
●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。

令和２年10月の経営革新計画承認一覧
公表同意分45件（承認件数全46件）

企業名 所在地 業種 経営革新のテーマ 承認日 参考（ホームページアドレス）

㈱ハイタック 沼津市 金属素形材製品製造業
メンテナンス性と小径加工技術に優れた海
外向けのガンドリルマシンの開発・販売

令和２年10月16日 https://www.hi-tak.co.jp/

㈱カタヤマキ 静岡市清水区 水産食料品製造業
桜えびの乾燥ノウハウを組み入れた新たな
乾燥機の開発・導入による上質な干し桜え
びの生産量増加

令和２年10月16日 http://www.tokai.or.jp/katayamaki/

ソルトスプラッシュ㈱ 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『DaLaCaキャンプ場マップ』の開
発と顧客誘導の仕組みづくり

令和２年10月16日  https://dalaca.co.jp/

㈱小野園 御殿場市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

『味濃・特深蒸し煎茶ティーバッグ』の商品
開発

令和２年10月16日 https://onoen.jp/

㈱テクニカ 磐田市
自動車・同附属品製造
業

オリジナル冶具の活用による多品種少量生
産自動化体制の確立

令和２年10月16日 －

神誠商事㈲ 周智郡森町 冠婚葬祭業
ペット葬祭の別ブランド立ち上げによる『家
族の心に寄り添ったサービス』の実現

令和２年10月16日 https://www.shinsei-syouji.com

志村　弘信（佳肴　季
凛）

富士市 専門料理店
割烹料理店の味を自宅で気軽に味わえる
オリジナル商品の企画と販路開拓

令和２年10月16日 http://kakoh-kirin.jp/

㈱三光ダイカスト工業
所

三島市 非鉄金属素形材製造業
首都圏に子や孫を持つシニア世帯向けWeb
配信付農園事業の展開

令和２年10月16日 http://diecasty.com/

ナイトー工業㈱ 浜松市中区
建設用・建築用金属製
品製造業（製缶板金業
を含む）

２ＷＡＹロケットストーブ（てんぐの小太鼓）
の製造、販売

令和２年10月16日 －

㈱一富士製菓 静岡市駿河区 パン・菓子製造業
国内の土産物菓子初となる高品質チョコ
レートをのせたサンドクッキーの開発と販売

令和２年10月16日 http://www.ichifuji-seika.jp/

㈱ホンダ 富士市
その他のプラスチック製
品製造業

省スペースを実現するハーフカットを用いた
フリーサイズコンテナと仕切り板の製造及び
販売

令和２年10月16日 http://www.co-honda.co.jp/

㈱関本管工 島田市
管工事業（さく井工事業
を除く）

バーリング加工・機械溶接による強度・耐腐
食性を高めたサニタリー配管の製造・販売

令和２年10月16日 https://skan.jp/

㈲ライフレビュー 静岡市葵区 老人福祉・介護事業
運動補助ツール、リズム音楽、笑顔とコミュ
ニケーションを融合した独自の運動機能維
持・向上プログラムサービスの提供

令和２年10月16日 http://www.life-review.co.jp

㈱大昭和加工紙業 富士市 加工紙製造業
新紙素材『KAMEDE+CNF』を使ったペー
パーコンテナの開発・販売

令和２年10月30日 http://www.daishowa-kakoshi.co.jp/

山本　幸一（山本紙
器製造所）

沼津市 紙製容器製造業
幼少期の絵画作品などをオリジナルの紙箱
に『おもいでのたからばこ』の販売

令和２年10月30日 http://yamamotoshiki@amebaownd.com

㈲葛山製作所 裾野市
自動車・同附属品製造
業

検査機能を装備したＯリング組入れ装置の
開発及び導入

令和２年10月30日 http://www.katsurayama.net/

杉本金属工業㈱ 静岡市駿河区
自動車・同附属品製造
業

自動車向けプレス部品の外観検査自動化
の実現

令和２年10月30日 http://www.sugimoto-mm.co.jp/

㈱たいざんフーズ
コーポレーション

富士市 専門料理店
地元食材を活用した持ち帰り用半調理済冷
凍ラーメンの開発と販路開拓

令和２年10月30日 http://www.r-taizan.com/

㈱ＭＩＹＵＫＩ 浜松市西区
他に分類されない生活
関連サービス業

質の高い業務体制を維持・周到しながら、
新しい生活様式に則し企画・展開するオン
ライン結婚相談サービスの開発

令和２年10月30日 https://www.good-chance.co.jp/

㈱グランベルク 浜松市西区
他に分類されない小売
業

デジタル技術を採り入れたジュエリーカスタ
ムリメイクサービスの提供

令和２年10月30日 https://glanzen-berg.com/

第一酵母㈱ 伊豆の国市 清涼飲料製造業
携帯性・品質安定・環境に配慮した酵母飲
料の開発・販売

令和２年10月30日 https://www.daiichikobo.com/

㈲大庭製作所 磐田市
自動車・同附属品製造
業

ロボット設置用高精度スライド用フレームの
製造

令和２年10月30日 https://oobaseisaku.jp

鈴木晒整理㈱ 浜松市中区 染色整理業 高品質『ビックライズ加工』生地の量産化 令和２年10月30日 https://suzukisarashi.co.jp/co_profile/

㈱サワキュウスポー
ツ

裾野市
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

オリジナルキャラクターを活用した卓球用品
の販路開拓

令和２年10月30日 https://sawakyu-sports.net

古田工業㈱ 浜松市中区 非鉄金属素形材製造業
福祉介護関連部品の高精度化による安全
性と意匠性の向上

令和２年10月30日 https://www.furuta-fua.com/

㈲川井米店 三島市
その他の飲食料品小売
業

地元客および観光客向け手土産用『手つぶ
し味噌ダレ入りゴマ米団子』の開発・販売

令和２年10月30日 http://kawai-komeya.jp/
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ウェル恵明会㈱ 浜松市西区 老人福祉・介護事業
言語発達支援も受講可能な放課後等デイ
サービス事業の提供

令和２年10月30日 http://www.rupinus.jp

㈲ファイバー浜松 浜松市浜北区 織物業
長時間のマスク着用による耳の痛みの軽
減に役立つ抗菌ストラップの開発と販売

令和２年10月30日 http://www.fbhamamatsu.jp/

採用育成サポート（協
組）

浜松市南区
経営コンサルタント業，
純粋持株会社

オンラインを活用した、中小企業の採用活
動・人材育成の支援サービスの提供

令和２年10月30日 https://www.saiiku.or.jp

㈲ベネテック 御殿場市
自動車・同附属品製造
業

CFRP製折り畳み式松葉杖の製造と販売 令和２年10月30日 https://www.benetec.jp/

ＦＰＫナカタケ㈱ 焼津市 家具製造業
避難所でプライベート空間を確保！もたれ
かかっても大丈夫な『避難所で～も！！』の
開発と販売

令和２年10月30日 https://www.f-p-k.co.jp/

㈱ＡＲＩＧＡＴＯ 静岡市葵区 そば・うどん店
オクシズ産アマゴのだし汁を混合した『焼き
干しアマゴ蕎麦』の開発と販売

令和２年10月30日 https://nbgh600.gorp.jp/

㈲盛田屋 伊豆市 水産食料品製造業
こだわりの天日塩の製法で生まれる駿河湾
の高濃度“にがり”を使用した肌にやさしい
石鹸の開発・販売

令和２年10月30日 https://izu-moritaya.jp/

イーラ㈱ 沼津市
インターネット附随サー
ビス業

スポーツ施設における運営管理業務を効率
化するアプリの開発と提供

令和２年10月30日 https://www.e-la.jp/company/

㈱アサヒテック 富士市
一般産業用機械・装置
製造業

ロボットの制御システム開発の技術確立に
よる様々な『自動化』ニーズへの対応体制
の構築

令和２年10月30日 https://asahitec-fuji.com/

㈱イシダテック 焼津市
生活関連産業用機械製
造業

AIを用いたＸ線検査画像再検査装置の食品
製造ラインへの普及

令和２年10月30日 http://www.ishida-tec.co.jp/

㈲アイトメタル 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）

アルミ樹脂複合板の設計から加工までの一
貫体制構築

令和２年10月30日 https://www.aitmetal.net/

北極しろくま堂㈲ 静岡市葵区
他に分類されない製造
業

2本の帯で自由にサイズ調整可能な抱っこ
紐の開発と販売

令和２年10月30日 https://www.babywearing.jp/

三丸機械工業㈱ 三島市
生活関連産業用機械製
造業

切断機を用いたミルスケールの新たな加工
方法の導入

令和２年10月30日 http://www.sanmaru-m.co.jp

大弥精機㈱ 磐田市
その他のはん用機械・
同部分品製造業

インバータ駆動型ビルトインモータスピンド
ルの高耐圧化と品質保証システムの構築

令和２年10月30日 http://www.daiya-eng.co.jp/

大弥精機㈱ 磐田市
その他のはん用機械・
同部分品製造業

改良型十割そば製麺機『真玄 APEX』の開
発による販路拡大

令和２年10月30日 http://www.daiya-eng.co.jp/

㈱玉華堂 磐田市 パン・菓子製造業
新たな『極ブランド』の『飲む極ぷりん』の事
業化

令和２年10月30日 https://gyokkado.co.jp/

㈱イクト 袋井市 電気工事業
高精度太陽光発電量予測システムの開発
による環境エネルギー事業の拡大

令和２年10月30日 https://www.ikuto.co.jp/

㈱浜松パルス 浜松市北区 電子回路製造業 新型貯蔵農産物鮮度保持装置の開発 令和２年10月30日 http://h-pulse.co.jp/

㈱はあもにい 浜松市南区
経営コンサルタント業，
純粋持株会社

オンライン業種別能力適性検査の事業化 令和２年10月30日 https://www.haamonii.com/

http://www.rupinus.jp/�
http://www.fbhamamatsu.jp/�
https://www.saiiku.or.jp/�
https://www.benetec.jp/�
https://www.f-p-k.co.jp/�
https://nbgh600.gorp.jp/�
https://izu-moritaya.jp/�
https://www.e-la.jp/company/�
https://asahitec-fuji.com/�
http://www.ishida-tec.co.jp/�
https://www.aitmetal.net/�
https://www.babywearing.jp/�
http://www.sanmaru-m.co.jp/�
http://www.daiya-eng.co.jp/�
http://www.daiya-eng.co.jp/�
https://gyokkado.co.jp/�
https://www.ikuto.co.jp/�
http://h-pulse.co.jp/�
https://www.haamonii.com/�

	HP公開用

