
●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31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

内田鑿泉㈱ 浜松市西区 その他の設備工事業
掘削効率の向上等を目的とした掘削機の開発及
び新たな掘削櫓の組立方法の構築

平成31年4月23日

㈱本多産業 浜松市西区 内水面養殖業
柑橘系材料を添加した餌料給餌による「三ヶ日
みかん鮎」の開発・販売とブランディング

平成31年4月23日

永田塗装㈱ 浜松市北区
工業用プラスチック製品
製造業

製品の高度化・トレーサビリティの義務化へ対
応する、塗装・印刷・レーザー加工工程の自動
量産・完全内製化体制の構築

平成31年4月23日

㈱セイトウ 磐田市 各種商品卸売業
飲食事業者向け食器類を中心としたトータル
コーディネートサービスの提供と事業展開

平成31年4月23日

㈲市川木工 静岡市駿河区 家具製造業 スピーカー内蔵の家具シリーズの開発と販売 平成31年4月23日

秋山祐美（ラ・ブティッ
ク・着物）

静岡市清水区
和装製品・その他の衣
服・繊維製身の回り品製
造業

外国人向け簡易着物「アメージング・着物」の
開発と販売

平成31年4月23日

太田雄三（太田工業） 焼津市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

配管用ステンレスパイプの接合部品質を向上さ
せる溶接技術の確立

平成31年4月23日

西光エンジニアリング㈱ 藤枝市
生活関連産業用機械製造
業

複数台のマイクロ波減圧乾燥方式によるＡＩ制
御大量生産システムの開発と販売

平成31年4月23日

㈱オカムラ 島田市
他に分類されない事業
サービス業

高校生向けに最新技術を用いた実務的な授業教
材の開発と授業の実施

平成31年4月23日

㈱荒畑園 牧之原市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

サラシア入りの国産プーアール茶の開発と販売 平成31年4月23日

殿岡服飾工業㈱ 沼津市 その他の繊維製品製造業
縫製技術を活用した多機能ストールの開発と販
路開拓

平成31年4月23日

(資)近藤薬局 富士市 医薬品・化粧品小売業
薬店での地元名産品の販売と情報発信とによる
来店促進

平成31年4月23日

大場建設㈱ 三島市
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

先進技術を取り入れた一気通貫型のコンクリー
ト補強工法の確立

平成31年4月23日

㈱デンソー 裾野市 他に分類されない製造業 カラー粘着布テープの極細加工の開発 平成31年4月23日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
山廃本醸造酒に古酒を加え、ペースト状の食材
を混ぜ合わせた『和リキュール』の開発・販売

平成31年4月23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）

ビスやネジを使用せず、組立が簡単な自己完結
型ゴトクの開発・販売

平成31年4月23日

　　　静岡県　経営革新計画承認企業一覧　（令和元年度）

公表同意分18件（承認件数全20件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

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

ＬＰガス容器再検査工程における作業負担軽減
等を目的とした自動刻印システムの開発及び販
売

平成31年4月23日

㈱ＳＨＯＵＪＩ 田方郡函南町 食料・飲料卸売業
函南ブランド認定野菜との配合等を工夫するこ
とで、菊芋の苦味を抑えた野菜スープの開発・
販売

平成31年4月23日

令和元年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

㈱ＬａＬａカレージャパ
ン

浜松市西区 専門料理店
ＨＡＣＣＰ認証を取得した生産体制による長期
保存が可能な冷凍スリランカカレーの開発・販
売

令和元年5月22日

館山寺興業㈱ 浜松市西区 旅館，ホテル
自然と触れ合い、親しみ、学ぶ複数の企画を複
合的に組合せた館内での通年サービスプログラ
ムの開発

令和元年5月22日

ガイアフローディスティ
リング㈱

静岡市葵区 酒類製造業 静岡産ボタニカルを用いたジンの開発・販売 令和元年5月22日

㈱システムソフィア 静岡市駿河区 ソフトウェア業
ゴミ箱にセンサーを取り付け、無線で容量を管
理するゴミ回収システムの開発と販売

令和元年5月22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
１人で組立・携帯可能なポータブルキットルー
ムの開発と販路開拓

令和元年5月22日

㈱エスクリエイト 静岡市清水区 印刷関連サービス業
会員制コミュニケーションサロンによる『静岡
人』ブランドの確立と展開

令和元年5月22日

㈱岩清 焼津市 水産食料品製造業
小川港に水揚げされた鯖粉末を麺に練り込んだ
『ハラール対応鯖ラーメン』の開発及び販売

令和元年5月22日

㈲アイエーエフ石塚 沼津市 食肉小売業
自社産麦豚でドイツハム・ソーセージ・熟成ハ
ラミ・生ハムの製造と惣菜・飲食開発

令和元年5月22日

㈱豊富士 富士市
その他のはん用機械・同
部分品製造業

リバースエンジニアリングによる故障歯車部品
のＱＣＤに優れたメンテナンス事業の展開

令和元年5月22日

㈱アイ・ケイ 富士宮市
民生用電気機械器具製造
業

エアコン冷媒の分留制御を行う精密分流ジョイ
ント管の開発・販売

令和元年5月22日

大宮精機㈱ 富士宮市
一般産業用機械・装置製
造業

サブシリンダーの改造による、電線被覆装置の
速度・精度向上と受注拡大

令和元年5月22日

進桜電機㈱ 駿東郡長泉町
産業用電気機械器具製造
業

極低温流体冷却機能を搭載した高速軸受試験機
用インダクションモーターの開発

令和元年5月22日

令和元年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

有限会社ルーズ 浜松市中区 美容業
髪の根本の生え癖に直接アプローチ可能な特殊
形状ブラシの開発と販売

令和元年6月21日

ビッグウェーブホール
ディングス株式会社

浜松市東区 自動車小売業
軽自動車規格における冷凍・冷蔵を可能とした
保冷車両の開発と事業展開

令和元年6月21日

公表同意分12件（承認件数全13件）

公表同意分29件（承認件数全30件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

株式会社グローバルエナ
ジー

浜松市浜北区 機械設計業
風力と太陽光を利用したハイブリッド発電方式
によるIoTステーションの開発と販売

令和元年6月21日

株式会社ソーテック浜松 磐田市 金属加工機械製造業
新方式の鋼材切断装置開発による特殊鋼材カッ
トサービスの提供

令和元年6月21日

株式会社フルカワ 御前崎市
管工事業（さく井工事業
を除く）

水道一体型ドッグステイポールの開発と販売 令和元年6月21日

株式会社3MEN 御前崎市 一般土木建築工事業
滑りにくく、汚れにくいタイル・石材用防汚
コート剤の開発・販売

令和元年6月21日

株式会社メディカルプロ
ジェクト

静岡市葵区
医療用機械器具・医療用
品製造業

磁場と電波の影響を受けない非接触型呼吸・脈
拍測定装置の開発・販売

令和元年6月21日

中山家具株式会社 静岡市葵区
家具・建具・じゅう器等
卸売業

大理石と無垢材を使ったホテル・オフィス等向
けのオリジナルインテリアの開発・販売

令和元年6月21日

株式会社雑穀米本舗 静岡市葵区 その他の飲食料品小売業
『オーダーメイドブレンド』に対応した業務用
雑穀粉の開発・販売

令和元年6月21日

株式会社プレジール 静岡市駿河区 医薬品・化粧品等卸売業
ＨＡＬＡＬ認証オールインワン美容液の開発、
販売

令和元年6月21日

株式会社WEST COAST 静岡市駿河区 土木建築サービス業
本場アメリカ西海岸レシピのIPAに特化したクラ
フトビールの生産・提供体制の構築と地域活性
化への貢献

令和元年6月21日

松本結花（ねこの手工
房）

静岡市駿河区 がん具・運動用具製造業
ドール服特化のクラウドソーシングサイト『マ
ニュファクチュリエ』の開発

令和元年6月21日

有限会社静岡自動機製作
所

静岡市清水区
生活関連産業用機械製造
業

パッキンを使用しないメタルシールによる流体
充填用バルブの開発と販売

令和元年6月21日

三明機工株式会社 静岡市清水区
一般産業用機械・装置製
造業

３Ｄスキャニングによるグラインダーロボット
システムの開発・販売

令和元年6月21日

株式会社マエザワ 静岡市清水区 家具・建具・畳小売業
組み合わせが多彩なオーダーメイドギフトボッ
クスの販売

令和元年6月21日

株式会社All is well 静岡市清水区 医薬品・化粧品小売業
食中毒リスクの低減を目的としたサポートサー
ビスによる、除菌製剤・検査装置の販売拡大

令和元年6月21日

大日工業株式会社 静岡市清水区 電子回路製造業
IoTを織り込んだ自立式の耐食性・耐候性に優れ
たLED照明内蔵の手すりの開発及び販売

令和元年6月21日

株式会社なすび 静岡市清水区
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

枯れ松葉を活用して調理する『三保松原焼き』
の開発

令和元年6月21日

共和成産株式会社 藤枝市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

パネル工法におけるプレスラインのIoT化による
新たな生産方式の導入

令和元年6月21日

ヤマカ食品株式会社 富士市 水産食料品製造業
汐昆布仕立ての富士風浅漬けキット『のびる・
エシャレットの友』の開発と販売

令和元年6月21日

株式会社富士化成 富士市
プラスチック成形材料製
造業（廃プラスチックを
含む）

廃プラスチックのペレット加工における同時着
色技術の開発及びリサイクル材料の販売

令和元年6月21日

ヤザキ工業株式会社 富士市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

歯周病検査時の痛み軽減、出血を抑える歯肉溝
深さ測定器の開発、販売

令和元年6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

クリーンクリエイティブ
株式会社

富士宮市 洗濯業
研究所・工場で使用するアクセサリー用品の超
音波洗浄方式の確立

令和元年6月21日

株式会社富士アールアン
ドディー

富士宮市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

張力を抑えた搬送設備を含む巻取式スパッタリ
ング装置の開発・販売

令和元年6月21日

株式会社佐藤工機 富士宮市
非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

大径ステンレスパイプの絞り加工による空調機
用部品の精度向上と受注拡大

令和元年6月21日

富士パック株式会社 富士宮市 紙製容器製造業
バッグとしても活用できるように加工した広告
向け印刷用紙の開発・販売

令和元年6月21日

株式会社マクルウ 富士宮市
非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

マグネシウム合金を活用し、車軸をスライド方
式とした軽量車いすの開発・販売

令和元年6月21日

有限会社ＴＯＰＩＣＳ 富士宮市 畜産農業
豚肉品質向上のための血統管理、個体管理を一
元管理する新システムの開発、販売

令和元年6月21日

アポロメーカー株式会社 伊豆市 その他の物品賃貸業
『片麻痺者の排泄時ズボンずり落ち防止製品』
の開発・製造・販売

令和元年6月21日

令和元年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

㈱アウンズ・ヤナギハラ 浜松市中区 書籍・文房具小売業
「新聞配達業＋住まい関連のお困りごと解決
サービス」のハイブリッド事業のコンサルティ
ング事業の実施

令和元年7月25日

㈱海泉水産 浜松市中区 農畜産物・水産物卸売業
「食育」に繋がるパッケージングを行った水産
加工品の開発と事業展開

令和元年7月25日

㈲みずの加工 浜松市東区 自動車・同附属品製造業
ＡＩを活用したヒューマンスキルに左右されな
い検査作業に特化した装置開発と事業化

令和元年7月25日

アート電子㈱ 浜松市北区 電子回路製造業
新技術のボード／ユニットを開発・販売による
知名度向上で獲得する提案型開発支援業務の受
注拡大

令和元年7月25日

㈱和田牧場 浜松市北区 畜産農業
内城菌含有の小型堆肥ブロック、ペレットの開
発、販売

令和元年7月25日

㈱大岡成光建築事務所 浜松市浜北区 土木建築サービス業
理学療法に学ぶ安心安全な住空間設計商品の開
発

令和元年7月25日

㈲静岡フスマ商会 磐田市 建具製造業
大量生産可能な曲面付き組み付け家具の製造と
販売

令和元年7月25日

㈲エンセイ 掛川市
サービス用・娯楽用機械
器具製造業

災害時の共助型造水・給配水新システムの開発 令和元年7月25日

㈱スズトヨ 袋井市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

塀に乗せる軽量・高耐久な小型造形物の開発と
販売

令和元年7月25日

㈱モア・リビング 袋井市 家具製造業
改良型コンパクトサイズ畳ユニットの製作と市
場投入

令和元年7月25日

野木村敦史（すまうと） 静岡市葵区 家具製造業
健康にアプローチできるオーダーメイドの椅子
の開発と販売

令和元年7月25日

公表同意分40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

㈱ヘルシーパス 静岡市葵区 その他の食料品製造業
認知機能低下の予防に有効なサプリメント開発
と認知症についての理解度向上を含めた販売促
進活動の展開

令和元年7月25日

日本ＤＭＣ㈱ 静岡市葵区 その他の技術サービス業
ドローンの点検チェック・作業記録を簡略化す
るアプリの開発、販売

令和元年7月25日

グロスウィズ㈱ 静岡市駿河区
経営コンサルタント業，
純粋持株会社

人事評価クラウドサービス「褒めマネ」の提供
と販路拡大

令和元年7月25日

㈲丁子屋 静岡市駿河区 その他の飲食料品小売業
静岡産の自然薯のむかごを利用した健康和菓子
（羊羹、どら焼き）の開発・販売

令和元年7月25日

㈱テクノスルガ・ラボ 静岡市清水区 その他の保健衛生
腸内環境評価の理化学分析に使用する、室温保
存が可能な容器の開発と販売

令和元年7月25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

製造ラインのステーションを追加せずに検査項
目を追加できる印字検査機の開発・販売

令和元年7月25日

金城機工㈱ 静岡市清水区
生活関連産業用機械製造
業

多品種対応のサンドイッチ自動機開発と事業展
開

令和元年7月25日

㈱トモニ 焼津市 食料・飲料卸売業
有機茶葉と海洋深層水塩をコラボさせた口内フ
ローラ用のど飴の開発と販売

令和元年7月25日

㈱ＳＡＮＷＡ 焼津市 ポンプ・圧縮機器製造業
省エネコンプレッサー一括グループ設計システ
ム構築及び省エネコンプレッサーの開発、販売

令和元年7月25日

㈱植田園 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

焙煎時の温度調整、茶葉及びフィルターの工夫
による苦味が少ないティーバッグ商品の開発

令和元年7月25日

㈱スルガフードサービス 榛原郡吉田町 その他の食料品製造業
駿河湾産シラスの加工時の鮮度を向上させる生
産体制の構築

令和元年7月25日

京丸うなぎ㈱ 沼津市 水産食料品製造業 うなぎの骨を使用した金平糖の開発及び販売 令和元年7月25日

㈱藤田工務店 沼津市 木造建築工事業
国産の無垢材とスペイン漆喰を用いた住宅の開
発と販売拡大

令和元年7月25日

㈱ニチワ 沼津市 他に分類されない製造業
梱包作業による手間削減と高い緩衝性能、梱包
性能を実現した梱包資材「AIR PAD」の開発と事
業展開

令和元年7月25日

㈱エスジー 沼津市
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

マッピングデータを活用した効率的な外壁打診
検査機および検査施工法の開発

令和元年7月25日

富士東海資材㈱ 富士市 紙・紙製品卸売業
ロール状の加工用原紙の包装補助具の開発・販
売

令和元年7月25日

㈱ミツムロ 富士市
民生用電気機械器具製造
業

純水製造装置のフィルターハウジング部品の生
産工程自動化と受注拡大

令和元年7月25日

㈲広昌工業 富士市 塗装工事業
動画マーケティング手法を活用したユニットバ
スコーティング施工の販路開拓

令和元年7月25日

㈱トライテック 富士市
医療用機械器具・医療用
品製造業

輸液ポンプの点検を高速・簡便化させる測定機
器の開発と販売

令和元年7月25日

㈲沼田 三島市 食料・飲料卸売業
宿泊・観光施設向けムスリムおもてなしのため
のトータルソリューション事業の提供

令和元年7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

大東螺子㈱ 裾野市 自動車・同附属品製造業
高速でネジ全方向の外観検査を可能にする自動
検査装置の開発、導入

令和元年7月25日

小林工業㈱ 富士宮市 自動車・同附属品製造業
湾曲した複数のプレートを組み合わせた焚き火
台の開発・販売

令和元年7月25日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
CD・DVD用貼箱の製作方法の改善によるコストダ
ウンと受注拡大

令和元年7月25日

㈱アドライン 富士宮市 広告業
トラック荷台を広告スペースとして利用する
サービスの展開

令和元年7月25日

㈱須川養魚場 駿東郡小山町 水産食料品製造業 金太郎虹鱒のイクラ加工・販売 令和元年7月25日

㈱北田木材 駿東郡小山町 林業サービス業 森林整備品質に配慮した伐採木回収率の向上 令和元年7月25日

㈱オンデマンド研究所 駿東郡清水町
電子計算機・同附属装置
製造業

ｒfidリーダ/ライターを具備した装置（rfidラ
ベルプリンター等）の開発、販売

令和元年7月25日

㈱救命 駿東郡長泉町
管理，補助的経済活動を
行う事業所

デジタル式による自動計測が可能な高精度比重
計の開発と事業展開

令和元年7月25日

㈲岩田自動車鈑金工業 田方郡函南町 自動車整備業
自動車のフレーム修理における３次元同時測定
による短納期化と受注拡大

令和元年7月25日

令和元年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

J-wire㈱ 浜松市中区
インターネット附随サー
ビス業

インターネット上のニーズをとらえた国産農林
水産物の加工食品の開発・販売と、海外販売サ
ポート事業の展開

令和元年8月23日

㈱日進 浜松市中区 土木建築サービス業
ＧＰＳ機能を有したバックパック型ウェアラブ
ルデバイスを用いた新しい測量サービスの提供

令和元年8月23日

杉浦進一（杉浦タイヤ商
会）

浜松市東区 自動車小売業
「タイヤ空気充填業務に係る特別教育」指導員
の技能を活かした、乗用車専用タイヤ空気充填
安全器具の開発

令和元年8月23日

㈱トキワシステム 浜松市西区 建築材料卸売業
制震装置に耐震機能をプラスした耐震商品の開
発、販売

令和元年8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
ワニ肉を活用した高機能なドライペットフード
の開発

令和元年8月23日

(同)ことゆく社 浜松市南区 身の回り品卸売業 新世代　高性能軽量ランドセルの開発と販売 令和元年8月23日

㈱間宮建具製作所 浜松市南区 建具製造業
無垢財を活用した人と猫が快適に過ごせるリ
フォーム事業「我輩の部屋」

令和元年8月23日

㈱三ヶ日ガーデン 浜松市北区
その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

製紙工程でできるペーパースラッジ灰を活用し
た猫砂商品の開発と販売

令和元年8月23日

㈲三ヶ日紙工 浜松市北区 加工紙製造業
避難所等で使用する段ボール製の組立式防災用
品の開発と販売

令和元年8月23日

公表同意分44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

㈱なつめ 浜松市北区 喫茶店
国産珈琲豆の生産工程で排出される副産物を有
効活用した商品の開発、販売

令和元年8月23日

㈱和靴 浜松市北区 靴・履物小売業
靴紐までオーダーメイド可能な靴製造のIT導入
による精緻化と短納期化とコストダウン

令和元年8月23日

㈱マック 浜松市浜北区
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

「装置大型化による設置作業の効率化」を追求
した、木造住宅専用大型油圧式制震装置の開発

令和元年8月23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
インバウンドをターゲットとしたフィッシング
ツーリズムの展開

令和元年8月23日

㈱オプトコム 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

爬虫類育成用LEDライトの開発と販売 令和元年8月23日

㈱ムツミ物流 磐田市 特定貨物自動車運送業 県内初となるＥＭＳジムの運営 令和元年8月23日

黒七肥料農材㈱ 菊川市 他に分類されない卸売業
茶葉の旨みを絞り切るティーバッグ茶用急須の
開発と販売

令和元年8月23日

サンメロウ㈱ 袋井市 農耕用品小売業 新しい輸送方法による養液栽培メロンの販売 令和元年8月23日

㈱タクシン 袋井市 紙製容器製造業
小ロット対応可能なダンボール製函加工とカ
ラー印刷サービスの技術開発と提供

令和元年8月23日

鈴木陽子（暮しごと舎） 袋井市 じゅう器小売業
古民家での民藝の和食器販売と器の楽しみ方を
伝えるくつろぎスペースの開設による販売強化

令和元年8月23日

㈱ＵＳメック 静岡市駿河区 電子応用装置製造業
金属加工品を回転させながら部材全体を超音波
で洗浄する装置の開発と販売

令和元年8月23日

㈱エテ 静岡市駿河区 家具製造業
トランスジェンダー（性同一性障害）／ＬＧＢ
Ｔマイノリティー対策セミナーの事業化

令和元年8月23日

㈱ケーイーコーポレー
ション

静岡市清水区
一般産業用機械・装置製
造業

農林水産物の鮮度を長く保つ高鮮度冷蔵システ
ムの開発・販売

令和元年8月23日

新生産業㈱ 静岡市清水区 こん包業
海外（タイ）における海外人材リクルート事業
の展開

令和元年8月23日

㈱アキヤマ 静岡市清水区 木造建築工事業
ＤＩＹ要素を組み込んだセミオーダー型建売住
宅の開発及び販売

令和元年8月23日

㈱あまる斎藤商店 焼津市 水産食料品製造業
鯖を原料として用いたレトルトカレーの開発と
販路開拓

令和元年8月23日

㈱暁電工 島田市 電気工事業
自動車のバッテリーからの充電を安心・安全に
行うことができるUSB給電防災セット「停電あん
しんボックス」の開発と販売

令和元年8月23日

エルム食品㈱ 牧之原市 その他の食料品製造業 動物薬マスキング用畜肉パウダーの開発・販売 令和元年8月23日

松下正明(ボナペティ) 牧之原市 畜産食料品製造業
塩分濃度と匂いを抑え、クリーミーで食べやす
い静岡ブルーチーズの開発と販売

令和元年8月23日

㈱アルミックス 榛原郡吉田町 金属素形材製品製造業
海外製のソーラー街路灯を国内向けに企画設計
し組付け加工することによる低価格化の実現と
販路開拓

令和元年8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

芹澤たかみ（こうじ屋市
兵衛）

沼津市 その他の食料品製造業 地域特性を踏まえた麦みその開発・販売 令和元年8月23日

㈲エイチ・エスシー 沼津市 自動車小売業 シートベルト誤操作防止器具の製造、販売 令和元年8月23日

㈱ゴールデンエッグ 沼津市
他に分類されない生活関
連サービス業

流木を利用したオーダーメイドによる流木作品
の制作とそれを活用した空間演出の創造

令和元年8月23日

㈱英宝 沼津市
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

業界初！カード査定の信頼性と効率性を向上さ
せる自動鑑定システムの構築

令和元年8月23日

㈱ウェブサービス・ディ
ベロップメント

富士市 ソフトウェア業
中小企業向け電子商取引クラウドサービスの開
発・提供

令和元年8月23日

㈲ひと津 富士市 その他の飲食店
クレープづくりを通じたチームビルディング研
修サービスの提供

令和元年8月23日

髙田昇（タカダシステム
ズ）

富士市 ソフトウェア業
クラウド技術を使った、動物病院向けポータル
管理システムの開発・販売

令和元年8月23日

㈱ハイスペック 三島市
インターネット附随サー
ビス業

価値あるものを「データ保存」と「見える化」
で未来へ残す事業の展開

令和元年8月23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

IoTを活用した精密板金加工の一元管理による生
産性向上と受注拡大

令和元年8月23日

㈱もちのき 富士宮市 パン・菓子製造業
芝川産の「たけのこ」を用いた「たけのこまん
じゅう」の開発

令和元年8月23日

㈱伊豆おはな 熱海市
一般乗用旅客自動車運送
業

訪問介護・介護タクシー事業者の強みを活かし
た要介護者の想いに応えるユニバーサルツーリ
ズムの提供

令和元年8月23日

㈱UKAI 下田市 専門料理店
白浜天然塩と牛テールを活用した、下田産コン
ビーフの開発・販売

令和元年8月23日

㈱YUZUKA 駿東郡長泉町 菓子・パン小売業
モロヘイヤを使ったコッペパンの開発と移動販
売サービスの提供

令和元年8月23日

㈱クレマコーポレーショ
ン

駿東郡長泉町 耕種農業
冷蔵処理技術を活用したわさび苗の計画生産と
安定供給

令和元年8月23日

㈱シェルト 田方郡函南町
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

糖度が違う数種類のトマトを使用した「後のせ
トマトピザ」の開発

令和元年8月23日

令和元年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

株式会社あいてらす 浜松市中区 老人福祉・介護事業 介護業界専門無料情報誌の発行 令和元年9月20日

株式会社ティーアール
シィー高田

浜松市西区 自動車・同附属品製造業
安全・環境性に優れた次世代高機能バッテリーの
開発と事業化

令和元年9月20日

有限会社山田接骨院 浜松市南区 療術業 転倒予防のための歩行補助具・歩行訓練具の開発 令和元年9月20日

公表同意分22件（承認件数全23件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

株式会社ルート 磐田市 建物売買業，土地売買業
旧宿泊施設のコンバージョン（用途変更）による
賃貸事業の展開

令和元年9月20日

株式会社藤田鉄工所 掛川市 自動車・同附属品製造業
割型コンロッドの検査機とボルト締付機を組み込
んだ自動検査・締付専用機の開発

令和元年9月20日

加藤弥生（海鮮福笑） 掛川市 持ち帰り飲食サービス業 高級宅配弁当の販売体制の構築と販路開拓 令和元年9月20日

有限会社静岡通商 掛川市 衣服卸売業
『感動をそのままに』オリジナルプリントＴシャ
ツの 短即日引き渡しサービス提供

令和元年9月20日

株式会社丸忠工業所 湖西市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

厚板金属への高速レーザー加工技術の確立と超短
期多品種少量板金加工システムの提供

令和元年9月20日

三幸エンジニアリング株式
会社

静岡市駿河区
その他の電子部品・デバ
イス・電子回路製造業

スマートフォンと接続した特殊車両向け多チャン
ネル対応リモコンの開発と販売

令和元年9月20日

水谷久美子（水谷商店） 静岡市清水区 水産食料品製造業
蒲原特産いわし削り節の粉を活用し熟成工程で旨
みを引き出したスナック菓子の開発と販売

令和元年9月20日

婆娑羅Project(同) 静岡市清水区 広告業
ご当地ＰＲゲームを活用した地域活性化モデルの
構築と販路開拓

令和元年9月20日

有限会社天野塗装 静岡市清水区 塗装工事業
将来の外注候補者の教育研修による品質保証体制
確立、および元請受注拡大

令和元年9月20日

株式会社影山鉄工所 沼津市 鉄骨・鉄筋工事業
溶接テーマパーク“IRON PLANET Base of
Numazu”開設による売上拡大と溶接技術の社会
的認知度の向上

令和元年9月20日

フリースタイルデザインズ
株式会社

沼津市 金属加工機械製造業
センサービジョンを活用したオフラインティーチ
ングシステムの開発及び販売

令和元年9月20日

有限会社栄和自動車 沼津市 自動車整備業
高齢者向け自動車運転支援システムの開発及び販
売

令和元年9月20日

株式会社ライフアート 富士市 建物売買業，土地売買業
十里木の豊かな自然とオルゴール等を活用した、
心と身体のバランスを整えるサービスの提供

令和元年9月20日

株式会社ライズ 富士市
とび・土工・コンクリー
ト工事業

留め具の開発による、カチオンフレームを使用し
た土留工（もたれ式）の確立

令和元年9月20日

関口真琴（tocotocoデザイ
ン）

富士市 デザイン業 苗から育てる多肉植物の寄せ植え講座の実施 令和元年9月20日

佐野正和（インテリア佐
野）

富士宮市 他に分類されない製造業
「油団」を使用したペット用クールマットの開
発・販売

令和元年9月20日

株式会社オギ 富士宮市 金属素形材製品製造業
加工・検査工程の自動化による生産性向上、大径
パイプの加工による受注拡大

令和元年9月20日

河内岳彦（ぱすた屋REB） 伊豆の国市 専門料理店
オリジナルショートストーリー（SS）と連動した
商品紹介・提供による新顧客層の獲得

令和元年9月20日

有限会社麦 伊東市 旅館，ホテル
地元伊豆の蜜蝋を利用した『蜜蝋キャンドル、
リップ・ハンドクリーム制作体験』の提供及び蜜
蝋体験キットの販売

令和元年9月20日

令和元年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25件（承認件数全30件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

株式会社丸源竹内組 浜松市中区 一般土木建築工事業 窓からの熱を遮る遮熱塗料の開発と事業展開 令和元年10月24日

株式会社アローセブン 浜松市中区
通信機械器具・同関連機
械器具製造業

振動による異常検知機能を搭載した生産見える化
システムの開発と事業展開

令和元年10月24日

薗田基一(茶ッ葉屋) 浜松市中区 その他の飲食料品小売業
好みの煎茶をカキ氷で提供するサービスの開発と
販売

令和元年10月24日

えびすやフルーツ株式会
社

浜松市東区 野菜・果実小売業
商品小売のロス削減にも繋がる水を一滴も使わな
いカキ氷の販売

令和元年10月24日

コリー株式会社 浜松市東区
管工事業（さく井工事業
を除く）

コリー式住まいの総合コンサルティングサービス 令和元年10月24日

有限会社山下義男商店 浜松市南区 衣服卸売業
遠州産コットンの生地を活用したオーダーパンツ
等の開発と販売

令和元年10月24日

CDシステム株式会社 浜松市北区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

輻射熱を遮断し帽子装着時の首筋の温度上昇を大
幅に削減できる簡易装着シートの商品化

令和元年10月24日

株式会社テクノ・モーター
エンジニアリング

磐田市
通信機械器具・同関連機
械器具製造業

自社の切削加工ノウハウをベースにした加工機械
メンテナンスのコンサルティング事業の展開

令和元年10月24日

株式会社Minashia 静岡市駿河区
その他の社会保険・社会
福祉 ・介護事業

保護者向け『サポートスキル講座』とともに提供
する超早期療育プログラムの開発

令和元年10月24日

おいしい産業株式会社 静岡市清水区 水産食料品製造業
県内で未活用資源となっているアカモク製品の開
発と事業化

令和元年10月24日

ピュアライフサポート合
同会社

静岡市清水区 老人福祉・介護事業 噴霧器を使った空間除菌消臭水の開発と販売 令和元年10月24日

合同会社モトテック 静岡市清水区 自動車小売業
レーシングバイクのレンタルパッケージの開発・
提供

令和元年10月24日

有限会社平和タクシー 島田市
一般乗用旅客自動車運送
業

女性乗務員の特性を活かしたおもてなしによる新
サービスの提供

令和元年10月24日

株式会社フォーエバー 沼津市 障害者福祉事業
「顧問介護士」による企業人財向け介護離職防止
支援サービスの展開

令和元年10月24日

株式会社望月庭園 富士市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

GPSを搭載して自走する草刈り機の開発による緑
地管理業務の受注拡大

令和元年10月24日

東海電子株式会社 富士市
その他の電気機械器具製
造業

運輸業界における健康に起因する事故を防止する
健康管理機器の開発・販売

令和元年10月24日

株式会社ビルドアップ 富士市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

『2×5工法』による個人木造住宅資材のユニッ
ト化の開発及び販売

令和元年10月24日

カメヤ食品株式会社 三島市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

伊豆産食材を半生製法で加工したワンコイン土産
品の開発と販売

令和元年10月24日

株式会社金ペン堂 裾野市 書籍・文房具小売業 自社在庫を活用した文房具クジの移動販売 令和元年10月24日

株式会社資産対策研究所 裾野市 建物売買業，土地売買業
アウトドアメーカーと連携した富士の自然を背景
に現代的楽しみを提供する温泉のあるキャンプ場
の開設と運営

令和元年10月24日

富士パック株式会社 富士宮市 紙製容器製造業 袖付きシャツ風折込み手提げ袋の開発・販売 令和元年10月24日
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

株式会社マジオネット熱海 熱海市 教養・技能教授業
理学療法士と連携しヘルスチェック等を付加した
高齢者ドライバーのサポート事業の展開

令和元年10月24日

亀山輝乃（Eclat） 伊豆市 旅行業
イスラム圏から静岡県東部地域への観光客に対す
る観光・体験等サポート事業の展開

令和元年10月24日

土谷雅子（スナックみや
び）

田方郡函南町
バー，キャバレー，ナイ
トクラブ

己書を活用した新サービスの開発・提供 令和元年10月24日

株式会社ＧＡＫＵ 賀茂郡西伊豆町 書籍・文房具小売業
地元企業を対象にサブスクリプション契約を切り
口としたセールスプロモーションツール制作支援
事業

令和元年10月24日

令和元年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

イメージテック㈱ 浜松市中区 電子応用装置製造業
CdTe素子カメラを搭載したＸ線ライン検査装置
の開発と販売

令和元年11月27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

ダーツ式手裏剣の的にもなる「NINJA TENUGUI」
の製造・販売

令和元年11月27日

ライト・イア(同) 浜松市中区
機械器具小売業(自動車,自
転車を除く)

明瞭度の高いWSD方式スピーカーを活用したピ
ロースピーカーの開発

令和元年11月27日

㈱はまぞう 浜松市中区
インターネット附随サー
ビス業

不動産業界向けスマホ写真撮影によるファクト
シート作成技術の開発

令和元年11月27日

㈱杉山製作所 浜松市西区 自動車・同附属品製造業
軽量化、粉砕減容化、破砕能力等を向上させた切
粉粉砕機の開発、販売

令和元年11月27日

㈱電興社 浜松市南区 電気機械器具卸売業
ものづくり中小企業向けクラウド型工程管理ソフ
トの開発と販売

令和元年11月27日

協同組合HAMING 浜松市南区
事業協同組合（他に分類
されないもの）

快適な子宮頸がん検診を実現するディスポ型新医
療器具(膣鏡)の開発と事業化

令和元年11月27日

守屋勝博（サインアートモ
リヤ）

浜松市浜北区 広告業
撤去看板の廃棄材料などを活用したインテリア製
品の開発と製作プロセス画像を製品ごと添付した
販売方式の導入

令和元年11月27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

果実（メロン等）の食べ頃を判定する熟度判定装
置の開発・販売

令和元年11月27日

(同)ＣＡＬ 静岡市葵区 身の回り品卸売業
母親が横向きに長時間眠る体勢を維持できる枕の
開発と販路開拓

令和元年11月27日

㈱創造舎 静岡市葵区
建築工事業（木造建築工
事業を除く）

歴史ある店と新しい店が融合した街づくり
『OMACHI創造計画』の展開

令和元年11月27日

㈱エイビイエス 静岡市葵区 医薬品・化粧品等卸売業
富士山天然温泉水をベースとしたオーガニック
フェイシャルマスクの開発と事業展開

令和元年11月27日

㈱松栄 静岡市駿河区
とび・土工・コンクリー
ト工事業

女性が活躍できる建設現場の体制構築による新規
雇用機会の創出

令和元年11月27日

㈲技研産業 静岡市駿河区
工業用プラスチック製品
製造業

塗膜が薄く、耐水性に優れた防火コート剤の開発
と販路開拓

令和元年11月27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

(資)高福 静岡市清水区 水産食料品製造業 爽やかな風味が特徴のだしパックの開発と販売 令和元年11月27日

㈱エイシン 静岡市清水区 警備業
建設現場における器材の紛失・盗難防止サービス
の開発と安全な警備体制の確立

令和元年11月27日

㈱カクイチライスセンター 静岡市清水区 その他の食料品製造業
写真や似顔絵、メッセージを楽しむオリジナルオ
ブラートアートの開発と販路開拓

令和元年11月27日

岡部茶㈲ 藤枝市 その他の飲食料品小売業
オーガニック茶を使用した緑茶ペーストの開発と
販売

令和元年11月27日

㈱エム・ケーワーク 島田市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

茶畑等の農業耕作地の整備を中心とした農業土木
への進出

令和元年11月27日

植田徹（ｂｌｏｏｐｅｒ ｂａｃｋｐａ
ｃｋｓ)

榛原郡川根本町
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

ランナー・登山者向けのバックパック端材を用い
た新商品開発

令和元年11月27日

㈲清水屋食品 富士市 その他の食料品製造業
海洋深層水を利用した「クリーミー豆腐」による
スイーツの開発と販売

令和元年11月27日

花井巌（やきとりの三冠
王）

富士市 持ち帰り飲食サービス業
やきとり販売の企業向け出張サービスのパッケー
ジ化と販路開拓

令和元年11月27日

インクス㈱ 富士市 他に分類されない卸売業
静岡県産しらすを用いた機能性表示食品の開発と
新たな販売チャネルの確立

令和元年11月27日

㈱サンケミカル 富士市 自動車・同附属品製造業
自転車用の加飾可能な再帰反射シートを施した非
回転ホイールカバーの開発と事業展開

令和元年11月27日

㈱ビルド・アップ 富士市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

『防音・防振』機能を付加した床用接着材の開発
と販売

令和元年11月27日

金丸　力（庭福） 三島市 園芸サービス業
子育て世代関連事業者向け体験型オーガニックビ
オトープ事業の展開

令和元年11月27日

山本産業㈱ 裾野市
その他のプラスチック製
品製造業

サンディング加工の自動化推進による外観品質向
上と生産能力増強の展開

令和元年11月27日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
コンパクトに保管でき、飾り棚にもなる雛人形用
紙製収納箱の開発・販売

令和元年11月27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）

マグネシウム合金を使用した子供用歩行・走行支
援機器の開発・販売

令和元年11月27日

オサキ製作㈱ 富士宮市
生活関連産業用機械製造
業

紙紐の強度、防水性及び生産性を向上させる紙紐
製造機の開発、販売

令和元年11月27日

㈲桜道ふとん店 御殿場市 呉服・服地・寝具小売業 温泉羽毛敷パッドの開発・製作・販売 令和元年11月27日

㈲加藤美建 伊東市 木造建築工事業
持ち運び可能な『組み立て式置き茶室』の開発と
販路開拓

令和元年11月27日

㈱アイフ 賀茂郡松崎町
写真機・時計・眼鏡小売
業

眼鏡専門店のオリジナル眼鏡ケア商品の販売 令和元年11月27日

http://takafuku.ocnk.net/�
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

令和元年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

㈱アクア 浜松市東区 建物売買業，土地売買業
透明性が高く適正価格がわかる不動産売買支援Ａ
Ｉシステムの開発及びサービス提供

令和元年12月20日

㈱サイト 浜松市西区 産業用機械器具賃貸業
移動式足場用電動キャスターの開発・販売及びレ
ンタル

令和元年12月20日

㈲家具の松家 浜松市南区 家具・建具・畳小売業 家具の目利き力を生かしたリペア・リメイク事業 令和元年12月20日

㈲うなぎの井口 浜松市浜北区 その他の飲食料品小売業
商品規格外うなぎなどを活用したレトルトパウチ
商品の開発

令和元年12月20日

橋本真長（三栄スポーツ） 浜松市浜北区
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

文字刺繍、写真等を刺繍にするデザイン刺繍を
様々な生地に施す記念品の開発、販売

令和元年12月20日

メタルサイエンス㈲ 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

自由なプラモデルキット「萬丸（まんまる）」の
開発・製造・販売

令和元年12月20日

名倉正司（名倉メロン農
場）

掛川市
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

フードロスメロンを活用した付加価値の高い新商
品の開発と販売

令和元年12月20日

平松奈保美（宇宙キッチン
ナーティー）

掛川市 専門料理店
糖質を抑えた糖尿病予備軍の子供向けおやつの開
発と販売

令和元年12月20日

㈱エムスクエア・ラボ 菊川市 家事サービス業
農業の運搬作業等をサポートする屋外作業用モビ
リティの開発・販売

令和元年12月20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

竹害対策に資する新たな漬物『幼竹漬物』の開
発・販売

令和元年12月20日

㈲油山温泉元湯館 静岡市葵区 旅館，ホテル 温泉旅館での合宿専門サービスの開発 令和元年12月20日

㈱J-SONIC 静岡市駿河区
一般産業用機械・装置製
造業

ロールクリーニング機構付きスリッターの開発と
販売

令和元年12月20日

㈱野蚕糸庵 静岡市駿河区 織物業
染色職人が持つ"柄足し"技術による振袖の再生
サービスの提供

令和元年12月20日

㈲燦有機研究所 焼津市 産業廃棄物処理業
残渣処理の炭化工程で発生する煙から抽出する
コーヒースモークビネガーの開発及び販売

令和元年12月20日

㈱榛南自動車学校 牧之原市 専修学校，各種学校
女性と高齢者が安心・安全に車に乗り続けられる
サービスの開発

令和元年12月20日

ワークス㈱ 榛原郡吉田町 床・内装工事業
一般消費者世帯向けのカーテン出張便サービス開
始とインテリア小物の開発

令和元年12月20日

㈱BREED 沼津市 機械器具設置工事業
カビの種類に応じた 適なカビ除去及び防カビ工
事サービスの提供

令和元年12月20日

㈱不二熱設備 沼津市
管工事業（さく井工事業
を除く）

室温の変化を色で伝えるエアコン用ステッカー
『絶対温管』の開発と販売

令和元年12月20日

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

ハートフルホームズ㈱ 富士市 建物売買業，土地売買業
ビッグデータを活用した商圏分析付き不動産仲介
サービスの開発と提供

令和元年12月20日

㈱にいや 富士市 他に分類されない卸売業 ドローンを活用した測量講習事業の展開 令和元年12月20日

森本ひろみ（ナチューレ・コ
ルト）

富士市 他に分類されない小売業
着脱が簡単な「イヤーブレスレット」の開発及び
販売

令和元年12月20日

アキヤマエヌシーテープセ
ンター㈱

富士市 自動車・同附属品製造業
移動式アーム三次元測定機を活用した、自動車金
型部品のリバースエンジニアリング技術の確立

令和元年12月20日

㈱富士庭苑 富士市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

ガーデンセラピーを取り入れた、新しい緑化スタ
イルの提案・提供

令和元年12月20日

㈱ビルド・アップ 富士市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

『2×4工法』パネルと耐震シュミレーション
サービスの一体提供

令和元年12月20日

㈱Life style 富士宮市 不動産代理業・仲介業
３Ｄバーチャルリアリティシステムを活用した物
件紹介サービスの開発及び販売

令和元年12月20日

(資)石川商店 御殿場市 畜産食料品製造業 熟成コッパの商品開発 令和元年12月20日

㈲山城屋山葵店 賀茂郡河津町 その他の食料品製造業
わさび漬けの改良と使い勝手を改善したパッケー
ジの採用による販路拡大

令和元年12月20日

㈲ファミリー・アンド・リゾー
ト川ばた

賀茂郡河津町 旅館，ホテル
独自の臭み抜きを施したズガニを活用した料理の
提供による新規顧客の獲得

令和元年12月20日

吉森太洋（ブラシカ
ファーム）

賀茂郡河津町 電気工事業
健康維持に寄与が見込めるプチヴェールパウダー
の製造、販売

令和元年12月20日

㈱松崎桜葉商店 賀茂郡松崎町 その他の食料品製造業 松崎町特産の桜葉を使った桜葉ミンチの開発 令和元年12月20日

令和２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

㈱プログメイト 浜松市中区 教養・技能教授業
「業務効率 適化支援AIを搭載したプロジェクト
統括管理クラウドサービス」の開発・販売

令和２年１月23日

マルゼン厨機㈱ 浜松市中区
管工事業（さく井工事業
を除く）

地域飲食業界支援「浜松地域フード・アシスト」
事業の展開

令和２年１月23日

㈱トレクシィ 浜松市西区 一般貨物自動車運送業
混載のマッチングシステム開発による安価な運送
サービスの提供

令和２年１月23日

(有)林新聞店 浜松市西区 書籍・文房具小売業
新聞店の強みを活かしたシェアビューティーサロ
ン

令和２年１月23日

浜松マーケティングサ
ポート㈱

浜松市北区
経営コンサルタント業，
純粋持株会社

ハローワーク求人申込みサービスを活用した新た
な求人採用支援サービスの開発

令和２年１月23日

㈱スカイロジック 浜松市北区 ソフトウェア業
ディープラーニングを活用した画像処理による製
品検査システムの開発と販売

令和２年１月23日

公表同意分39件（承認件数全43件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

(株)和靴 浜松市北区 靴・履物小売業 革靴の色がオーダーメイド可能なサービス 令和２年１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

眼鏡度数設定検査に調節機能解析検査を加えた心
や身体の健康をサポートする眼鏡の販売

令和２年１月23日

松野淸子（松野生花店） 浜松市天竜区 他に分類されない小売業 天竜杉間伐材の木製花器を使用した商品の販売 令和２年１月23日

マスダテクノ㈱ 磐田市
洋食器・刃物・手道具・
金物類製造業

粉体塗料で塗装した分割式の鉄製ササラの開発と
販売

令和２年１月23日

岩井有里（Ｗｅｂマーケ
ティング悠理）

菊川市
インターネット附随サー
ビス業

SNS世代に向けたコミュニケーション講座の開催 令和２年１月23日

㈲吉岡鐵工 袋井市 その他の金属製品製造業
温湯管作業レール対応且つフラットレール式の移
動レールを採用した移動台車の開発と販売

令和２年１月23日

石川剛寛（食彩工房） 袋井市 持ち帰り飲食サービス業
移動販売事業における出店・販促支援サービスの
展開

令和２年１月23日

ＳＤＭ㈱ 袋井市
その他の運輸に附帯する
サービス業

カンボジア人材に対する現地と日本での一貫教育
体制の構築

令和２年１月23日

辻美陽子（梅ヶ島くら
ぶ）

静岡市葵区 その他の飲食料品小売業
梅ヶ島産の茶、ハーブを使用した機能性を有する
チャイシリーズの開発・販売

令和２年１月23日

㈱エイビイエス 静岡市葵区 医薬品・化粧品等卸売業
クラゲ予防効果とUV機能を具備したボディク
リームの開発と事業展開

令和２年１月23日

(株)長谷 静岡市葵区 旅館，ホテル
インバウンドのファミリー向けに特化したコンド
ミニアム事業の展開

令和２年１月23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
ヤスリ目を応用する特殊加工を施した極小素材の
切り出し専用定規の開発と販売

令和２年１月23日

㈱コーヨー化成 静岡市清水区
化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

『baraio』化粧水の特性を生かしたストレス緩和
や、鎮静・覚醒作用を持つ医療系ウェット製品の
開発と販売

令和２年１月23日

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3mm以上の厚手タイプの保冷袋の製造 令和２年１月23日

(同)RIVERS IMPORT 静岡市清水区 他に分類されない小売業
オリジナルスモーク材を用いた新商品「スモーク
ライス」の開発と販売

令和２年１月23日

(同)RIVERS IMPORT 静岡市清水区 他に分類されない小売業
全国初！パウダー配合チップウッドの開発と販路
開拓

令和２年１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
サバ節由来乳酸菌を用いた米ぬかサプリの製造・
販売

令和２年１月23日

カネカ北川製茶㈱ 島田市 食料・飲料卸売業 企業向けの定額制「置き茶」サービスの提供 令和２年１月23日

㈱浅原 島田市
その他のプラスチック製
品製造業

急須不要で手軽にリーフ茶を飲めるカップの開
発・販売

令和２年１月23日

共同紙器㈱ 島田市 加工紙製造業
環境に合わせジョイント（接合部分）間隔を調整
し、不良品を抑制する段ボール製造販売

令和２年１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

㈱前田工房 榛原郡川根本町家具・建具・畳小売業 観光客向けのミニ茶箱の開発と体験教室の実施 令和２年１月23日

杉山真紀（伊藤設備工業
所）

沼津市
管工事業（さく井工事業
を除く）

布団の上で横になりながらインナーマッスルを鍛
えることが出来るクッションの開発と販売

令和２年１月23日

中川英俊（グランマ） 沼津市 パン・菓子製造業
県東部地域の農家との連携による観光客向け体験
型カフェの開設と展開

令和２年１月23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

カップ容器商品（漬物・佃煮）の酸素置換による
賞味期限の延長及び添加物抑制に向けた取組

令和２年１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）

電動式低圧吸引器をベッド等に固定するホルダー
（メラサの付き添い）の開発・販売

令和２年１月23日

㈲根上工業 沼津市 自動車・同附属品製造業 通過センサーシュートの開発と販売 令和２年１月23日

福泉産業㈱ 富士市 調味料製造業 橙を主原料とした調味料フレークの開発と販売 令和２年１月23日

㈱金森機械 富士市
農業用機械製造業（農業
用器具を除く）

タブレット形状の茶飲料「茶ｂｌｅｔ」の開発・
製造・販売と生産方法の確立

令和２年１月23日

東海染工㈱ 富士市 染色整理業 染色竹の色味を活かした照明カバーの開発と販売 令和２年１月23日

㈱ライズ 富士市
とび・土工・コンクリー
ト工事業

カチオンフレーム工法の受注システム・ＰＲ方法
の確立による受注拡大

令和２年１月23日

鈴木亮太（ミルクハウ
ス）

富士宮市 持ち帰り飲食サービス業
じゃがいもの澱粉を活用した新食感の軽食パン
「ぽち丸」の開発・販売

令和２年１月23日

福倫工業㈱ 御殿場市 その他の金属製品製造業
切削加工技術とワイヤー放電加工技術を融合させ
た複雑形状部品の製作及び販売

令和２年１月23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
釣り場でも、釣り糸とスナップを結びやすく、管
理しやすいスナップホルダーの開発・販売

令和２年１月23日

令和２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

㈱セラーコーポレーショ
ン

浜松市中区 その他の飲食店
地域密着型ジムの展開とネットカフェとの融合
サービスの提供

令和２年２月18日

㈱ペーパークラフトイト
ウ

浜松市中区 製本業，印刷物加工業
ファンシーペーパー等の特殊紙を使用したデジタ
ルスポットニス・箔加工製品の開発と販売

令和２年２月18日

篠﨑靖之(ハマヨシ産業) 浜松市中区 産業機械器具卸売業
卸売業が展開する競艇ボート型カプセル玩具の開
発・販売

令和２年２月18日

浜静トレーディング㈱ 浜松市東区 自動車卸売業
高精度測定機を活用した、自動車部品等の測定
サービスの開発と提供

令和２年２月18日

㈱森島農園 浜松市東区 耕種農業
機能性成分の含量が多い生食用小型小松菜の開発
と販売

令和２年２月18日

公表同意分46件（承認件数全47件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

(株)はなか 浜松市東区
他に分類されない事業
サービス業

ファミリー層をターゲットとした集客サービス
「おひめさまごっこプロジェクト」の企画販売

令和２年２月18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

腰の筋電・姿勢計測に基づく介護動作の教育指導
支援システムの開発と販売

令和２年２月18日

(株)Ｌａｎｄｖａｔｅ 浜松市南区 土木建築サービス業
土地開発設計時に作業効率が大幅に向上できる詳
細測量サービスの提供

令和２年２月18日

㈱ＯＳＰ 浜松市北区 自動車整備業
シニア層も外出を楽しめる車両カスタマイズサー
ビスの提供

令和２年２月18日

イナペイントサービス㈱ 浜松市浜北区 塗装工事業
浴室・浴槽の塗装によるリフォーム需要の取り込
み

令和２年２月18日

髙崎勝則（ゼスト） 浜松市浜北区 印刷業
オリジナルデザインとオーダーメイドに応える保
冷ボトルカバーの製作、販売

令和２年２月18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）

ＡＤＣ12のアルマイト加工で酸化皮膜を厚く、
錆を防ぐ製品の開発及び販売

令和２年２月18日

㈱掛川森林果樹公園・ア
トリエ

掛川市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

メラニン抑制効果のある機能性成分を探求し、そ
の成分を含んだ化粧品類の商品開発

令和２年２月18日

㈱ベストマーケティング 袋井市
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

携帯アプリ「遠州サーフ Ｆｉｓｈｉｎｇ Ｍａ
ｐ」の開発と顧客誘導の仕組みづくり

令和２年２月18日

㈱ＱＲｉＭｏ 御前崎市 スポーツ施設提供業
ＩＴ技術の導入により顧客が新たな経験をするこ
とが出来るボルダリング大会の開催

令和２年２月18日

㈱沙羅 周智郡森町
産業用電気機械器具製造
業

果物の皮が簡単に剥けるエチレンを活用した剥皮
促進手法の開発、及び事業展開

令和２年２月18日

㈱グローバルサンワ 静岡市葵区
プラスチック板・棒・
管・継手・異形押出製品
製造業

軟質ビニール立体成形及び特殊形状溶着を組み合
わせた技術の確立による受注拡大

令和２年２月18日

信建工業㈱ 静岡市葵区
土木工事業（舗装工事業
を除く）

社内デザイナー自ら撮影したドローン映像を景観
に反映したリアリティのある完成予想図の提供

令和２年２月18日

㈱自然の力農園 静岡市葵区
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

有機栽培の茶葉を使用した機能性表示食品の開発
と事業展開

令和２年２月18日

北川工業㈱ 静岡市葵区 一般土木建築工事業
海外（モンゴル）におけるＰＣ（プレストレスト
コンクリート)技法を用いた各種建物の建設

令和２年２月18日

㈱稲垣金型製作所 静岡市駿河区
その他の生産用機械・同
部分品製造業

樹脂成型品評価試験用の多目的金型の開発と評価
試験受託事業の展開

令和２年２月18日

㈱秋山機械 静岡市駿河区
生活関連産業用機械製造
業

省人化を実現する冷凍鮪皮むき機械の開発と販売 令和２年２月18日

㈱鈴木こうじ店 静岡市駿河区 調味料製造業
発酵食品の魅力発信及び新たな発見を行う体験型
サロン『発酵ラボ』の展開

令和２年２月18日

藤田友子(ＴＯＭＯＳ
Ｕ．Ｄ)

静岡市駿河区 デザイン業
建築を邪魔しない照明器具「建築ソケット」の開
発と販売

令和２年２月18日

田中克典(Ｃｏｎｃｈｅ) 静岡市駿河区 パン・菓子製造業
「わさび」本来の特性を活かしたガナッシュの開
発

令和２年２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

伊藤忠雅（ごはん屋さく
ら）

静岡市清水区
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

サイクリスト向け鹿肉バーガーの開発と販売 令和２年２月18日

ミヤハラフーズ㈱ 静岡市清水区 その他の食料品製造業
野菜本来の食感や風味を保ちつつ長期保存が可能
な真空パック商品の開発、販売

令和２年２月18日

㈲システムエンジニアリ
ング

焼津市 金属加工機械製造業
ロータリーコンプレッサーにおけるベーン溝の研
削装置の開発と販売

令和２年２月18日

伊藤謙（松葉畳店） 藤枝市 家具・建具・畳小売業 イ草を用いたインテリアの開発と販路開拓 令和２年２月18日

㈱マルハン 藤枝市 食料・飲料卸売業
Ｄアップ！しいたけパウダーの販売促進・販路拡
大

令和２年２月18日

㈲明工電気 島田市 電気工事業
自社で施工した太陽光発電設備を活用した災害対
策の強化事業の実施

令和２年２月18日

田中洋（Ｓｌｏｗ） 榛原郡吉田町 美容業
ヘアカラー専門店における、グループ割・パス
ポート・ギフトサービスの展開と販路開拓

令和２年２月18日

清水物産㈱ 沼津市 パン・菓子製造業 モルトカスを使ったクッキーの開発と販売 令和２年２月18日

市川和典（コーヒー
ショップアドニス）

富士市 自動車賃貸業
つけナポリタンの客単価向上に向けたスープ割の
提供

令和２年２月18日

日向教夫（はんの日向） 富士市 書籍・文房具小売業
CNFを添加した高耐久かつ軽量なチタン印章の開
発・生産及び販売

令和２年２月18日

植松麻美（ｍａｍｍｙ
ｔａｃｏｓ）

富士市 持ち帰り飲食サービス業 タコミートの冷凍食品の開発と販路開拓 令和２年２月18日

竹内理人（出張タイヤ
サービス縁）

三島市 自動車整備業
タイヤ出張交換の深夜時間対応・緊急対応の体制
の構築と個人向けサービスへの拡大

令和２年２月18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

47都道府県産掛け米仕込みの酒粕を使用した
『絆舞わさび漬』の開発・販売

令和２年２月18日

杉山かおり（美容室
haru）

富士宮市 美容業 美容師の独立支援サービスの提供 令和２年２月18日

㈱ユーシ・イレブン 富士宮市 紙製容器製造業
貼箱加工用の溝掘りカッターナイフの開発による
生産性の向上

令和２年２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）

マグネシウム合金によりハンドリムを軽量化した
テニス用車いすの開発と販売

令和２年２月18日

㈱さの萬 富士宮市 畜産食料品製造業 ミートジャムの開発、商品化と販路開拓 令和２年２月18日

高山弘次（ＤＥＥＲ Ｂ
ＡＳＥ ｉｚｕ しかま
る）

伊豆市 飼料・有機質肥料製造業
大型犬用の骨付き鹿肉ジャーキーの開発・製造・
販売

令和２年２月18日

コーラルウェイ㈲ 駿東郡清水町
他に分類されない事業
サービス業

人気アニメのコラボレーションによるオリジナル
中『深海もなか』の開発と販売

令和２年２月18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

一般高圧ガス容器再検査のボンベ印字作業を効率
化する自動マーキング装置の開発及び販売

令和２年２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

長崎真一（シャレー今井
浜）

賀茂郡河津町 旅館，ホテル
プロミュージシャンによる当館内ライブイベント
付宿泊プランの定期販売事業

令和２年２月18日

令和２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

太田恵子(HALELANI) 浜松市中区 菓子・パン小売業
アレルギー・低糖質に配慮した大豆シフォンケー
キの開発

令和２年３月５日

Juno Re(株) 浜松市中区
不動産賃貸業（貸家業，
貸間業を除く）

賃貸マンション向けデジタルソリューションサー
ビスの開発と販売

令和２年３月５日

薗田基一（茶ッ葉屋） 浜松市中区 その他の飲食料品小売業
お茶屋が提供する、自家焙煎茶とアルコールを組
み合わせた飲料の開発と販売

令和２年３月25日

鈴木晒整理㈱ 浜松市中区 染色整理業
新のアパレル市場ニーズを融合させた天然繊維

生地の加工開発と新たな海外販路の開拓
令和２年３月25日

㈱ライフクリエイト 浜松市中区 建築リフォーム工事業
液体ガラス塗料の性能を長時間維持できる施工方
法の確立

令和２年３月25日

㈱リアルエステートブラ
ザーズ

浜松市中区 不動産代理業・仲介業
クラウドを利用した賃貸物件の間取りトレース代
行サービスの展開

令和２年３月25日

ライト・イア(同) 浜松市中区
機械器具小売業(自動車,自
転車を除く)

明瞭度の高いWSDD方式スピーカーを活用した難
聴者向けスピーカー「KIKERU2」「KIKERUmini」
「Neckspeaker」の開発

令和２年３月25日

MATCHA KAORI JAPAN
㈱

浜松市中区 食料・飲料卸売業
お茶に興味のある海外消費者を対象とした日本茶
魅力体験ツアーの企画

令和２年３月25日

㈱KAKEN 浜松市東区 電気工事業
24時間監視が可能な後付け方式のカメラシステ
ムの開発と販売

令和２年３月５日

㈱まる十八 浜松市東区 専門料理店
フリートッピングで提供するテイクアウトまぜそ
ば商品の開発と販売

令和２年３月25日

櫻井亮（ＳＴＡＧＥ Ｚ
ＥＲＯ）

浜松市東区 教養・技能教授業
ジュニアアスリートに向けたスポーツの見える化
を実現する映像システムの展開

令和２年３月25日

㈱NOKIOO 浜松市東区 ソフトウェア業
育児休業中の学びプラットフォーム「育休スク
ラ」の実施

令和２年３月25日

㈱NOKIOO 浜松市東区 ソフトウェア業
地方企業をターゲットにした人材育成型就業支援
事業

令和２年３月25日

松浦英雄(JONDA) 浜松市東区
石工・れんが・タイル・
ブロック工事業

静岡県産食材を使った手作りで心のこもった「お
ふくろの和の味」ケータリングサービスの実施

令和２年３月25日

(株)いなさ 浜松市西区
その他のはん用機械・同
部分品製造業

いなさ式コンサルティング型受注活動と一貫生産
体制確立による売上拡大

令和２年３月５日

㈲マルサ村松商店 浜松市西区 食料・飲料卸売業
有機栽培の在来種落花生を使用したピーナッツバ
ターの開発と出張量り売り事業の展開

令和２年３月25日

㈲さざなみ写真館 浜松市西区 写真業
高い写真撮影・現像技能を活かしたフィルム撮影
によるモノクロ記念写真撮影サービスの開発

令和２年３月25日

公表同意分163件（承認件数全174件）
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企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日

㈱バルハウス 浜松市西区 木造建築工事業
設計データの三次元ＶＲ化によるコンセプトパッ
ケージ住宅の商品特性・価値の伝達

令和２年３月25日

㈱豆乃木 浜松市西区 その他の飲食料品小売業 「コーヒー豆のグループ購入制度」の導入 令和２年３月25日

近藤明美(餃子の革命物
語)

浜松市西区 専門料理店 鰻の付けタレ餃子の開発・販売 令和２年３月25日

㈱セラフト 浜松市西区
陶磁器・同関連製品製造
業

薄膜加飾コート及び樹脂練り込みによる白金ナノ
粒子の高濃度製造加工技術の確立と事業化

令和２年３月25日

三幸(株) 浜松市南区 身の回り品卸売業
東京2020オリンピックを契機とした、静岡県の
郷土工芸品である「浜松注染」と染色技法である
「長板染め」による商品の開発と販売

令和２年３月５日

大塲友樹（うまいもん空
海）

浜松市南区 その他の食料品製造業
製造過程で発生・廃棄処分する生姜の搾り汁を活
用した『調味用生姜の搾り汁』製品の開発

令和２年３月25日

㈱イーモア 浜松市南区 建築材料卸売業 新たな簡易型滑り抵抗測定機の開発 令和２年３月25日

大庭宏之(浜松まちなか
ボクシング＆フィットネ
ス)

浜松市南区 スポーツ施設提供業
「健康経営を目指す企業向けボクシング要素を組
み込んだ出張体幹トレーニング」の実施

令和２年３月25日

戸塚礼子(ACE個別指導
塾)

浜松市南区 学習塾
個別指導塾が企画するフィリピン、セブ島での体
験型スタディツアーの提供

令和２年３月25日

長谷川稔（カービュー
ティープロ長谷川）

浜松市北区 自動車整備業
『車内汚れ丸洗いクリーニング』による快適な車
内空間の提供

令和２年３月５日

㈱魚磯 浜松市浜北区 配達飲食サービス業
冷めても食感が損なわれない製法で仕上げた餃子
弁当の開発と販売

令和２年３月25日

細谷きよみ（アンド） 浜松市浜北区 デザイン業 『孫と撮る』ことに特化した撮影サービスの提供 令和２年３月25日

㈱美浜工業 浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業
変形が容易な身装用製品に関わる形状測定・成形
素材『ソリッドフリークロス』の事業化

令和２年３月25日

㈱パシオス 磐田市 耕種農業
持続可能な農業経営に向けたコンサルティング事
業の展開

令和２年３月５日

㈲銘木堂 磐田市 建築材料卸売業
木育をテーマとした広場（遊園地）の提供による
新規顧客の開拓

令和２年３月５日

㈲豊富製作所 磐田市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

汎用加工機向け高精度角度調整治具の開発と販売 令和２年３月25日

増井久也（ガレージｅｌ
ｕ）

磐田市 自動車小売業
技術力を活かし、メンテナンスを行なった高付加
価値かつ安全性の高いクラシックカーの国内外顧
客への販売

令和２年３月25日

㈱庭仁 磐田市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

乗用式草刈機とＩＣＴ技術を組み合わせた施工及
び施工管理の効率化

令和２年３月25日

㈲青島プレス 磐田市 金属素形材製品製造業
サーボプレスのカスタムプログラム及び金型調整
による新加工技術の確立

令和２年３月25日

横山昭吾（８１ＷＯＲＫ
Ｓ）

磐田市 その他の繊維製品製造業
移動販売車による現地対応の刺繍サービスと刺繍
付き商品の販売

令和２年３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

㈱パシオス 磐田市 耕種農業
アスパラガスの未利用部分を活用した『遠州アス
パラギン酸レモンサワーの素』の開発と販売

令和２年３月25日

㈱村上商店 磐田市 再生資源卸売業
清掃ロボットによるエアコン自動洗浄サービスの
展開

令和２年３月25日

㈲成神工業 掛川市
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

粗挽きドライレタスの商品化によるリーフレタス
の廃棄ロス削減に向けた取組み

令和２年３月25日

小池司（一合一笑居酒屋
蓮華）

菊川市 酒場，ビヤホール
菊川産ミニトマトを使用したつけ担々麵の開発と
販売

令和２年３月５日

㈲いさごや 湖西市 パン・菓子製造業 焼き印付きカステラ『ロゴテラ』の開発・販売 令和２年３月５日

黒田武大（極漁丸） 湖西市 その他の娯楽業
観光えびすき漁・シーバスフィッシング利用者の
ニーズを追及した飲食サービスの提供

令和２年３月５日

加藤登（丸加建具） 袋井市 その他の職別工事業
『家族・友人への想い』を形にした完全受注生産
による木製食器の製作・販売の実施

令和２年３月５日

㈱ＨＩＴＥＸ 袋井市

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

業務用エアコンのフロン漏れ監視をする制御機器
の開発と製造・販売

令和２年３月25日

㈱ＨＩＴＥＸ 袋井市

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

パチンコ店全面禁煙に向けた換気ファン省エネシ
ステムの開発と製造・販売

令和２年３月25日

㈲山精水産 御前崎市 水産食料品製造業
独自商品『しらすチップス』の賞味期限２倍化と
新商品『燻製風味しらすチップス』の開発

令和２年３月25日

大川企業組合 静岡市葵区
事業協同組合（他に分類
されないもの）

汎用設備を活用し、わさび特有の"辛み"と"香"を
活かしたわさびパウダーの開発

令和２年３月５日

深澤淳子（静岡よみかえ
る工房）

静岡市葵区
和装製品・その他の衣
服・繊維製身の回り品製
造業

親から子、孫へ継承する帯・着物のリメイクシ
リーズと『よみかえる工房』のブランド化の取組

令和２年３月５日

㈱青島文化教材社 静岡市葵区 がん具・運動用具製造業
小学生へ手軽に職人体験を提供するプラスチック
モデルの開発

令和２年３月25日

㈱シルクマスター 静岡市葵区 印刷業
高品質転写プリント技術を活用したスケートボー
ドデッキ分野における新たな事業展開

令和２年３月25日

昭和カード㈲ 静岡市葵区 印刷関連サービス業
対象物に合わせて検査方法が選択できる透過照明
を具備した工業用ラベルシール検査工程の開発

令和２年３月25日

ルモンド㈲ 静岡市葵区 その他の専門料理店
世界農業遺産「静岡の茶草場農法」によるお茶と
ティーペアリングさせたフルコースの提供

令和２年３月25日

㈱北河建築設計 静岡市葵区 その他の専門サービス業
後継者不足に悩む設計事務所との分業による雇用
継続と商圏拡大

令和２年３月25日

㈱トンボヤ 静岡市葵区 婦人・子供服小売業
エスニック風の寄木細工アクセサリーの開発・販
売

令和２年３月25日

㈱トンボヤ 静岡市葵区 婦人・子供服小売業
遠州織物を用いた短納期・セミオーダー婦人服の
開発と販売

令和２年３月25日

鈴木敦子（恵工芸） 静岡市葵区 がん具・運動用具製造業
雛具の小型化と、伝統性と革新性を併せたデザイ
ンによる販路開拓

令和２年３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

藤原　俊(Sun crafts) 静岡市葵区 ガラス・同製品製造業
ステンドグラス技術を応用し凹凸加工した富士山
プレートの制作と販売

令和２年３月25日

手塚篤(アトリエ?クレー
ヴ)

静岡市葵区 菓子・パン小売業
臭みがなく栄養成分の高いヤギミルクを使用した
洋菓子の開発と販売

令和２年３月25日

㈲バリアフリー静岡 静岡市葵区 宗教用具製造業
「より効果が実感できる絵馬シリーズ」(簡単に
分割できる厄除け絵馬)の開発と販売

令和２年３月25日

HAMAKEN㈱ 静岡市駿河区
生活関連産業用機械製造
業

種類が異なるチーズを分割成型できる自動チーズ
成型機の開発と販売

令和２年３月５日

(株)オー・ルージュ 静岡市駿河区 自動車整備業
特殊車両の点検・修理、車輌リース、代車の提供
を一括して行うスマートフリートシステム事業の
展開

令和２年３月５日

㈱今泉鋳造鉄工所 静岡市駿河区
生活関連産業用機械製造
業

重量鋳物の受注拡大と木型の内製化等による生産
性向上、売上・利益の拡大

令和２年３月25日

㈱エス・トラスト 静岡市駿河区 産業機械器具卸売業
静岡発地域スポーツを介して企業及び地域住民が
繋がるスポーツダイニングコミュニティの展開

令和２年３月25日

エス・マテック㈱ 静岡市駿河区 その他の金属製品製造業
半導体極小部品のメッキにおけるRoHS適合証明
のための社内成分分析体制の構築

令和２年３月25日

中澤弘美(ａｔｅｌｉｅ
ｒ Ｈｊａｒｔａ)

静岡市駿河区
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

織屋の技法を生かしつつ共同開発した、オリジナ
ル遠州織物によるアパレル商品の開発と販路開拓

令和２年３月25日

㈱駿河酒造場 静岡市駿河区 酒類製造業
静岡市のローカルフード「静岡おでん」と合わせ
て楽しむ日本酒の開発

令和２年３月25日

白石雛具㈱ 静岡市駿河区 がん具・運動用具製造業
サイズ展開豊富な組立式雛人形ディスプレイ用
ケースの開発

令和２年３月25日

日本アキュムレータ㈱ 静岡市清水区 ポンプ・圧縮機器製造業 アクアドライブシステム用水圧機器の開発と販売 令和２年３月５日

興津貨物自動車運輸㈱ 静岡市清水区 一般貨物自動車運送業
短納期・低コストを実現した車体プリント『デザ
イントラック』の展開

令和２年３月５日

㈱池ノ沢工業 静岡市清水区
土木工事業（舗装工事業
を除く）

インフラの長寿命化に必要な下地処理にかかる新
工法の確立、及び展開

令和２年３月５日

児玉紙器㈱ 静岡市清水区 紙製品製造業 ニーズを先取りした紙代替製品の開発及び展開 令和２年３月25日

㈱トマト 静岡市清水区 他に分類されない製造業 自立支援型電動昇降式トイレベッドの製造、販売 令和２年３月25日

㈱河村蒟蒻店 周智郡森町 その他の食料品製造業
風味の向上と歩留まり改善に向けた伊豆産天草
使用ところてん製造工程の開発

令和２年３月25日

エンドー豆腐㈱ 静岡市清水区 その他の食料品製造業
清水区中河内の在来品種「ここ豆くん」をつかっ
た豆腐の開発と販路開拓

令和２年３月25日

湯田榮(シューハウス エ
クレール)

静岡市清水区 菓子・パン小売業
口どけにこだわった生地による噛まずに飲み込め
るシュークリームの開発と販売

令和２年３月25日

㈱エスクリエイト 静岡市清水区 印刷関連サービス業
アプリ不要のカラーQRコードによるマーケティ
ングツールの開発・展開

令和２年３月25日

http://www.suncrafts.jp/�
http://www.facebook.com/atorie.creve/�
https://www.yakuyoke-ema.com/activities�
http://eau-rouge.co.jp/�
http://www.imaizumichuzou.co.jp/index.html�
https://thesix.co.jp/�
http://s-matec.co.jp/index.html�
https://atelier.hjarta.jp/�
https://tenkou.base.ec/�
http://www.shiraishi-hina.com/�
https://www.nacol.co.jp/�
http://www.okitsukamotsu.com/�
https://www.tomato-miyabi.co.jp/�
https://www.instagram.com/endotofu1905/?igshid=17xybhdy2hebg�
http://s-cre.com/�


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）

学生服等製造における一括裁断による生産体制の
確立と短納期化の実現

令和２年３月25日

婆娑羅Project(同) 静岡市清水区 広告業
港湾擬人化キャラクター"みなとむすめ"の展開に
よる地域活性化モデルの構築と販路開拓

令和２年３月25日

レオリブレ㈱ 静岡市清水区 スポーツ施設提供業
フィットネス事業におけるマッチングサービスの
構築と販路開拓

令和２年３月25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

環境に配慮した「資源プラスチック」のペレット
化設備の開発

令和２年３月25日

青木悟(青木農園) 静岡市清水区 耕種農業
「樹齢約100年の夏みかんの木」の特性を生か
し、有効活用したマーマレードの開発

令和２年３月25日

岸萬塗装㈱ 焼津市 他に分類されない製造業 ＣＮＦを混合した立体木目塗装の開発と事業化 令和２年３月25日

滝井愛龍（大井川事務
機）

焼津市 書籍・文房具小売業 定額制のパソコンサポートサービスの開始 令和２年３月25日

磯料理みなと家㈲ 焼津市 専門料理店
釣り客が釣った魚を料理店内で料理するサービス
等の提供

令和２年３月25日

㈱カネシンＪＫＳ 焼津市 水産食料品製造業
手火山式焙乾による骨まで食べられる干物の開
発・販売

令和２年３月25日

㈱ＡＮＣＨＯＲ ＢＩＲ
ＤＳ

焼津市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

拡底式コンクリートドリルの開発・販売 令和２年３月25日

良知樹園㈱ 焼津市
土木工事業（舗装工事業
を除く）

『庭木の里親サービス』によるサスティナブル
ガーデンクリエイト事業の展開

令和２年３月25日

㈱東商 焼津市 飼料・有機質肥料製造業
植物本来の強さを引き出すカニ殻成分配合肥料の
製造・販売

令和２年３月25日

㈱三友機械製作所 焼津市
その他の生産用機械・同
部分品製造業

18L缶専用のクリーニング装置の開発、販売 令和２年３月25日

㈱マーベラス 焼津市 家具製造業
島田伊久美地区の無農薬有機栽培茶葉を用いたお
茶サプリメントの製造・販売

令和２年３月25日

石原水産㈱ 焼津市 水産食料品製造業
定貫需要やラインナップの増加等、消費者のニー
ズに対応したかつお・まぐろのたたきの提供

令和２年３月25日

ニシダ㈱ 藤枝市
その他の家具・装備品製
造業

現代の住宅環境にあった浴室乾燥専用洗濯ハン
ガーの開発

令和２年３月５日

㈱食の学び舎くるみ 藤枝市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

休眠管理栄養士マッチング事業の展開 令和２年３月５日

杉原和子（ＬＥＡＴＨＥ
Ｒ ＰＡＲＫ）

藤枝市
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

体に負担の少ないピーナッツ型トートバックとシ
リーズ商品の開発と販売

令和２年３月５日

㈱私の眠り井鍋 藤枝市 呉服・服地・寝具小売業
寝具店が羽毛布団の羽毛を蘇らせ、品質、素材に
こだわったダウンジャケットの開発・販売

令和２年３月25日

静岡お茶の里かなや㈲ 島田市 その他の飲食料品小売業
生産･加工から販売までの一貫体制による有機茶
の海外ユーザー向け販路開拓

令和２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

㈲シー･フィールド 島田市
他に分類されない事業
サービス業

一軒家型店舗を活用した受講者参加型セミナーの
開催と個別相談を併用した事業の構築

令和２年３月25日

㈱水野アルミ 島田市
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

インターネットを活用した注文住宅や事業所用の
オーダーメイドサッシの短納期・低単価による提
供

令和２年３月25日

㈱エーピーアイ 島田市 印刷業
ネット上でオンデマンドでの印刷の仕様決定や校
正が可能なサービス開始による生産性向上と売上
増加への取組み

令和２年３月25日

㈱荒畑園 牧之原市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

GABA入りティーバッグの開発と販売 令和２年３月５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

容易に取付けでき、正確な計測が可能なセンサ装
置とこれを用いた養液栽培装置の開発と販売

令和２年３月25日

㈲アイコー企画 榛原郡吉田町 保険媒介代理業
島田市産のいちご等の農産物を活用したお土産用
３色パンケーキの商品化と販路開拓

令和２年３月５日

ヤイズボデー工業㈱ 榛原郡吉田町 自動車・同附属品製造業
遮熱力を高め、接合部分を少なくし保冷効果を高
める冷凍車の製造、販売

令和２年３月５日

大村真澄（ＴＡＣＫ Ｃ
ａｎｏｅ Ｗｏｒｋｓ）

榛原郡川根本町
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

カヌー等のウォーターアクティビティを中心とし
たスポーツ拠点設置の事業化

令和２年３月５日

川根インダストリー㈱ 榛原郡川根本町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

お茶の粉砕加工で発生する廃棄粉茶を活用した石
鹸の開発と販路開拓

令和２年３月25日

㈲串屋 沼津市 酒場，ビヤホール
企業の働き方改革やSDGsを推進する昼宴会サー
ビスの提供

令和２年３月５日

ブルーオレンジ(同) 沼津市 電気業
オリーブと焼き塩を使用する商品の開発と販路開
拓

令和２年３月５日

日本パワーテクノ㈱ 沼津市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

発生量が多く、安全な水素ガス発生器の開発・販
売

令和２年３月５日

㈱エルーチェ 沼津市 その他の物品賃貸業
県内従事者を対象とした会員制婚活プラット
フォームの確立と事業展開

令和２年３月５日

秋元邦博（高邦精機） 沼津市 金属加工機械製造業 組み立て式収納型『アイアン家具』の製造、販売 令和２年３月５日

㈱市川 沼津市 他に分類されない小売業
アニメとのコラボレーションによるオリジナルの
アクリル板眼鏡スタンドの開発と販路開拓

令和２年３月５日

㈱鳩のつえ 沼津市 その他の専門サービス業
０歳児から２歳児に対する保育カリキュラム（自
然体験教室等）の開発・提供

令和２年３月５日

㈲宮内製作所 沼津市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

アウトドア工房“街キャンLabo”開設による売上
拡大とオリジナルアウトドア用品の開発・販売

令和２年３月25日

エスティーム㈱ 沼津市 電気工事業
電気設備の設計・工事・保安点検のワンストップ
サービスの提供

令和２年３月25日

㈱天華葬祭 沼津市 冠婚葬祭業
死後事務委任契約を活用した高付加価値サービス
の構築と提供

令和２年３月25日

大西鐵構㈱ 沼津市 土木建築サービス業
３次元レーザー測定による建築物のデジタル図面
化及び保管サービスの提供

令和２年３月25日
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髙橋幸紀（髙橋畳店） 沼津市 畳等生活雑貨製品製造業
畳の切れ端や畳縁を使ったバッグ・カバンの製作
を通じた畳製品の販売拡大

令和２年３月25日

㈱美幸工業 沼津市 機械器具設置工事業
コインランドリー機器のリユース向けのマッチン
グサービスの構築

令和２年３月25日

㈱ビー 沼津市 他に分類されない卸売業
沼津の特産品あじの干物をそのまま食べられる缶
詰・金目鯛の干物の缶詰開発・提供

令和２年３月25日

㈱NIW 沼津市
情報処理・提供サービス
業

GIS情報とリンクした市町村の避難行動要支援者
名簿作成システムの開発と販売

令和２年３月25日

㈱漱石 沼津市
その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

美容商品（除光液をはじめとする液体及びジェル
タイプの注入式モバイルペン）の開発・販売

令和２年３月25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）

ＩＯＴを活用した自社生産性向上体制構築及び生
産管理システムの開発、販売

令和２年３月５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

鋳造を重ねたダイカスト用金型の修理・メンテナ
ンス時のクラック溶接前後に余熱をかける事で金
型寿命を延ばすサービス提供

令和２年３月５日

松岡紙業㈱ 富士市 再生資源卸売業
古紙リサイクルを通じて静岡県の地域医療を支え
る仕組み｢カミカラドクター｣の普及啓発

令和２年３月25日

㈱サンフジ 富士市 加工紙製造業 ねぶたペーパーウォレットの開発・販売 令和２年３月25日

芦澤正人（アトリエパセ
リ）

富士市 教養・技能教授業
新規顧客獲得に向けたオリジナルお散歩犬（造形
物）の制作ワークショップの実施

令和２年３月25日

津田製紐㈱ 富士市
綱・網・レース・繊維粗
製品製造業

ユーザー自身が素材の良さを感じながら完成させ
る、クランチバックとノートブックの開発と販売

令和２年３月25日

㈱マリアージュアカデ
ミー

富士市
他に分類されないサービ
ス業

ヨガスタジオによる、身体づくりからはじめる結
婚相談所事業の展開

令和２年３月25日

㈱鈴剛 富士市 再生資源卸売業
顧客自身で機密文書を破砕処理するセルフシュ
レッダーサービスの展開

令和２年３月25日

㈱コミュニティー 富士市 その他の専門サービス業
英会話塾が提案するALT(外国語指導助手)育成事
業の展開

令和２年３月25日

㈲はや川 富士市 すし店 長期保存が可能なイカの塩辛の製造・販売 令和２年３月25日

㈱イーエスエス 富士市 建物サービス業
通常洗浄で落としきれないシミを落とす「シミ
トール工法」の開発・提供

令和２年３月25日

天野真（建築業 天野マ
コト）

富士市 木造建築工事業 高齢者向け快適木造平屋住宅の開発と販路開拓 令和２年３月25日

岩﨑英明（あさひなホリ
スティックケア

三島市
他に分類されない生活関
連サービス業

伴走型ホリスティックケアサロン事業の展開 令和２年３月５日

㈱ビズホープ 三島市 その他の専門サービス業
首都圏ランサーと地元中小企業をマッチングする
『移住促進型副業求人事業』の展開

令和２年３月25日

㈱パピアパペル 三島市 その他の専門サービス業
海外需要等に対応した遠州織物のユニフォームお
よびインテリア商材の開発と販売

令和２年３月25日
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尾林敬子（手作り工房
Poco a Poco)

三島市 菓子・パン小売業
『酸味』と『スパイス』を抑え食材として活用で
きるマリアージュピクルスの開発・販売

令和２年３月25日

三島食品㈱ 三島市 その他の食料品製造業
オリジナルさくら棒の製造体験ができるなりわい
プログラムの開発及び提供

令和２年３月25日

（同）SAZARE 三島市 身の回り品卸売業
小規模事業者の作り手メーカーの販路を応援する
サイトサービスの開設・運営

令和２年３月25日

石渡食品㈲ 三島市 パン・菓子製造業
一口サイズで食べやすい保存期間が長い低糖質プ
ロテインキューブの製造と販売

令和２年３月25日

㈱堀江塗料 三島市 化学製品卸売業
バクテリア等を用いた天然素材原料の消臭剤・防
虫剤のＯＥＭ商品としての提案販売の展開

令和２年３月25日

溝口信子（トラノコ洋菓
子店）

裾野市 菓子・パン小売業
函南町産の旬の野菜を使ったヘルシー志向の高い
野菜タルトの開発・販売

令和２年３月25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

ラップ盤・ポリッシュ盤のレトロフィット用プロ
グラムの開発・販売

令和２年３月５日

㈱ミツムロ 富士宮市
民生用電気機械器具製造
業

回転式穴あけ加工の多段化による加工効率の向上
と受注拡大

令和２年３月５日

㈱オギ 富士宮市 金属素形材製品製造業
旋盤を用いた丸パイプの切断方法の改善による品
質向上と販路拡大

令和２年３月25日

㈲フジタ産業 富士宮市
他に分類されないサービ
ス業

あいまい検索の活用によるイベント企画の迅速化
と受注拡大

令和２年３月25日

富士パック㈱ 富士宮市 紙製容器製造業 ファスナー付き紙製手提げ袋の開発・販売 令和２年３月25日

丸山工業㈱ 富士宮市 金属素形材製品製造業
軽量で高音域を確保できるマグネシウム合金製リ
コーダーの開発・販売

令和２年３月25日

富士高砂酒造㈱ 富士宮市 酒類製造業
コーヒー特有の香りと苦味・酸味を自家製米焼酎
にブレンドした「コーヒースピリッツ」の開発・
販売

令和２年３月25日

渥美耕次（大田屋製菓
店）

御殿場市 菓子・パン小売業 御朱印取扱いに関連した新商品の製造・販売 令和２年３月25日

㈱熱海魚市場 熱海市 農畜産物・水産物卸売業
飲食店への競り権公開を通じた未利用魚の取扱強
化と飲食店への地魚メニュー開発の支援

令和２年３月25日

蛭海㈲ 伊豆の国市
不動産賃貸業（貸家業，
貸間業を除く）

お絵かきジュエリー製作サービスの展開 令和２年３月25日

㈱アシウエル 伊豆の国市 靴・履物小売業
デジタル測定器を活用したフスフレーゲによる
トータルフットケア専門店の展開

令和２年３月25日

勝海直樹（大仁ゴルフ
ガーデン）

伊豆市 スポーツ施設提供業
他者目線を抑えた練習スペースやゴルフの楽しみ
方のレクチャーをセットにしたサービスの提供

令和２年３月25日

㈲杉村左官工業 伊豆市 左官工事業
食べごたえとふわふわ感を兼ねそなえた『まる
こっぺ』の開発・販売

令和２年３月25日

宇佐美麦酒製造㈱ 伊東市 酒類製造業
自社農園で収穫した伊東産みかんを使用した発泡
酒の製造・開発

令和２年３月25日
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㈲幸建 伊東市 木造建築工事業
木材を知り尽くしたプロ集団によるＤＩＹカフェ
のオープン

令和２年３月25日

川込暁（Sama-kimono) 下田市 その他の各種商品小売業 100年前の生地を活用した洋服や小物の提供 令和２年３月５日

志田好惠（酒のアス
モー）

下田市 各種食料品小売業
顧客の好みに応じた当店オリジナルの熟成焼酎の
販売

令和２年３月25日

沼津高圧ガス産業㈱ 駿東郡清水町
他に分類されない事業
サービス業

ＬＰガス容器法定定期検査の前段取り作業改善に
よる生産性向上の展開

令和２年３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）

金属端材を 大限に活用する『型』の開発とそれ
を活かした和雑貨商品の展開

令和２年３月５日

平山文敏（ダイゴ丸） 賀茂郡南伊豆町海面漁業 地魚未利用魚の燻製商品の開発・販売 令和２年３月25日
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