆市 その他の飲食料品小売業
土肥びわエッセンス入りリンゴシロップ漬けの
開発・販売

平成29年5月18日

㈲エムケイテクノ 田方郡函南町 電子回路製造業
Webによる、電子回路実装基板製造の自動見積・
生産予約システムの確立

平成29年5月18日

平成29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

㈲オートファイン 浜松市東区 自動車整備業
人材不足解消のための”独自女性登用プログラ
ム”を活用したカーコーティングのサービス向
上と作業効率化による売上・利益の拡大

平成29年6月22日

テラワキ㈱ 浜松市東区 その他の繊維製品製造業
浜松地域の伝統技術の「ぼかし」を活用した女
性向け洋服(キャミソール・ハーフパンツ・Ｔ
シャツ等)の商品企画開発

平成29年6月22日

公表同意分33件（承認件数全36件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

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

チーフとセットで胸ポケットに収まる新たな扇
子「Poke扇」の開発、販売

平成29年6月22日

鈴木貴代（ふる～る） 磐田市 美容業
ハレの日にお客様が も映えるヘアメイク・エ
ステ・貸衣装のトータルサービスの提供

平成29年6月22日

㈲東辰金型工業所 磐田市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

レーザー溶接を用いた金型補修技術の高精度化
と生産性向上への取組み

平成29年6月22日

㈱ベストマーケティング 袋井市 その他の無店舗小売業
Amazon物販事業における効率的な商品選定・抽
出及び商品管理システムの開発・販売

平成29年6月22日

㈱花匠 静岡市葵区 骨材・石工品等製造業
「個別供養塔」と「富士山の見える駿河湾での
散骨・海洋セレモニー」の一体でのサービス提
供

平成29年6月22日

伊東和夫(花と猫の散歩
道)

静岡市葵区 各種商品卸売業
生花と造花の長所を併せ持つ生花一体型造花の
開発と販売

平成29年6月22日

㈱プラシンクス 静岡市駿河区 無機化学工業製品製造業
静岡産枝豆の植物残渣による固形燃料・固形肥
料の開発・製造

平成29年6月22日

㈱青島歯車製作所 静岡市駿河区
一般産業用機械・装置製
造業

５軸旋盤でクリンゲンベルグ式スパイラルベベ
ルギアを製造する加工方法の開発と販売

平成29年6月22日

㈱アイル 静岡市駿河区 産業機械器具卸売業
介護施設向け買い物支援アプリ及び買い物サー
ビスシステムの開発

平成29年6月22日

静脈産業㈱ 静岡市清水区 産業廃棄物処理業
循環型社会の実現に貢献する副産物および廃棄
物類の新たな再生方法の開発

平成29年6月22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）

パッシブソーラーシステムを利用した多目的に
利用できるコンサバトリー（サンルーム）の開
発・販売

平成29年6月22日

㈱望月商行 静岡市清水区 その他の職別工事業
空き家再生に 適な屋根工事事業者による１棟
丸ごと総合リフォーム工事の提供

平成29年6月22日

㈲アグリ開発 島田市 他に分類されない卸売業
自然エネルギーを活かす技術を農業に応用した
新商品の開発及び販売

平成29年6月22日

㈱大井製作所 島田市
生活関連産業用機械製造
業

適製材条件と異常を自己検出するIoT機能搭載
型製材機械の開発

平成29年6月22日

山本電機㈱ 牧之原市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

トマトの蒸散量に応じて養液の供給量、回数を
自動制御する養液栽培装置の商品化・販売

平成29年6月22日

㈱吉田ハム工場 榛原郡吉田町 畜産食料品製造業
煮豚の調理方法を工夫することで、肉の柔らか
さ等を追及したスライス煮豚の開発・販売

平成29年6月22日

㈱サニーロック 沼津市 その他の娯楽業
キッズ向けボルダリングウォールの設置による
集客数の向上

平成29年6月22日

㈲丸吉 沼津市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

脱皮により商品価値の下がった高足ガニを活用
したカニ魚醤の開発・販売

平成29年6月22日

㈲木内製作所 沼津市 その他の金属製品製造業
当社独自の完全自動化製造ラインの構築による
ラジエター部品の増産と障害者雇用による社会
貢献

平成29年6月22日

ヤマカ食品㈱ 富士市 水産食料品製造業
「佃煮屋が作る桜えび炊き込みご飯の素」の開
発と販売

平成29年6月22日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱ユニティー 富士市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

二層フィルム構造の介護・医療用防水シーツの
開発・製造・販売

平成29年6月22日

㈲松川精工 富士市 その他の金属製品製造業
「実車に近いリアリティのあるラジコン」の開
発・製造

平成29年6月22日

㈲ワイ・エス 三島市 美容業
髪を美しく保つことに特化した美容用品の新規
開発と販売

平成29年6月22日

㈱四ツ葉・テック 三島市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

製造業の現場で業務用金属溶接機等を用いて作
るアイアンワーク教室の展開

平成29年6月22日

㈱ヒューマン・エンジニ
アリング

三島市 ソフトウェア業 爪部メラノーマ診断支援ツールの開発・販売 平成29年6月22日

㈱山登 三島市 金属素形材製品製造業
「溶接レス・リベット留め方式のステンレス製
プランター」の開発・製造

平成29年6月22日

丸山工業㈱ 富士宮市 その他の金属製品製造業
軽量で音質の確保しやすい「マグネシウム合金
製ケーナ」の開発・販売

平成29年6月22日

㈲佐藤商会 富士宮市 自動車整備業
エンジンルーム内のドレスアップパーツ「オイ
ルレベルゲージシリーズ」の開発・販売

平成29年6月22日

㈲ＡＴＬ 伊東市 電子回路製造業
回路の超微細化を実現するプリント基板とめっ
き装置の開発

平成29年6月22日

㈲オフィス・ユーカリ 駿東郡長泉町 がん具・運動用具製造業
川魚を釣るためのバズベイド型ルアーの開発及
び販売

平成29年6月22日

㈲京和工業 駿東郡長泉町 他に分類されない製造業
在宅老々介護での転倒・腰痛事故を無くす抱き
上げない移乗機の開発・製品化・販売

平成29年6月22日

平成29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

㈱ベストプレス 静岡市葵区 印刷業
競技用のユニフォームに安全かつ容易に着脱で
きる粘着式ゼッケンの開発・販売

平成29年7月14日

㈱プラシンクス 静岡市駿河区 無機化学工業製品製造業
農業用ビニールを使った固形燃料と温水消毒ボ
イラーシステムの開発

平成29年7月14日

㈱エスクリエイト 静岡市清水区 印刷関連サービス業
キャラクターを活用した付加価値の創造による
海外での新たな広告・販売戦略の提案

平成29年7月14日

㈱ヤマナ茶業 焼津市 食料・飲料卸売業
静岡県内産「やぶきた茶」と当社独自ブランド
「幸泉茶」のノンカフェイン茶葉の開発

平成29年7月14日

㈱海伸 焼津市 農畜産物・水産物卸売業
冷凍マグロのファインバブル処理による冷凍冷
蔵倉庫内制菌維持方法の開発

平成29年7月14日

ポラリス㈱ 島田市
生活関連産業用機械製造
業

クリーンルームへの設備搬入用間仕切りの開
発・販売

平成29年7月14日

㈲トラス 沼津市 自動車・同附属品製造業
カーボン繊維複合材オートクレーブ成形を１サ
イクルで複数製品生産する技術の開発と販売

平成29年7月14日

公表同意分21件（承認件数全24件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

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）

角度が変えられるステンレス製手すりのコー
ナー部（エルボ）と、従来のネジ止めや溶接が
不要な支持金具（ブラケット）の開発及び販売

平成29年7月14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）

バイオ生ゴミ処理機「ＧｏｍｉＭａｇｉｃ」を
発展させた、コンパクト型およびステーション
型の開発および販売

平成29年7月14日

㈱フジックス・トーカイ 富士市 袋物製造業 ２ｗａｙノベルティボックスの開発・販売 平成29年7月14日

三丸機械工業㈱ 三島市
生活関連産業用機械製造
業

効率的な化学分野向けホモジナイザーの生産体
制構築による経営効率向上

平成29年7月14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

本わさびの本来の味を引き出すステンレス製わ
さび擦りおろし器の開発・販売

平成29年7月14日

㈲資仙 三島市 非鉄金属卸売業
上質強固な素材であるプロパン廃棄容器のリサ
イクルシステムの構築

平成29年7月14日

渡井商会㈱ 富士宮市 自動車小売業
事故車オークション「TRIPLE.R」のサービス展
開

平成29年7月14日

㈲鈴木製作所 富士宮市 金属素形材製品製造業
生け花を長く楽しめるマグネシウム合金と銅を
一体化した生け花向け剣山の開発・販売

平成29年7月14日

㈱ミツムロ 富士宮市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

各種介護福祉施設・住宅向けの「オールステン
レス製手すり」の低価格製品の開発販売

平成29年7月14日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
保管スペースの圧縮を考慮したノベルティグッ
ズ用タオルケースの開発・販売

平成29年7月14日

㈱藁科組 富士宮市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

豚舎環境の整備による成長阻害要因の除去や飼
料配合調整等による豚生育経費の圧縮

平成29年7月14日

池田洋一（農　Minori） 御殿場市 専門料理店
御殿場の地域食材を使った新しい地場産加工品
の開発

平成29年7月14日

㈲西島木工所 熱海市 建具製造業
組木技術と色とりどりのタイルを合わせたイン
テリア商品等の開発・販売と建具技術のＰＲ

平成29年7月14日

㈲さくら 伊豆市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

駿河湾深海の希少種ミルクガニの季節メニュー
化による売上拡大の取組

平成29年7月14日

平成29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

㈱共栄商会 浜松市中区
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

「食べられるわさび」の開発・販売 平成29年8月25日

㈱ブングボックス 浜松市中区 書籍・文房具小売業
”音楽の都 浜松”から世界へお届けする、世界
初のピアノブラック鏡面塗装万年筆の開発と販
売

平成29年8月25日

㈱コットンハウス 浜松市東区 木造建築工事業

独自のハイブリッド断熱工法と輻射式冷暖房方
式、パッシブデザインとシミュレーションの組
み合わせにより実現する省エネで快適な住宅の
開発と販売

平成29年8月25日

伊藤康文（伊藤製作所） 浜松市西区 楽器製造業
安全・安心な収納携帯式竹製ペーパーナイフの
開発・販売

平成29年8月25日

公表同意分34件（承認件数全35件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱オーテック 浜松市北区 自動車・同附属品製造業
働きやすさを活かした若年層の新規雇用の拡大
と金属加工技術の継承・生産効率向上の実現

平成29年8月25日

鈴木直英（ピッツァな
お）

浜松市浜北区 その他の飲食店
浜松産の食材を使用した本格揚げピザの開発及
び販売

平成29年8月25日

河合良浩（ＹＫ・コラ
ボ）

浜松市浜北区 機械設計業
得点係不要の移動式卓球用電子得点カウンター
の開発と販売

平成29年8月25日

㈲静岡フスマ商会 磐田市 建具製造業
挟んでも怪我しにくい、安全性を高めた扉の開
発と販売

平成29年8月25日

中部レジン㈱ 磐田市 加工紙製造業
地元産タオルを活用した「アスコットタオル」
の開発・販売

平成29年8月25日

三重大製茶㈱ 掛川市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

高品質掛川茶の一煎パック販売による販路・顧
客層拡大と海外展開

平成29年8月25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

小型焼却炉に付加価値を付ける給湯装置の開発
及び販売

平成29年8月25日

明工建設㈱ 御前崎市
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

居心地の良い居住空間を演出した耐震性の高い
省エネ住宅の開発・販売

平成29年8月25日

㈱小澤建材 周智郡森町 その他の職別工事業
釘・ビスを必要としない’ハイブリッドＴＬＡ
工法（３層の一体化防水工法）’の開発と販売

平成29年8月25日

㈱マキセンサービス 静岡市葵区
電球・電気照明器具製造
業

顧客のニーズに合せてカスタマイズ（個別受注
生産）するLED照明器具の販売サービスの提供

平成29年8月25日

理研軽金属工業㈱ 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）

スポーツサイクル用サイクルスタンドの開発及
び販売

平成29年8月25日

㈱パロン 静岡市駿河区
その他の家具・装備品製
造業

リハビリ用ストレッチ木工器具シリーズの開発
と販売

平成29年8月25日

丸勇交通㈱ 静岡市清水区
一般貸切旅客自動車運送
業

独自開発のバスによる新たなインバウンド向け
サービスの提供

平成29年8月25日

日承工業㈱ 静岡市清水区 自動車・同附属品製造業
当社独自の自動生産ライン構築による生産性向
上と次世代自動車用部品製造への展開

平成29年8月25日

㈱レウドパック 焼津市
発泡・強化プラスチック
製品製造業

融着技術を活用した完全に水漏れを防止する四
辺全面融着箱の開発

平成29年8月25日

シーラック㈱ 焼津市 水産食料品製造業
外国人やテーマパークなどお土産向けのパッ
ケージで提供する、“見ても楽しめる”鰹加工
品等商品の開発・販売

平成29年8月25日

㈱ベルスター・スズキ 島田市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

IoT導入による少量多品種・完全個別受注に対応
した生産体制の構築

平成29年8月25日

松下金吾（カネキ水産） 榛原郡吉田町 水産食料品製造業
魚の臭み除去のために乾燥月桂樹を使用したオ
リーブオイル漬けかえりちりめんの開発・販売

平成29年8月25日

（同）アイタス 沼津市 障害者福祉事業
静岡県産品を使用した無添加、手作りのペット
フードの開発・販売

平成29年8月25日

㈱確信工業 沼津市 その他の金属製品製造業
整形外科向け高品質インプラント製造における
生産体制の効率化

平成29年8月25日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈲野村商店 沼津市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

栽培農家支援による桜葉漬の新たな生産体制の
構築

平成29年8月25日

㈱佐野機械 富士市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

紙原料の乾燥温度上昇に伴う耐熱性能を向上さ
せた新たな蛇行防止装置の開発・販売

平成29年8月25日

㈲池幸 富士市 その他の物品賃貸業
貸衣装屋がプロデュースするシニアウェディン
グフォトサービスによる、三世代顧客の獲得

平成29年8月25日

㈱三光ダイカスト工業所 三島市 自動車・同附属品製造業
当社独自形状の手にフィットする高級釣り具用
リールの量産化

平成29年8月25日

㈲富士しいたけ産業 裾野市 そば・うどん店
衣液に蕎麦粉を使用するとともに、下処理方法
等を工夫することで食感を維持した天ぷら料理
の開発・提供

平成29年8月25日

㈱ライズ 富士宮市
とび・土工・コンクリー
ト工事業

谷止工作業における資材の軽量化とコスト低減
を図るカチオンフレーム連結プレートの開発と
工法の確立

平成29年8月25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

ロス減少プログラムの開発による材料加工ロス
の 小化とファイバーレーザーカッター稼働率
の向上

平成29年8月25日

㈱四季不知 伊東市 園芸サービス業
観光・宿泊施設と連携し、ブーゲンビリアやマ
ンゴーを活用した観光農園農業の展開

平成29年8月25日

㈱ノア 駿東郡清水町
産業用電気機械器具製造
業

海外（中国）における、断熱材を締上げバンド
外側に内蔵した射出成形機用バンドヒーターの
開発と事業展開

平成29年8月25日

深澤電工㈱ 駿東郡長泉町 電子デバイス製造業
針状器材を使用せず、出血等を防ぎながら歯周
病ポケットの測定が可能な検査器具の開発・販
売

平成29年8月25日

平成29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

㈱アロック 浜松市中区 ソフトウェア業
スマートデバイス用通信システムの開発につい
て

平成29年9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

輻射熱を遮断しヘルメット内の温度上昇を大幅
に削減できる簡易装着シートの商品化

平成29年9月8日

QUICCO SOUND㈱ 浜松市北区
映像・音響機械器具製造
業

スマートフォンの音楽を高音質で再生する
Bluetoothレシーバーの開発と販売

平成29年9月8日

スズエ電機㈱ 磐田市
プラスチック板・棒・
管・継手・異形押出製品
製造業

再生プラスチックを活用した足元照射型LEDライ
ト付擬木の開発

平成29年9月8日

アクアインテック㈱ 掛川市 他に分類されない製造業
非開削の下水道管更生工法の工期短縮化を図る
素材の開発

平成29年9月8日

㈱えんしゅう共栄堂 掛川市 その他の無店舗小売業
ファッショントラックとオンラインを活用した
ブランド周知及び販売力強化策の展開

平成29年9月8日

㈱東海サイエンス 菊川市 金属加工機械製造業
ダイヤモンド砥石の自動成形システム構築によ
る多品種少量生産体制の確立

平成29年9月8日

㈲技研産業 静岡市駿河区 有機化学工業製品製造業
廃石膏ボードを活用した耐火被覆素材の開発・
販売

平成29年9月8日

㈲モリ工業 静岡市清水区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

油圧ハイブリッドサーボ技術を応用したローコ
スト水平移動位置決め加工台の開発

平成29年9月8日

公表同意分47件（承認件数全52件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

本間達也（みらいテッ
ク）

焼津市 印刷業
透明導電性樹脂を活用した透明ヒーターの開発
と市場展開

平成29年9月8日

大井洋之（はんこの店た
んぽぽ）

藤枝市 書籍・文房具小売業
側面特殊加工を施した外国人向け和柄デザイン
印章の開発・販売

平成29年9月8日

㈱テクニカル・ワークス 島田市 金属素形材製品製造業
避難はしごへの速やかな移動を実現する避難用
タラップの開発と販売

平成29年9月8日

㈱ケイ・ビー・エム 沼津市 土木建築サービス業
ドローンを活用した土石流・地すべり等危険箇
所の予測調査事業の展開

平成29年9月8日

㈲落合ハーブ園 三島市 耕種農業
完全無農薬の生ハーブを足湯に活用した新規
コーディネートの提供及び市場開拓

平成29年9月8日

富士パック㈱ 富士宮市 紙製容器製造業
自分だけの紙袋を１個からでも引き受ける「ふ
くろや」サービスの確立

平成29年9月8日

㈲松崎造花店 賀茂郡松崎町 冠婚葬祭業
都市部等へのお墓の移転を希望する顧客を対象
とした改葬サポートプランの開発・提供

平成29年9月8日

㈲国晃 浜松市中区 金属素形材製品製造業
高品質な制御盤キャビネットを短納期で製造す
る加工技術の開発と生産性向上への取組み

平成29年9月22日

㈱丸八製造 浜松市南区 その他の繊維製品製造業
繊維の奥まで洗剤を浸透させる極微小ウルトラ
ファインバブルを採用した新たな布団クリーニ
ング方式の開発

平成29年9月22日

アイサン工業㈱ 浜松市南区
一般産業用機械・装置製
造業

超音波洗浄とマイクロバブル排水処理を組み合
わせたマフラー洗浄処理装置の開発・販売

平成29年9月22日

有賀禎尚（銀八重櫻） 浜松市浜北区 他に分類されない小売業
ジュエリー作家による移動式オーダーメイドエ
ンゲージリング工房の開設と展開

平成29年9月22日

磐田化学工業㈱ 磐田市 有機化学工業製品製造業
微生物が生成する生分解性界面活性剤（発酵ス
ピクリスポール酸）の新しい発酵生産システム
の構築と開発

平成29年9月22日

遠州鉄工㈱ 磐田市
基礎素材産業用機械製造
業

無機バインダ（水ガラス）を使用した中子砂再
生システムの確立

平成29年9月22日

㈱キアーロ 磐田市 美容業
当社独自のエイジングチェックシートを活用し
た中高年女性の髪や頭皮に 適なシャンプー・
トリートメントの開発

平成29年9月22日

㈱サワイリエンジニアリ
ング

菊川市 金属加工機械製造業
パンチプレス及びノコ刃を搭載したタレット
ヘッドによる長尺レール高速加工機の開発

平成29年9月22日

㈲タクミ工業 湖西市 金属素形材製品製造業
ブランキングプレス加工の切断面二次加工を大
幅に削減するバリ抑制技術の確立と新市場開拓

平成29年9月22日

㈲松永工房 静岡市葵区 家具製造業 高級家具調洗面化粧台の開発・製造・販売 平成29年9月22日

日本ヘルスシューズ㈱ 静岡市葵区
ゴム製・プラスチック製
履物・同附属品製造業

医療現場に 適化したナースクロッグの開発と
販売

平成29年9月22日

㈱静岡編集舎 静岡市葵区 広告業
地域資源を海外向けにPRする英語・日本語併記
のフリーペーパー「FINDS」の発行と地域国際化
の促進

平成29年9月22日

平金産業㈱ 静岡市駿河区 飼料・有機質肥料製造業
魚由来の高分子コラーゲン抽出方法の開発と美
容液、サプリメント及び日用品の商品化

平成29年9月22日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈲日本スエーデン 静岡市駿河区
革製履物用材料・同附属
品製造業

小規模皮革製品製造業に合わせた極小ロットの
皮革裁断サービスの提供

平成29年9月22日

サンワイズ㈱ 静岡市清水区
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

軽量かつ高い清浄度と気密性を有するクリーン
ルーム用フルフラットドアの開発と販売

平成29年9月22日

㈱マルフク 焼津市 農畜産物・水産物卸売業
餌に鰹節を使用した純国産鶏「もみじ」、「さ
くら」の贈答用卵かけご飯セットの販売

平成29年9月22日

静岡県産醤油㈱ 焼津市 調味料製造業 搾りたてが味わえる醤油の開発・販売 平成29年9月22日

小林食品㈱ 焼津市 水産食料品製造業
当社オリジナル商品「焼サバエキス」の開発と
生産体制の構築

平成29年9月22日

大石二六（丸二商会） 焼津市 洗濯業
衣類の染み抜き品質の向上を目的とした部分染
色サービスの展開

平成29年9月22日

㈲トーシン 島田市
発泡・強化プラスチック
製品製造業

保温材一体成型によりテープ被覆作業をなくし
た配管接合資材の開発と販売

平成29年9月22日

アクトホーム㈱ 島田市 木造建築工事業
島田市産茶葉を配合した室内用塗り壁材「お茶
薫る珪藻土」の開発と販売

平成29年9月22日

足立吉松（足立会計事務
所）

沼津市
公認会計士事務所，税理
士事務所

大脳生理学・心理学に基づくSBTプログラムを組
み入れた顧客支援体制の構築

平成29年9月22日

坂東製粉㈱ 沼津市 精穀・製粉業
富士山麓産の新たなそば粉ブランドの確立と栽
培から製粉まで自社一貫で行う生産体制の構築

平成29年9月22日

中村伸明（Sugar） 沼津市
その他のなめし革製品製
造業

ショーケースのレンタルによる受託販売と地域
密着型のワークショップの開催

平成29年9月22日

㈱タムラ食品 沼津市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

小分けして包装した業務用調味わさびの製造・
販売

平成29年9月22日

㈲アサギリ 富士宮市 産業廃棄物処理業
地域環境に調和し富士山を借景にした“見せ
る”廃棄物処理場の構築

平成29年9月22日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
表面素材や形状を工夫した、Ｖカット加工によ
る「紙製ヒンジプレート」の開発・販売

平成29年9月22日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
地元産酒米と富士山伏流水を使った『一寸変
わった酒蔵の甘酒』の開発・販売

平成29年9月22日

㈱フィットコーポレー
ション

駿東郡小山町 金属素形材製品製造業
自社栽培した野菜を加工した可食カップ等を用
いた焼肉弁当商品の開発・販売

平成29年9月22日

㈲キヤ 田方郡函南町
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

伊豆半島の農水産物・加工食品を使ったソース
付蒸し焼きプリン「伊豆ジオプリン」の製造・
販売

平成29年9月22日

㈲味正 賀茂郡松崎町 専門料理店
湯通し時間等を調整することで、魚の食感が楽
しめる金目鯛のひきずり寿司の開発・販売

平成29年9月22日

平成29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

公表同意分24件（承認件数全27件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈲ティーティーエス 浜松市北区 石油・鉱物卸売業
ブラジル厚生労働省認可の｢酸素ボックス｣の中
南米への販売

平成29年10月18日

㈱魚磯 浜松市浜北区 配達飲食サービス業
静岡県産食材を混ぜ込んだ玉子焼き商品の開発
と販売

平成29年10月18日

㈱ブルーニングハーツ 浜松市浜北区 がん具・運動用具製造業
タングステンを用いた高品質ルアーの開発・製
造

平成29年10月18日

山下光之（笑顔畑の山
ちゃんファーム）

浜松市天竜区 耕種農業
そのまま食べる細切り干し大根「山のするめ大
根」の開発・販売

平成29年10月18日

㈲コイケサイド 磐田市 他に分類されない製造業
蓄光材とＬＥＤ照明を組み合わせた蓄光サイン
内部照明システムの開発と販売

平成29年10月18日

㈲サンプラザ 磐田市
他に分類されない生活関
連サービス業

三世代をターゲットにした、家族等の写真で作
るオリジナルトランプの開発及び販売

平成29年10月18日

㈱オーザ 菊川市 職業・教育支援施設
就労支援事業の強化による利用者の一生を支え
る切れ間のない事業展開

平成29年10月18日

㈱小羽皮革 袋井市 洗濯業
「ナノ・マイクロバブル洗浄」の装置開発と直
販のクリーニングメニューの確立

平成29年10月18日

トラヤテレビサービス㈱ 静岡市葵区 映像情報制作・配給業
動画制作を通じて取組む社内活性化に資する中
小製造業者向け人材育成トレーニングプログラ
ムの開発及び事業化

平成29年10月18日

スマートブルー㈱ 静岡市葵区 電気工事業
「ソーラーシェアリング架台」による売電事業
と農業のビジネスモデルの確立

平成29年10月18日

百年住宅㈱ 静岡市駿河区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

海外（ベトナム）におけるコンクリート建造物
建設事業の展開

平成29年10月18日

ファシル㈱ 静岡市駿河区 その他の繊維製品製造業
オリジナル防災用品を加えた車載用防災セット
の企画開発

平成29年10月18日

㈱アークリーセット 静岡市駿河区
その他のプラスチック製
品製造業

高さを自在に設定でき360°回転可能な商品展示
スタンドの開発

平成29年10月18日

㈱高栄塗装 静岡市清水区 塗装工事業
塗装・防水工事現場などの危険箇所で使用で
き、巻き付けできる柔軟性が高い防爆形ＬＥＤ
照明器具の開発・販売

平成29年10月18日

㈲リュミエール 静岡市清水区 菓子・パン小売業
お客様１人１人を大切にし、固定顧客・ファン
を増やす移動店舗サービスの提供

平成29年10月18日

㈱竹屋旅館 静岡市清水区 旅館，ホテル
｢声｣と｢ストーリー｣でまちを劇場化するスマホ
活用型音声システムの開発

平成29年10月18日

㈲甲新クレーン 焼津市 その他の職別工事業
天井クレーンにおける荷重試験の一貫体制の構
築

平成29年10月18日

㈱カンザイ 沼津市 建物サービス業
常時監視カメラシステムを活用し、従事者をト
ラブルから守る家事代行サービスの開発と提供

平成29年10月18日

沼津市建設事業協同組合 沼津市 一般土木建築工事業
事業継続リノベーション工事に関する提供サー
ビスの普及

平成29年10月18日

津田製紐㈱ 富士市
綱・網・レース・繊維粗
製品製造業

ロウ引き加工を施したスニーカー用ワックス
コードの開発と販売

平成29年10月18日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

（同）パーシモン 三島市
機械器具小売業(自動車,
自転車を除く)

ソーラーシェアリングを活用した新規就農希望
者へのトータルサポート事業の展開

平成29年10月18日

ミルクランド㈱ 富士宮市 畜産食料品製造業
「コッコ・マッカラ」を通じて、「森の恵みと
安らぎ」「火の暖かさと厳しさ」を学ぶ幼少年
向け教育観光企画の実施

平成29年10月18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）

脚部の小型化と超軽量・高強度を実現するマグ
ネシウム合金製の四点杖の開発・販売

平成29年10月18日

古屋芳典（彩鶏） 伊豆の国市 専門料理店
天城軍鶏の脂がもつ甘味等を活かした新たなコ
ロッケ商品の開発・販売

平成29年10月18日

平成29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

㈱ブングボックス 浜松市中区 書籍・文房具小売業
東京メトロ９路線のシンボルカラーを忠実に再
現した万年筆用「東京メトロカラーインク」の
開発と販売

平成29年11月22日

神谷淳（ＰＵＫＵＰＵＫ
Ｕ工房）

浜松市東区
外衣・シャツ製造業（和
式を除く）

マラソンランナー向けオリジナルスポーツマス
ク＆ウェアの製作・販売

平成29年11月22日

㈱ミツワ商店 浜松市天竜区 配達飲食サービス業
管理栄養士による、浜松産食材を使った腎臓病
食と糖尿病食のメニューと配食サービスの開発
と提供

平成29年11月22日

静岡冷凍倉庫㈱ 静岡市駿河区 冷蔵倉庫業
お茶の焙煎温度別ティージェラートショップの
展開

平成29年11月22日

㈱シーズプロジェクト 静岡市駿河区
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス業

超高精細度映像（８Ｋ）空撮映像のサービス提
供

平成29年11月22日

静岡彫刻工業㈱ 静岡市駿河区
その他のプラスチック製
品製造業

時刻表等の交換作業の高効率化を実現する、新
たなバス停向け表示フレームの開発及び事業化

平成29年11月22日

するが夢苺㈱ 静岡市駿河区
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

伝統の石垣栽培で実った「石垣いちご」を使用
した機能性ジャムの開発・販売

平成29年11月22日

㈱モス 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

自動機・省力機等オーダーメイド製品の即日見
積もり作成サービスの取組

平成29年11月22日

土谷印刷㈱ 静岡市清水区 印刷業
調色の標準化技術および衛生管理体制を活かし
た、食品印刷に 適化された印刷環境の構築

平成29年11月22日

㈱イングリッシュガーデ
ン

焼津市 教養・技能教授業
新米ママの育児相談サービスを付加したニュー
ボーンフォト事業の展開

平成29年11月22日

㈱寺田製作所 島田市
生活関連産業用機械製造
業

小規模製茶工場の生産性向上を実現する高機能
型茶葉高水分域水分計（制御盤）の開発

平成29年11月22日

マイクロメジャー㈱ 島田市

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

測定範囲を拡大させた「携帯型マイクロ波式木
材用水分計」の開発

平成29年11月22日

カネ松製茶㈱ 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

高粒度微粉末加工と単一原産地による嗜好性の
高い「牧之原大茶園抹茶」の開発と販売

平成29年11月22日

丸七製茶㈱ 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

『濃さが選べる７種の抹茶チョコレート』＆
『お茶の風味を活かした７種類のチョコレー
ト』の製造販売

平成29年11月22日

公表同意分30件（承認件数全33件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

イトウシャディ㈱ 牧之原市 他に分類されない小売業
希少な豆を使ったコーヒー提供による新規顧客
獲得・新商品販路開拓

平成29年11月22日

鷺坂製材㈱ 牧之原市 製材業，木製品製造業
庭、海水浴場、キャンプ場、公園等で使用でき
る木製コンパクトハウスキットの開発及び販売

平成29年11月22日

㈱イージステクノロジー
ズ

沼津市 ソフトウェア業
極小記録計を活用したIT技術の高度化による道
路情報のリアルタイム測定技術の開発

平成29年11月22日

菊池皓（菊池自動車鈑金
塗装）

富士市 自動車整備業
介護者の負担を軽減する車椅子用操作レバー補
助具の開発

平成29年11月22日

㈱財商 富士市 医薬品・化粧品等卸売業
次亜塩素酸ナトリウム希塩酸を用いた除菌・消
臭水の製造・販売

平成29年11月22日

神戸與四郎（神戸醤油
店）

富士市 その他の飲食料品小売業
顧客が熟成を楽しむオリジナル仕込み味噌の製
造・販売

平成29年11月22日

岡崎ウレタン㈱ 富士市
発泡・強化プラスチック
製品製造業

ウレタン素材を活用した「高反発インソール」
の開発・販売

平成29年11月22日

髙田昇（タカダシステム
ズ）

富士市 ソフトウェア業
クラウド型犬・猫ドック健康検査システムの開
発・販売

平成29年11月22日

㈲大原工業所 三島市 金属素形材製品製造業
高品質溶接技術の確立による受注案件増加と技
術継承

平成29年11月22日

伊豆技研工業㈱ 三島市 電子回路製造業
シミュレーション機能を活用した、工場の生産
工程お知らせサービスの開発

平成29年11月22日

㈱ミツムロ 富士宮市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

箱型軽車両の後部ドア用取付バーの製作コスト
を改善する加工方法の開発

平成29年11月22日

秋山マイケル佐吉（イー
グルマインド）

御殿場市 写真業
将来的なブライダルムービー等への再加工にも
対応するデジタルフォトアルバム制作サービス
の開発

平成29年11月22日

㈱後藤電装 御殿場市 電線・ケーブル製造業
加工品質及び安全性の担保を目的とした専用治
具の開発による身体障害者を活用したハーネス
加工体制の構築

平成29年11月22日

㈱アオイ 御殿場市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

大物部品向け金属粉末射出成形（ＭＩＭ）技術
の開発

平成29年11月22日

㈲多美咲 駿東郡長泉町 がん具・運動用具製造業
社交ダンス用ヘアアイテムの高効率・高品質生
産を目的としたトムソン型式プレス加工機の開
発

平成29年11月22日

㈱いずみ 駿東郡長泉町
一般乗用旅客自動車運送
業

福祉観光における、景観に配慮した新たな搬送
サービスの展開

平成29年11月22日

平成29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

鈴木晒整理㈱ 浜松市中区 染色整理業
天然繊維への新たな防シワ加工技術の開発と新
規販路の開拓

平成29年12月8日

㈱新日本創研 浜松市北区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

レース部品・航空機部品生産用インバー合金金
型の高精度加工を実現する生産体制の構築

平成29年12月8日

公表同意分42件（承認件数全45件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱スズトヨ 袋井市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

発泡スチロールの特性を活かした自由度が高い
丸みのあるミニハウスの開発と販売

平成29年12月8日

小池裕介（アントルポ） 袋井市 理容業
「てこ」の原理で固定するアウトドア用具兼家
具の開発と販売

平成29年12月8日

㈱イクト 袋井市 電気工事業
農業経営のアライアンス展開による高付加価値
化

平成29年12月8日

今泉智裕（粋鳳） 周智郡森町
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

祭典用屋台のデザインを取り入れた木製行燈の
開発と販売

平成29年12月8日

㈱エヌケイスリー 静岡市葵区 他に分類されない製造業
ＵＶ硬化型インクジェットプリンタを使用した
オリジナルグラフィックの刷りガラス調飛散防
止フィルムの製造・販売

平成29年12月8日

㈱シーズプロジェクト 静岡市駿河区
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス業

操縦可能な無人航空機用の緊急パラシュートの
開発

平成29年12月8日

㈱深澤自動車修理工場 静岡市清水区 自動車整備業 マイクロバスの４輪駆動化 平成29年12月8日

㈱サンオーネスト 沼津市 畜産食料品製造業
カップが自転公転するノンブレードミキサーで
提供するオーダーアイスの移動販売と拡販

平成29年12月8日

㈱小林園 富士市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

地域資源の活用に特徴を持った、数寄屋での喫
茶の商品提供の事業化

平成29年12月8日

㈱イナダプランニング 富士宮市 木造建築工事業
介護用品等への「アジャストサービス」実現に
よる要介護者向け住宅等のリフォームの推進

平成29年12月8日

㈲仲原商事 伊豆市 パン・菓子製造業
いちごの減圧乾燥パウダーを使用することで、
いちご本来の味や香りが楽しめるソフトサブレ
の開発・販売

平成29年12月8日

Ｈｏｔ Ｓｐｒｉｎｇｓ
㈱

駿東郡長泉町 その他の娯楽業
組織の柔軟な対応と迅速な意思決定・情報共有
を可能にする、元自衛官によるチームビルディ
ング研修の提供

平成29年12月8日

Ｈｏｔ Ｓｐｒｉｎｇｓ
㈱

駿東郡長泉町 その他の娯楽業
装着するだけで模型銃を光線銃にカスタマイズ
でき、より手軽かつ安全に遊べ、ゲームや研修
での活用の幅を広げる装着具の開発・販売

平成29年12月8日

鈴木啓立（かどやそば
店）

浜松市中区 そば・うどん店
韃靼蕎麦蜜とこれを使用したヘルス＆ビュー
ティー志向スイーツメニューの開発・販売

平成29年12月21日

幸和ハウジング㈱ 浜松市東区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

天竜材を使用した木製杭による地盤改良工法の
開発

平成29年12月21日

イケヤ工業㈱ 浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業
上下に自動揺動する機能を備えた釣竿保持ユ
ニットの開発・販売

平成29年12月21日

名倉偉能（ＮＢＣ整体
院）

菊川市 療術業
リズムの要素を取り入れ、ＳＰＯＲＴＳ×ＤＡ
ＮＣＥを融合させたトレーニングを行う発育サ
ポート施設の開設

平成29年12月21日

㈱マルマ 御前崎市
その他の窯業・土石製品
製造業

環境配慮型鋳造用砂の増産と配合作業の自動化 平成29年12月21日

㈱おさだ製茶 周智郡森町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

茶葉の産地を限定した海外向け有機抹茶の開発
及び販売

平成29年12月21日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱沙羅 周智郡森町
産業用電気機械器具製造
業

高濃度ＶＯＣ汚染の発見工法とオゾンによる新
浄化システムの開発及び販売

平成29年12月21日

㈱左京 静岡市葵区 がん具・運動用具製造業
雛人形の素材と製造技術を生かす現代風ファッ
ション雑貨ブランド「ｃｏｃｃａｌａ（コッカ
ラ）」の展開

平成29年12月21日

間宮貴志（Ｔｏｘｉｃ
Ｗｏｒｋｓ）

静岡市葵区 自転車小売業
Ｍａｄｅ ｉｎ 静岡の自転車専用シューズの開
発・販売

平成29年12月21日

大和紙工㈱ 静岡市駿河区 加工紙製造業
段ボール箱製造に 適化した、標準化と生産性
向上を可能とする生産管理システムの構築

平成29年12月21日

㈲やましち 静岡市清水区 すし店
訪日外国人が和の文化にふれ、楽しみながら過
ごしてもらうためのムスリム対応和食提供体制
の構築

平成29年12月21日

㈱ＷＦＢ 静岡市清水区 老人福祉・介護事業
車いす利用者が介助者と利用できる移動組立式
フィッティングルームを用いた、介護施設向け
介護用衣類の訪問販売への参入

平成29年12月21日

㈱寺田製作所 島田市
生活関連産業用機械製造
業

紅茶製造ライン全自動・ＦＡ化を前提とした、
連続式紅茶発酵機の開発

平成29年12月21日

渡邉潤（であい農園） 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

ステンレス製臼を使った抹茶製造 平成29年12月21日

マルニうなぎ加工㈱ 榛原郡吉田町 水産食料品製造業
イラコアナゴの蒲焼きの生産工程改善による品
質と生産性の向上

平成29年12月21日

㈱望月庭園 富士市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

ドローン空撮による三次元測量データの提供 平成29年12月21日

㈱にいや 富士市 他に分類されない卸売業
ドローン撮影技術と擬人化キャラクターの組み
合わせによるハイブリッド動画作成の広告宣伝
サービス

平成29年12月21日

明産㈱ 富士市

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

３台のセンサーヘッドシステムを持つ、非接触
式ウェブ厚さ測定システムの開発

平成29年12月21日

羽畑建設㈱ 三島市 木造建築工事業
併設する製材工場から建築部材をセレクトする
木造住宅の新たな受注方法の確立

平成29年12月21日

㈲まかいの牧場 富士宮市 畜産食料品製造業
静岡県産みかん・はちみつを使用したエコでヘ
ルシーな無脂肪ドリンクタイプヨーグルトの開
発

平成29年12月21日

㈱ミツムロ 富士宮市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

ベンダー加工による長方形ステンレス製角パイ
プの水栓金具の製作・販売

平成29年12月21日

㈱水谷石材 伊豆市
石工・れんが・タイル・
ブロック工事業

墓石撤去費の無償化を実現した墓地レンタル
サービス事業の展開

平成29年12月21日

高橋鉄兵（伊豆下田高橋
養蜂）

下田市 畜産農業 下田産の蜂蜜を使った石鹸の開発・販売 平成29年12月21日

㈲多美咲 駿東郡長泉町 がん具・運動用具製造業
足とシューズを同時に固定することで、シュー
ズのフィット感を高めた社交ダンス用シューズ
バンドの開発・販売

平成29年12月21日

㈱盛光化学 駿東郡長泉町
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除
く）

新型乾燥機導入による環境配慮型経営 平成29年12月21日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈲かわづの里 賀茂郡河津町 旅館，ホテル
新玉ねぎの甘味や柔らかい食感を引き立たせた
丸ごと煮込みスープの開発・販売

平成29年12月21日

植田俊司（ＨＡＰＰＹ
ＭＯＮＳＴＥＲ）

賀茂郡河津町 写真業
自然光を利用し、子どもの自然な表情を撮影す
るサービスの提供

平成29年12月21日

平成30年1月の経営革新計画承認一覧

㈱ミズタニ 浜松市東区
外衣・シャツ製造業（和
式を除く）

通所介護施設利用者と施設職員に向けた送迎時
用雨具の開発・販売

平成30年1月25日

㈲太陽自動車 浜松市東区 自動車小売業 ライフスタイル提案型の中古自動車の販売 平成30年1月25日

㈱サインクリエイト 浜松市南区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

10年間メンテナンスフリーの避難誘導灯の事業
化

平成30年1月25日

㈱ＥＥＣＯ 浜松市浜北区 食料・飲料卸売業
３坪オーガニックカフェの開発と出店システム
の構築

平成30年1月25日

日置正（ヤマザキショッ
プリカーズひおき店）

浜松市天竜区 その他の飲食料品小売業
春野町の生産農家と連携したマルシェ開催およ
び土産物の開発・販売

平成30年1月25日

電化工業㈱ 磐田市
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除
く）

調色技術のデータベース化によるカラーアルマ
イト加工技術の確立

平成30年1月25日

芝原工業㈱ 磐田市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

板金業者のファイバーレーザー溶接システム導
入におけるコーディネート事業の構築と実施

平成30年1月25日

㈱アドビック 磐田市 金属加工機械製造業
省電力・高出力モーターの改良による風の直進
性・静音性の向上

平成30年1月25日

協同組合ＡＱＵＥＳ 静岡市葵区
事業協同組合（他に分類
されないもの）

鉄イオンを活用した農作物生育助長装置の研究
開発

平成30年1月25日

㈲清俊企画 静岡市駿河区 旅館，ホテル
“静岡ざんまい”の徹底と、ミニホームキッチ
ン設置で実現する次世代インバウンド対応ホテ
ルのサービス拡充

平成30年1月25日

㈱ハル・インダストリ 静岡市駿河区 その他の化学工業
エアシャワーの機構を利用したシャワー型消臭
機の商品化

平成30年1月25日

㈱ラジカルラボ 静岡市駿河区 他に分類されない製造業
保存性を高めた安心安全な除菌・消臭剤による
販売促進

平成30年1月25日

すまい工房㈲三ツ井工務
店

静岡市清水区 木造建築工事業
愛着ある施主生家(伝統構法古民家）を解体した
古材で、リフォームと新築を融合させた古民家
風注文住宅の開発

平成30年1月25日

㈱トマト 静岡市清水区 他に分類されない製造業
電動昇降式トイレ用リフト「トイレベッド　さ
つき」の開発・販売

平成30年1月25日

滝井健治（大井川事務
機）

焼津市 書籍・文房具小売業
小規模事業者に特化したホームページ再活用支
援サービスの提供

平成30年1月25日

ティアラ㈱ 焼津市 一般土木建築工事業
住宅建築の見込み顧客向けの営業ツールとして
のタブレット機器貸出の事業化

平成30年1月25日

㈱松田商店 藤枝市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

静岡を手軽に感じられるティーバッグ「かの
ちゃ」の開発・販売

平成30年1月25日

公表同意分38件（承認件数全39件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

中村貞一郎（鍋島ハマナ
ス園）

島田市 耕種農業
栽培からドライ加工まで自社で行う完全国内生
産のハマナスの花びらと実の通年販売体制の確
立

平成30年1月25日

㈱茶問屋川村翠香園 牧之原市 食料・飲料卸売業
焙煎技術と混合技術の活用による”焙煎香を有
する抹茶粉末茶”の開発と販売

平成30年1月25日

㈱静岡プラント 榛原郡吉田町
生活関連産業用機械製造
業

粉末茶の輸出に適した粉砕殺菌装置の開発と販
売

平成30年1月25日

㈱Ｍ'ｓ ＰＬＡＮＮＩＮ
Ｇ

沼津市 療術業
「健康経営」をサポートする体力健康診断サー
ビス等の開発・提供

平成30年1月25日

秋元邦博（高邦精機） 沼津市 金属加工機械製造業
酸化腐食に強い箸置きと形状が変幻自在なすず
皿を組み合わせた金属食器セットの開発・販売

平成30年1月25日

ルイ㈲ 沼津市 婦人・子供服小売業
様々な場面に合うワンタッチポケットチーフを
組み合わせたオーダースーツの販売

平成30年1月25日

橘水産㈱ 沼津市 水産食料品製造業
駿河湾の未利用魚を使用した知的発見提供型干
物専門店の経営

平成30年1月25日

㈱ミカコーポレーション 沼津市 水産食料品製造業
無添加の削り粉「おだしカクテル」を発展させ
た、野菜パウダーの開発・販売

平成30年1月25日

㈱エルシャート 富士市 広告業
規格外さのうみかんを活用した、寿太郎みかん
入り「みかんアイスゼリー」の開発・販売

平成30年1月25日

㈱フジケンプラス 富士市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

自動回転式レベルカートの開発と販売 平成30年1月25日

ファームアシスト㈱ 富士市
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

40ＦＴコンテナにソーラーパネル及び蓄電シス
テムを設備したキノコ栽培コンテナの開発

平成30年1月25日

㈱マツダ 富士市 金属素形材製品製造業
精密部材や極薄板に対応できる、微細溶接の工
法確立

平成30年1月25日

富士里和製紙㈱ 富士市 紙製造業
買い物弱者に配慮した持ち運びやすいトイレッ
トペーパーのパッケージ開発

平成30年1月25日

㈱コヤマ・ミライエ 富士市 自動車小売業
ガソリンスタンドの再生に繋げる自動車買取店
のＦＣ展開

平成30年1月25日

クリーンライフ㈱ 三島市 建物サービス業
幼児の昼寝環境を整える害虫駆除サービスの提
供

平成30年1月25日

㈱もちのき 富士宮市 パン・菓子製造業
自分好みのトッピングによりオリジナルどら焼
きを作ることができる「どらパーティーセッ
ト」の開発・販売

平成30年1月25日

㈱モスファーム 富士宮市 耕種農業
一年中常緑でメンテナンスの楽な、高級杉苔
「雅苔（みやびごけ）」の開発と生産販売

平成30年1月25日

㈲佐藤商会 富士宮市 自動車整備業
チューニングカーレンタル及びテクニック講習
を通じての自社パーツの販路拡大

平成30年1月25日

㈱オギ 富士宮市 金属素形材製品製造業
異形曲げ加工時の不良品減少、品質確保と歩留
向上を図るための作業工程の確立

平成30年1月25日

㈱エフ・シー・エス 富士宮市
情報処理・提供サービス
業

『富士山南麓まるごとＥＣ』（電子商取引・
ネットショップ）を使ったサービスの展開

平成30年1月25日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

酪農王国㈱ 田方郡函南町 畜産食料品製造業
丹那牛乳で作る生クリームを使ったハーブ入り
ホイップドバターの開発と販売

平成30年1月25日

平成30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

店舗開発システム㈲ 浜松市東区 他に分類されない小売業
破産管財人・成年後見人向け物件整理・解体等
の総合補助業務の見える化

平成30年2月16日

㈱正明堂 浜松市東区 野菜・果実小売業
外国人向けの静岡県産高級果実試食会および生
産者ミニツアーの事業展開

平成30年2月16日

㈱四季彩堂 浜松市東区 他に分類されない小売業
遠州綿紬を活用した新たなコーディネート小
物・生活雑貨等の商品ラインナップ開発

平成30年2月16日

アツミ工業㈱ 浜松市西区 自動車・同附属品製造業
海や湖の水温・水流・プランクトン量等の配信
システム開発及び情報提供サービス事業

平成30年2月16日

三ヶ日製菓㈲ 浜松市北区 パン・菓子製造業
家庭向けにレシピを工夫した「みかん大福」手
作り体験サービスの企画・提供

平成30年2月16日

松浦計量器㈱ 浜松市北区

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

ＪＣＳＳ認定校正事業等を活かした付加価値の
高い特定計量器の検定・検査業務の確立

平成30年2月16日

㈱町田設計 浜松市浜北区 土木建築サービス業
再生可能エネルギー事業着工までの期間の短縮
が可能な設計・測量の仕組みの導入

平成30年2月16日

遠州スプリング㈲ 磐田市 その他の金属製品製造業
バネに審美性を持たせたインテリア雑貨の開
発・販売

平成30年2月16日

㈱ロジパック 磐田市

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

路車間通信を利用した中小規模交差点向け衝突
防止システムの開発・販売

平成30年2月16日

㈲福田織物 掛川市 織物業
織機から直接織り出されるリラックスウェアの
開発と販売

平成30年2月16日

田中昭裕（たなか整骨
院）

掛川市 療術業
顧客の足型やゆがみに応じてパーツを選定・成
形するオーダーメイドインソールの開発と販売

平成30年2月16日

㈱落合製作所 菊川市
生活関連産業用機械製造
業

加熱した水蒸気による殺菌機能を付加した新た
な乾燥機の開発・販売

平成30年2月16日

㈱応用技術研究所 湖西市 機械設計業
金属加工技術を活用したメタルジュエリー等の
開発、製造及び販売

平成30年2月16日

三遠煙火㈱ 湖西市 他に分類されない製造業
市場ニーズに対応した新たな煙火製品・打上技
術の研究・開発

平成30年2月16日

㈱ユニバーサル総研 静岡市葵区 不動産代理業・仲介業
空き家対策を近隣住民に対して展開するビジネ
ス方法の確立

平成30年2月16日

丸山慎也（フランクリ
ン）

静岡市葵区 専門料理店
世界各国の腸詰文化を再現した手作り無添加の
「世界のソーセージ」シリーズの開発と販売

平成30年2月16日

公表同意分46件（承認件数全51件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈲タケシタオート 静岡市葵区 自動車小売業
小型クラシックカー等が入る貸コンテナ「レン
タルガレージ」の事業化

平成30年2月16日

㈲谷口工芸 静岡市駿河区 家具製造業
アキレス腱やふくらはぎの筋肉を伸ばす木製ス
トレッチボード「ＷＡＢＯ（ウェイボ）」の開
発と販路開拓

平成30年2月16日

㈱ジャクソン 静岡市駿河区 他に分類されない製造業
どのルアーよりも飛距離が出せるタングステン
製ルアーの開発・製造・販売

平成30年2月16日

㈲関本家具装芸 静岡市駿河区 家具製造業
家具が自由に使えるクリエイティブレンタルス
ペース事業の展開

平成30年2月16日

㈲コバヤシ 静岡市駿河区 書籍・文房具小売業
静岡市の地場産業を活かしたペン類の製作・販
売

平成30年2月16日

大井建設㈱ 島田市 一般土木建築工事業
有害物質の流出を防ぐ地盤改良工法の展開によ
る環境保全への貢献

平成30年2月16日

和茶倶楽部㈱ 島田市 その他の飲食料品小売業
お祝い事に特化したティーバッグ茶「ＨＡＲＥ
ＮＯＨＩ」の開発及び販売

平成30年2月16日

東海特殊洗業㈱ 島田市 洗濯業
介護施設等での私物クリーニングに対応する特
殊乾燥機の開発とサービスの事業化

平成30年2月16日

カネ松製茶㈱ 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

インドネシアに特化した緑茶の海外事業展開 平成30年2月16日

小森輝代（フルールオオ
トミ）

沼津市 他に分類されない小売業
顧客のニーズや星座に応じて香りと色を組み合
わせたギフト用花束の開発・販売

平成30年2月16日

㈲コスモ電気 沼津市
他に分類されない生活関
連サービス業

犬の幼稚園における自宅での歯磨きケア習得
サービスの展開

平成30年2月16日

㈱アルカンシェル 沼津市 他に分類されない小売業
“ＵＭＡＭＩ”を手軽に味わえ、土産にもでき
る『うまみクッキー』の開発・販売

平成30年2月16日

㈱ｉＳＥＥＤ 沼津市
通信機械器具・同関連機
械器具製造業

高齢者施設の業務効率化を支援するICTソリュー
ションシステムの開発及び販売

平成30年2月16日

㈱ニチワ 沼津市 他に分類されない製造業
ネットショッピング向けの空気圧を利用した梱
包資材の開発・製造

平成30年2月16日

㈲ＺＥＸ 富士市

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

小型冷凍機を使用した省スペース用エアコン商
品の開発・製造・販売

平成30年2月16日

㈲ナチュラルスウィート
カンパニー

富士市 その他の飲食店
愛犬の宿泊状況をリアルタイムで提供するドッ
グホテルサービスの展開

平成30年2月16日

㈱ビズホープ 三島市 その他の専門サービス業
海外スタディプログラムと現地化支援を組み合
わせたビジネスマッチング支援事業の展開

平成30年2月16日

㈱結屋 三島市 その他の専門サービス業
オンラインとオフラインを融合した一貫型人材
マッチングサービスの開発と提供

平成30年2月16日

㈱三静工業 三島市 非鉄金属素形材製造業
ＥＶに使用される「ヒーターボックス」の量産
化に対応できる体制の構築

平成30年2月16日

㈱ビューティー岡本 富士宮市 美容業
日本の古典美容文化を伝える「稽古道」の事業
展開

平成30年2月16日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

原貴志（オートステップ
ＨＡＲＡ）

富士宮市 自動車整備業
家族で楽しむことができる車輌塗装及び整備体
験プランの企画・実施

平成30年2月16日

クリーンクリエイティブ
㈱

富士宮市 洗濯業
生産管理システムのＩＴ化による生産性・利益
率向上と働き方改革の推進

平成30年2月16日

エヌビーシー㈱ 富士宮市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

バリアフリータイプの大型エックスティングド
アの開発・販売

平成30年2月16日

清原克巳（Ｒｅａｌｉｚ
ｅ）

御殿場市
その他の輸送用機械器具
製造業

ホイルの中空化や部材の接着方法を工夫するこ
とで、軽量化を追求した競技用自転車フロント
ホイルの開発・販売

平成30年2月16日

㈱ビートセンシング 駿東郡清水町
産業用電気機械器具製造
業

光ファイバー式液中測定プローブの開発・販売 平成30年2月16日

林三樹（Ｋａｎｄｙ Ｃ
ａfé）

駿東郡長泉町
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

スーパーフードを使用した女性向けハンバーグ
商品の開発・提供

平成30年2月16日

相原一雄（ｓ-Ｌｉｖｅ
しずおか函南校）

田方郡函南町 学習塾
WEB会議室を活用した双方向授業及びコーチング
カリキュラムの提供

平成30年2月16日

松村忠之（ととや）
賀茂郡西伊豆
町

すし店
地域内唯一の女性寿司職人の感性を活かし、海
鮮素材の調理法を工夫した新商品「寿司ケー
キ」の開発・販売

平成30年2月16日

㈱ササキアロエ
賀茂郡西伊豆
町

その他の食料品製造業
キダチアロエの風味が楽しめるようアロエ配合
量等を工夫した新たなラーメン商品の開発・販
売

平成30年2月16日

鈴木茂孝（とんび農園） 賀茂郡松崎町
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

耕作放棄地で栽培された「伊豆松崎レモングラ
ス」の商品化と販路開拓

平成30年2月16日

平成30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

イスヤ工芸㈱ 浜松市中区 家具製造業
抗インフルエンザウイルス、抗アレルゲン椅子
の開発・販売

平成30年3月5日

Ｊ-ｗｉｒｅ㈱ 浜松市中区
インターネット附随サー
ビス業

アマゾン分析データベースの構築 平成30年3月5日

㈱村木武道具 浜松市中区
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

在住外国人・インバウンド向け剣道体験プログ
ラムの開発・提供

平成30年3月5日

プロダクトリング㈱ 浜松市西区 その他の専門サービス業
新の全液晶パネル自動販売機による静岡県産

品を使った加工食品の海外販売
平成30年3月5日

㈱アイファーム 浜松市南区 耕種農業
歩留りが高いフルオーダーブロッコリーの生産
体制構築と販売

平成30年3月5日

鈴木寿枝（アニマル
ファーム）

浜松市北区 他に分類されない卸売業
同週齢の子犬を集めて性格形成を促す育成サー
ビスの提供

平成30年3月5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

顧客が文字組みを自由に行える配線不要のオン
フックサインシステムの開発、販売

平成30年3月5日

㈱都田建設 浜松市北区 木造建築工事業
強度のある純白漆の開発と、世界市場に向けた
木の食器ブランドの立ち上げ

平成30年3月5日

公表同意分186件（承認件数全202件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

仲山貴金属鍍金㈱ 浜松市北区 その他の金属製品製造業 高精度超撥液性めっき電鋳ノズルの製品開発 平成30年3月5日

㈲高柳ウィービング 浜松市浜北区 織物業
静岡県産茶葉のみを使ったお茶で染めた遠州織
物生地「茶遠」の開発と販売

平成30年3月5日

㈱エヌエー 浜松市浜北区 電子部品製造業
フロートスイッチ部品の加工方法変更、溶着工
程の機械化による価格競争力強化

平成30年3月5日

㈲栄醤油醸造 掛川市 調味料製造業
厳選した自然農法の原料と木桶を使った天然醸
造による「天然菌のたまり醤油」の開発と販売

平成30年3月5日

㈲イトー総合浄水設備 掛川市
サービス用・娯楽用機械
器具製造業

水道引込み式の逆浸透膜内蔵ウォーターサー
バーの開発と販売

平成30年3月5日

㈱山英 掛川市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

後発酵茶「山英発酵茶」商品の開発・販売 平成30年3月5日

㈱冨士ネーム 菊川市 印刷業
革新的な深絞りフィルム・インサート加飾部品
の製造技術開発

平成30年3月5日

米澤製作㈱ 湖西市 金属加工機械製造業
鉄道車両用アルミ溶接部品の受注と新規顧客の
開拓

平成30年3月5日

㈱Ｈａｐｐｙ　Ｑｕａｌ
ｉｔｙ

袋井市 農畜産物・水産物卸売業
高濃度リコピン含有トマトの開発とブランド展
開

平成30年3月5日

㈱プロダックス 袋井市 金属素形材製品製造業
車種・型番毎に製作するトラックやバン内装の
多品種展開と生産体制の構築

平成30年3月5日

伊藤修司（アイズ・ファ
クトリー）

袋井市 他に分類されない製造業
雨のお祭りで大切な弓張提灯を守る「ちょうち
んかっぱ」の開発と販売

平成30年3月5日

㈱サワイリエンジニアリ
ング

御前崎市 金属加工機械製造業
対話型で操作が容易な３Ｄ－ＣＡＤ風のアルミ
押し出し材加工用プログラミングソフトの開発

平成30年3月5日

㈱石川園 周智郡森町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

水素パウダーを配合した新たな粉末緑茶の開発
と販路開拓

平成30年3月5日

㈲鈴精機 周智郡森町
その他の生産用機械・同
部分品製造業

低速高送り加工によるゴム金型製造体制の確立 平成30年3月5日

㈱インデックス 静岡市葵区 映像情報制作・配給業
複数デザイナーによるウェディングドレス＆
スーツのオーダーシステム構築

平成30年3月5日

㈲サイズ 静岡市駿河区 床・内装工事業
立体彫刻と磁石接合で構成する静岡県産材木製
パズルの開発

平成30年3月5日

㈲関本家具装芸 静岡市駿河区 家具製造業
家具の製造過程で生じる端材で作る「ぱんみみ
プロジェクト」商品の開発・販売

平成30年3月5日

シンテック㈱ 静岡市清水区
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

橋梁用伸縮装置用ジョイント製造の平準化と増
産について

平成30年3月5日

ＣＯＳＭＩＣ　ＴＲＡＤ
ＩＮＧ㈱

静岡市清水区
機械器具小売業(自動車,
自転車を除く)

微弱電波によりワイヤレス化を実現した同時通
話可能の片耳挿入型イヤーセットの開発

平成30年3月5日

㈱ｉｋｅｇａｙａ 焼津市 塗装工事業
顧客が求める衛生基準を満たす防カビコンサル
ティング事業の展開

平成30年3月5日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

奥野全史（Ｏｎｅ　Ｌｅ
ａｆ）

焼津市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

スマートフォンで光量や温度、漏水等の管理が
できる、植物工場向け生産管理システムの開発
と販売

平成30年3月5日

㈱江永化成 焼津市
その他のプラスチック製
品製造業

通気性が良く、エチレンガスの蓄積を抑える果
物運搬用包装材の開発と販売

平成30年3月5日

山中缶詰㈱ 焼津市 清涼飲料製造業
県内有名蔵元との連携による純米大吟醸の酒粕
を用いた「蔵のあまざけ」の開発

平成30年3月5日

㈲はなまる 焼津市 他に分類されない卸売業 生餌を混ぜ込んだ新型ワームの開発と販売 平成30年3月5日

吉井弘志（弘文堂） 焼津市 書籍・文房具小売業
イラスト教室を基軸としたサブカルチャー啓発
事業

平成30年3月5日

フルカワクリエイト㈱ 藤枝市 一般土木建築工事業
GNSS測位と、自動追尾トータルステーション測
位を組み合わせた施工管理システムの開発

平成30年3月5日

㈲丸東製茶 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

製茶工場内の茶葉運搬システムの開発による生
産性向上

平成30年3月5日

西泉中国楽器販売（同） 牧之原市 他に分類されない卸売業
輸出前の検品から始まる楽器個体管理体制の構
築による中国伝統楽器の販売とメンテナンス
サービスの提供

平成30年3月5日

㈲静岡木工 榛原郡吉田町 宗教用具製造業
住宅の壁に取り付け可能な、若者向けの神棚の
開発と販売

平成30年3月5日

㈲サンディオス 沼津市 デザイン業
セミナー・養成講座・研究会を組み合わせた広
報プロデュース学校の運営

平成30年3月5日

橘水産㈱ 沼津市 水産食料品製造業
金目鯛を使用したフリーズドライ形式の鍋製品
の開発と販売

平成30年3月5日

仲川浩三（Ｋ’ｓ　Ｄｒ
ｅａｍ）

沼津市 床・内装工事業
店舗看板や自動車内装等に使用可能な塩化ビ
ニールレザー製立体表示プレート板の開発・販
売

平成30年3月5日

竹島弘司（ＭＵＳＩＣ
ＬＡ　ＦＥＳＴＡ）

沼津市 教養・技能教授業
講師によるアンサンブルコンサート開催等によ
り、中学進学時の退会防止と小学生以下の入会
促進につなげる事業の展開

平成30年3月5日

竹島弘司（ＭＵＳＩＣ
ＬＡ　ＦＥＳＴＡ）

沼津市 教養・技能教授業
音楽教室の枠にとらわれず、地域や会員の要望
に応じた講座等の開発・提供

平成30年3月5日

㈲杉山スタジオ 富士市 写真業
お宝なんでも出張撮影サービス「スギロケ」の
提供

平成30年3月5日

㈱クボタ 富士市 建築リフォーム工事業
リフォーム工事における床材はがし専門サービ
スの提供と販路拡大

平成30年3月5日

信興バス㈱ 富士市
一般貸切旅客自動車運送
業

富士市の観光資源を巡る着地型観光バスツアー
事業の展開

平成30年3月5日

秀栄商会㈱ 富士市 一般土木建築工事業
ナンタケットバスケットの作製に用いる「工芸
品用型伸縮支持装置」の開発及び販売

平成30年3月5日

未来㈱ 富士市 貸家業，貸間業
収穫後５時間以内の野菜販売および白茄子や
ビーツ等を使った商品の開発・販売

平成30年3月5日

㈱三誠 富士市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

金属加工技術を応用した、丸物の樹脂精密加工
への事業展開

平成30年3月5日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

石渡食品㈲ 三島市 パン・菓子製造業
保存期間の長いノンアレルゲンパンの開発と販
売

平成30年3月5日

丸善工業㈱ 三島市
建設機械・鉱山機械製造
業

油圧式ロングリーチチェーンソーの開発・販売 平成30年3月5日

豊富士商事㈱ 裾野市 一般廃棄物処理業
廃プラスチックを原料とした軽油生成による再
資源化への取組み

平成30年3月5日

富士パック㈱ 富士宮市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

プリント画像や袋の形を自由にカスタマイズで
きる紙バックの開発と販売

平成30年3月5日

井上機工㈱ 富士宮市
民生用電気機械器具製造
業

扁平L型銅パイプ加工の手順・方法変更による品
質精度の向上

平成30年3月5日

㈱アイ・ケイ 富士宮市
民生用電気機械器具製造
業

回転軸のブレを防ぎ製品歩留を向上させるスピ
ニングマシンによる成形加工法の開発

平成30年3月5日

マ・メールプロジェ㈲ 伊豆の国市 専門料理店
わさびクリームの風味が楽しめるよう調理方法
等を工夫した新たなわさび漬けラーメンの開
発・販売

平成30年3月5日

イロハブリック（同） 伊東市 農畜産物・水産物卸売業
伊豆の天然温泉の不溶性成分（湯の花）と蜜蝋
を使用したクリームバームの開発と販売

平成30年3月5日

㈲鈴木重機 駿東郡清水町
土木工事業（舗装工事業
を除く）

土量のトレーサビリティサービスの確立による
生産性向上と販路開拓

平成30年3月5日

㈱コイケ 駿東郡清水町 家具・建具・畳小売業
カーテン着せ替えアプリによる仮想現実を活用
した実店舗販売の拡充

平成30年3月5日

㈱ファブリック 賀茂郡河津町 保険サービス業
河津桜酵母をパン種として活用した新たな「あ
んバタわさこ」商品の開発・販売

平成30年3月5日

㈱シャツカンマー 浜松市中区 他に分類されない小売業
飼い犬に安心して与えられる無添加天竜鹿ハー
ブジャーキーの開発及び販売

平成30年3月23日

㈱ホバリング 浜松市中区
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス業

緯度・経度計測ソフトの開発と空撮による建物
破損検査サービスの提供

平成30年3月23日

川端真由美（ｂｌｕｅｐ
ｌａｎｔｓ）

浜松市中区 その他の専門サービス業
食品製造業者の食品表示担当者教育およびHACCP
認証導入サービスの提供

平成30年3月23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

Ｊ字忍者フックの開発について 平成30年3月23日

青木三枝（是空デザイ
ン）

浜松市中区 広告制作業 SNS機能を搭載した親子の終活アプリの開発 平成30年3月23日

㈱ＡＺＵ 浜松市中区 広告業
アクティブシニア人材確保による、ポスティン
グビジネスの売上・利益の拡大

平成30年3月23日

知恵の輪㈲ 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

IoT時代にフィットしたセンサー専用ゲートウエ
イの開発と販売

平成30年3月23日

㈲米食角十 浜松市中区 その他の飲食料品小売業
遠州地域文化『投げ餅』の全国発信による販売
拡大

平成30年3月23日

榊美紀（ＫＩＫＯＲＩ
ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧ
Ｎ）

浜松市東区 美容業
地域の子育て支援に役立つコミュニティ情報提
供サロンの開設と事業展開

平成30年3月23日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱ＫＡＫＥＮ 浜松市東区 電気工事業
自動調光機能を搭載したカメラ付きソーラー外
灯の開発と販売

平成30年3月23日

㈱ソフトウェアプロダク
ツ

浜松市東区 ソフトウェア業
クラウド対応の環境測定分析パッケージソフト
の開発

平成30年3月23日

森亜美（Ｃｈｏｃｏｔ
ｔ）

浜松市西区 菓子・パン小売業
食べ歩きを可能とした、浜名湖産の海産物を具
材としたブイヤベースパイ等の開発及び販売

平成30年3月23日

㈱ＩＳＫ 浜松市西区 スポーツ施設提供業
電動（ＥＶ）カートの開発と全天候型屋内カー
ト場への展開

平成30年3月23日

杉山孝尚（杉山ナッツ） 浜松市西区 耕種農業
遠州小落花生の本格栽培で作るピーナッツバ
ターの生産と販売

平成30年3月23日

㈲ファームファクトリー 浜松市南区
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除
く）

イオンプレーティング法を用いたコーティング
処理の大型化対応技術の確立と製品化

平成30年3月23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

首の姿勢を維持するネックサポーターの開発・
販売

平成30年3月23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）

長尺・厚板に対応するオーダーメイド短納期建
築板金サービスの事業化

平成30年3月23日

㈲花のあがた 浜松市北区 他に分類されない小売業
連携事業先の業種特性に適応した花卉インテリ
ア商品の開発・販売

平成30年3月23日

三ヶ日製菓㈲ 浜松市北区 パン・菓子製造業
三ヶ日の希少特産品「大福寺納豆」を使用した
人形焼の開発・販売

平成30年3月23日

原田精機㈱ 浜松市北区 航空機・同附属品製造業
アマチュア無線バンドを使用し精密姿勢制御を
実現する超小型人工衛星の開発と運用

平成30年3月23日

日本農産㈱ 浜松市北区 耕種農業
有機低カフェイン紅茶と地元産フルーツを使っ
たフレーバーティの開発

平成30年3月23日

㈱和靴 浜松市北区 靴・履物小売業
顧客ニーズに合わせた靴のオーダーリペアの実
施

平成30年3月23日

㈱出版のススメ研究会 浜松市北区 製本業，印刷物加工業
阿多古和紙を使用した長耐久体験型小ロット本
の製作

平成30年3月23日

エンテック㈲ 浜松市北区 食料・飲料卸売業
中山間地向け仲介システムを用いた浄化槽保守
点検事業

平成30年3月23日

㈱新冷熱技研 浜松市浜北区 電気機械器具修理業
IoT・ICTを活用した各種冷熱機器の予知保全シ
ステム開発と遠隔監視サービスの提供

平成30年3月23日

石川春樹（石川製餡所） 浜松市浜北区 その他の食料品製造業
「浜北和菓子総選挙」による顧客参加型の和菓
子の製造・販売

平成30年3月23日

㈲田中シルク 浜松市浜北区 印刷業
厚物を含む楽器類等の印刷を一括受注できる連
携体制の構築

平成30年3月23日

神谷昭治（神谷加工所） 浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業
屋内転倒事故等の予防に役立てるオーダーメイ
ド家具カバーの開発と取付サービスの展開

平成30年3月23日

ＩＲＶＩＮＥ　ＨＥＦＩ
Ｎ

浜松市浜北区 教養・技能教授業
イギリス体験型英会話教室「Ｈａｍａｋｉｄｓ
Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｃｈｏｏｌ」の展開

平成30年3月23日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱サイエンテックス 浜松市浜北区
サービス用・娯楽用機械
器具製造業

アマチュア無線競技会に特化した次世代型無線
機の開発・販売

平成30年3月23日

鈴木康之（鈴木洋服店） 浜松市天竜区 男子服小売業
フォーマルからインフォーマルへのリメイクが
可能なフォーマルスーツ（タキシード）の開
発・販売

平成30年3月23日

㈱花桃の里 浜松市天竜区
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

花桃の実を使用した「花桃ジャム饅頭」の開
発・販売

平成30年3月23日

㈲伸明工業 浜松市天竜区
工業用プラスチック製品
製造業

樹脂素材の高品質・短納期な超精密微細加工を
実現する新たな生産方式の開発

平成30年3月23日

㈲静岡フスマ商会 磐田市 建具製造業
短納期かつ低価格なリフォームを実現する押入
れはめ込み式収納家具の開発・販売

平成30年3月23日

㈱発芽玄米 磐田市 その他の食料品製造業
静岡県産コシヒカリなどを原料とした発芽玄米
粉の開発及び販売

平成30年3月23日

㈲ソフト・ワ井メカ 磐田市 その他の金属製品製造業
治具製造における内面研削盤を用いた内面研磨
の高精度化と生産性向上の取組み

平成30年3月23日

㈱ヤマ鋲螺 磐田市 その他の金属製品製造業
医療・介護機器部品製造での難削材チタンの加
工精度向上と生産性向上の取組み

平成30年3月23日

㈱タニコー 磐田市 自動車・同附属品製造業
高硬度金型製造技術の確立と金型の知能化によ
るプレス加工精度向上及び生産性向上の取組み

平成30年3月23日

第一商事㈱ 磐田市 燃料小売業
ガソリン・ガス販売の顧客情報一元化による販
売促進策

平成30年3月23日

㈱リュウテック 磐田市 自動車・同附属品製造業
切粉発生を抑制する加工技術の開発による不良
率低減と生産性向上

平成30年3月23日

㈱スズテク 磐田市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

フレキシブル・トランスファーロボットの開発 平成30年3月23日

㈱流通サービス 菊川市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

電動遮光カーテンによる高品質な被せ茶の開発
と古民家を活用した販路開拓

平成30年3月23日

鈴木ウレタン工業㈱ 湖西市
発泡・強化プラスチック
製品製造業

ゴムスポンジの端材を活用した新素材による防
音材の開発と製造体制の確立

平成30年3月23日

㈱Ｕ－Ｆｉｔ 袋井市 広告業
顧客到達率100％のＰＲを企図した箸袋広告の企
画・提供

平成30年3月23日

㈱内田建設 袋井市 一般土木建築工事業
３次元化したＣＩＭデータを測量技術に活用す
る新たな施工管理サービスの開発

平成30年3月23日

トヨフジ技研㈱ 袋井市
一般産業用機械・装置製
造業

多品種小ロットのダンボール箱の成形に適した
「ランダム型製函機」の企画開発と販売

平成30年3月23日

㈱モア・リビング 袋井市 家具製造業 対面サービス能力を向上させる新テーブル 平成30年3月23日

㈱元気広場 静岡市葵区 老人福祉・介護事業
要介護者向けの認知症予防になる『元気ステッ
プマット』及び『元気ステッププログラム』の
開発及び普及

平成30年3月23日

㈱小野田 静岡市葵区 紙・紙製品卸売業
紙卸商の在庫機能・管理機能を活かした梱包部
門の事業展開

平成30年3月23日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱柴田石材工房 静岡市葵区 骨材・石工品等製造業
自宅等のみで完結するペット向け手元供養・エ
ンディングサービスの提供

平成30年3月23日

㈱スリーパンズ 静岡市葵区 他に分類されない卸売業
国内障害者支援にフェアトレード方式を導入し
た授産製品の企画販売

平成30年3月23日

㈱静岡リリース 静岡市葵区 広告制作業
子育てしやすい街づくりのための保護者コミュ
ニティ「はぴかるママ」事業の展開

平成30年3月23日

(株)Ｍｙｕ 静岡市葵区 自動車小売業
車両遠隔制御システムを取り入れる車両販売
サービスの展開

平成30年3月23日

西沢漆塗料(株) 静岡市葵区 建築材料卸売業
室内壁をこだわりのカラーリングで、簡単・手
軽に塗装できる実践型ペイントレッスン事業へ
の取組み

平成30年3月23日

花澤啓太（mag design
labo.）

静岡市駿河区 デザイン業
遠州織物の技術を活かした、端切れが出ないワ
イシャツの開発・販売

平成30年3月23日

㈲Ｔ．Ｎ．Ｍ．ＩＮＴＥ
ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

静岡市駿河区
家具・建具・じゅう器等
卸売業

折り畳み収納でき、ブックスタンドとしても使
用可能な『経机』の企画・開発・販売

平成30年3月23日

エバーウォールジェー
ピートレーディング㈱

静岡市駿河区
油脂加工製品・石けん・
合成洗剤・界面活性剤・
塗料製造業

EU圏での基準に則した食用油の酸化防止器具の
商品開発と事業展開

平成30年3月23日

㈲遠藤製作所 静岡市駿河区
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

廃棄されていた木質系化粧合板端材を木口材と
するリサイクル活用への取組み

平成30年3月23日

㈲静岡洞江水産 静岡市駿河区 農畜産物・水産物卸売業
県内で獲れたまぐろの血合いを使ったポテト
チップスの開発・販売

平成30年3月23日

㈱第一クリエイティブ 静岡市駿河区
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

異なる工程間のサンプル原料を連続的に検証可
能なサンプルシート自動作製機の開発

平成30年3月23日

三浦実奈子（Ｓｅａｓｏ
ｎ ｏｆ Ｆｌｏｗｅｒ）

静岡市駿河区
装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業

ペットの遺品を使い、飼い主が自ら製作する
「メモリアルフラワー講座」の企画運営

平成30年3月23日

山梨晃義（やまみ屋） 静岡市清水区 菓子・パン小売業
小規模劇団向けの低負担な演出トータルサービ
スの開発と提供

平成30年3月23日

㈱平垣製作所 静岡市清水区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

肛門科メーカー向け手術機器（ストランゲ肛門
鏡等）の開発及び他科への製品展開

平成30年3月23日

㈱サンユー 静岡市清水区 金属加工機械製造業
設計・溶接・機械加工一体での受注によるロ
ボット・自動化装置等の新分野への進出

平成30年3月23日

ＣＯＳＭＩＣ　ＴＲＡＤ
ＩＮＧ㈱

静岡市清水区
機械器具小売業(自動車,
自転車を除く)

高性能で低価格な集音器の開発 平成30年3月23日

富士川工業㈱ 静岡市清水区 その他の金属製品製造業
ヘッドランプ製造過程の高品位加工と短時間化
方法の開発

平成30年3月23日

㈱アオキ溶接 静岡市清水区 金属加工機械製造業
鋼材および半製品の歪矯正のための大型プレス
機開発

平成30年3月23日

マーブ工業㈱ 静岡市清水区 非鉄金属素形材製造業
アルマイト加工処理における高効率洗浄システ
ムの確立

平成30年3月23日

片山衣料㈱ 静岡市清水区
外衣・シャツ製造業（和
式を除く）

ＤｔｏＣ機能による新たな販売網の構築 平成30年3月23日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

片山衣料㈱ 静岡市清水区
外衣・シャツ製造業（和
式を除く）

学生靴をはじめとした学生服関連商材の中小事
業者向けＰＢ投入モデルの開発

平成30年3月23日

新谷 琴美（蒲原屋） 静岡市清水区 その他の飲食料品小売業
乾物で作る和風ミックスナッツ『和ナッツ』の
開発

平成30年3月23日

㈱デュオ 焼津市 金属素形材製品製造業
北南米の魚種にローカライズされた海外向けル
アーの開発

平成30年3月23日

望月美佐（ｉ＆ｆａｒ
ｍ）

焼津市 耕種農業
女性向けの美容成分に着目した「温泉トマト」
の事業展開

平成30年3月23日

㈱カネヨシ水産 焼津市 水産食料品製造業
規格外、傷物を使用した「鰻の燻製」及び「肝
のアヒージョ」の開発と販売

平成30年3月23日

㈱石龍 焼津市
石工・れんが・タイル・
ブロック工事業

瓦素材を使ったこだわりデザインの墓の開発・
販売

平成30年3月23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

減圧程度と品温で乾燥を制御するマイクロ波減
圧乾燥機の開発と販路拡大

平成30年3月23日

田畑志津代（ＭＡＲＲ
Ｙ）

藤枝市
他に分類されない生活関
連サービス業

挙式と住宅取得の両立に悩むカップルへのアド
バイスサービスの開発と提供

平成30年3月23日

㈱サンルート 藤枝市 他に分類されない製造業
生きた微生物と活性のある酵素とミネラル溶液
を主成分とした新規土壌改良材の開発と販路開
拓事業の取組

平成30年3月23日

ｈｉｄｅ　ａｎｄ　ｓｅ
ｅｋ㈱

藤枝市 美容業 美容用テラヘルツフィルムの開発と販売 平成30年3月23日

共和成産㈱ 藤枝市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

テノーナー制御装置の導入による生産性向上 平成30年3月23日

宮下　良平 藤枝市 耕種農業
「芳香×食味×見た目」良しの高品質枝豆の生
産と超高鮮度な朝採り出荷体制の確立

平成30年3月23日

㈱松田商店 藤枝市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

茶商自慢の高級茶葉を利用したお茶どら焼きの
ＯＥＭ製造

平成30年3月23日

㈱エーピーアイ 島田市 印刷業
ＡＲ媒体のマーカーにボールペンアートを使用
した新商品の開発と販路拡大

平成30年3月23日

ＫＡＷＡＮＥ抹茶㈱ 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

川根産茶葉だけを使用した有機茶の国内外への
販売と生産工程の見直し

平成30年3月23日

仲田功（なかすぎ園） 島田市 その他の飲食料品小売業
お茶畑区画オーナー制度によるオリジナルデザ
インパックの提供

平成30年3月23日

㈱中部プログレス 島田市 金属素形材製品製造業
自動車部品製造技術と素材を使ったスポーツ
カーライクなバッグの開発と海外販売展開

平成30年3月23日

㈱ベルスター・スズキ 島田市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

ディスクレーザーハンディー溶接機の導入によ
る高効率・高精度・短納期で廉価な製品創りの
実現

平成30年3月23日

富士長㈱ 牧之原市 飼料・有機質肥料製造業
高付加価値作物用オーダーメイド土壌の提案型
販売体制の確立

平成30年3月23日

岩堀電設㈱ 牧之原市 電気工事業
一定期間で収穫できる苗植え型家庭用水耕栽培
装置及び専用苗の開発と提供

平成30年3月23日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

東海住宅㈱ 榛原郡吉田町 木造建築工事業
木材の締結方法を工夫することで、浸水等によ
る耐久性の低下を抑制する木製浴室ユニット等
の開発・販売

平成30年3月23日

増田敏子（行政書士あや
め事務所）

榛原郡吉田町 行政書士事務所
ドローンの新規申請および飛行ログ管理を容易
にするシステム開発と事業展開

平成30年3月23日

高嶋酒造㈱ 沼津市 酒類製造業 白麹を用いた完全無添加の純米酒造り 平成30年3月23日

㈱オフィスグルー 沼津市
インターネット附随サー
ビス業

耐久性の高い生地の選定や高強度の鯉口部材の
開発により、長期間の掲揚に対応した「ご当地
こいのぼり（ミニ）」の開発・販売

平成30年3月23日

㈱乾物市場 沼津市 水産食料品製造業
味付け方法を工夫した無添加の国産材料のみを
使用したお茶漬けの素の開発・販売

平成30年3月23日

リフレックステクノロ
ジーズ㈱

沼津市 ソフトウェア業
半導体製造装置のデータ収集システムソフトの
オフショア開発

平成30年3月23日

ＲｅＰｕＢｒｅｗ合同会
社

沼津市 酒類製造業
低コストのテイクアウトシステム（缶詰方法）
による、高品質クラフトビールの拡販

平成30年3月23日

㈲大田呉服店 沼津市 呉服・服地・寝具小売業
着物の世界と文化体験を提供する和カフェの経
営

平成30年3月23日

㈱日本ベルト工業 沼津市
一般産業用機械・装置製
造業

異物混入防止のためのスポンジ付コンベアベル
ト一体形成技術の確立

平成30年3月23日

花びぜん㈱ 富士市
管理，補助的経済活動を
行う事業所

スマートフォンに対応した生花入荷状況のリア
ルタイム発信サービスの提供

平成30年3月23日

㈲Fｕｊｉ　Ｈｉｇｈ 富士市 デザイン業
働く女性を輝かせるメイクアップＷＥＢ講習
サービスの提供

平成30年3月23日

㈲伊賀紙工 富士市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

再生紙管製造における能率的かつ正確な多品種
紙管切断方法の確立

平成30年3月23日

（同）ランドマークス
トーブ

富士市 一般土木建築工事業
「薪集め会」の組織づくりによる薪の提供サー
ビスの展開

平成30年3月23日

㈱山大園 富士市 その他の飲食料品小売業
富士市産の茶葉やフルーツを使用したジェラー
トの開発・販売

平成30年3月23日

古谷商事㈲ 富士市 紙・紙製品卸売業 パッケージを広告媒体化した家庭紙の事業展開 平成30年3月23日

阪野綾子（café akko） 三島市 専門料理店
海外でプレイするアスリートを対象とした、パ
フォーマンスを維持できるドライフードの提供

平成30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
訪日欧州人の観光需要創出を目的としたフラン
ス語圏向け静岡観光マップ「静」の発行

平成30年3月23日

㈱山本産業 三島市
工業用プラスチック製品
製造業

親子のコミュニケーションを図るお花の定期便
“プチ見守りはなや”事業の展開

平成30年3月23日

㈲クール 富士宮市 各種食料品小売業
ＣＡＳ冷凍による「おこたま」の冷凍食品セッ
トの開発と販売

平成30年3月23日

加藤鉄工㈱ 富士宮市 金属加工機械製造業
複数個の穴開け加工工程の改善によるコスト削
減と生産性向上

平成30年3月23日
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㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
Ｕ字型加工法による効率的で美しい直角折の化
粧箱製造体制の確立

平成30年3月23日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
ゆず特有の柑橘系の香りや酸味と、山廃酒の旨
味を両立させたゆず酒の生産・販売

平成30年3月23日

田代寿子（ひさこフラメ
ンコ）

御殿場市 教養・技能教授業
体に負荷がかからない男性向けスエロ教室の開
講と運営

平成30年3月23日

㈲勝又製茶 御殿場市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

碾茶の粉末を加工したお茶シートの開発と販売 平成30年3月23日

㈱東明 熱海市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

七尾たくあんの乳酸菌を生かした「ぬか床」の
開発と事業展開

平成30年3月23日

ニッカフーズ㈱ 伊豆の国市 その他の食料品製造業
解凍時の品質劣化を防ぐため、独自に生成した
増粘剤を含有した冷凍米粉麺の開発・販売

平成30年3月23日

大杉敏夫（雅祥園） 伊豆市 他に分類されない小売業
盆栽の持ち帰り（輸出）にも対応した外国人愛
好家向け盆栽体験サービスの構築

平成30年3月23日

石川智（ベーカリー＆酒
イーツカフェおはな）

伊豆市 菓子・パン小売業
適度な塩分やスパイスを効かせることで、お酒
のおつまみに適したバターサンドの開発・販売

平成30年3月23日

照井春次（パスタと雑貨
ページワン）

下田市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

伊豆南部地域の地場産品を使用し、生地・トッ
ピング等を選べるオリジナルピザの提供

平成30年3月23日

㈱Ｖｉｃｔｏｒｙ 駿東郡清水町 自動車整備業
客先での作業が可能な、独自コーティング剤を
用いた大型車等のコーティングサービスの提供

平成30年3月23日

大静高圧㈱ 駿東郡長泉町
他に分類されない事業
サービス業

高圧ガス容器のバルブ締付状況自動検査システ
ムの構築及び同システムのパッケージ販売

平成30年3月23日

㈲せき竹 駿東郡長泉町
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

長泉町特産のあしたか牛を使用した新たな肉
クッキーの開発と販売

平成30年3月23日

㈲マルヨ商事下山商店 駿東郡長泉町 その他の飲食料品小売業
五ツ星お米マイスターのノウハウを活かすこと
で、米粉原料ごとの食感等の違いが楽しめる団
子商品の開発・販売

平成30年3月23日

㈲京和工業 駿東郡長泉町 他に分類されない製造業
車椅子で自立下肢訓練を行う車椅子ウォークス
ライダの開発・製品化・販売

平成30年3月23日

内山雄志（甘味しるこや
悠遊庵）

賀茂郡東伊豆
町

菓子・パン小売業
一貫生産体制によるニューサマーオレンジピー
ル等一次加工品の開発・販売

平成30年3月23日

㈲ヘルスケア 賀茂郡河津町 食料・飲料卸売業
アロエの香りがする女性向けハーブティの開
発・販売

平成30年3月23日

臼井富世（民宿浜屋）
賀茂郡南伊豆
町

旅館，ホテル
地元漁師を通じ、水揚げされたばかりの魚介類
の買付けにも対応した海鮮バーベキューサービ
スの構築

平成30年3月23日

安藤和泉（下賀茂熱帯植
物園）

賀茂郡南伊豆
町

食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

観葉植物等を活用した空間演出サービスを付加
したレンタルスペース事業の展開

平成30年3月23日
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