
●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11月の経営革新計画承認一覧
公表同意分51件（承認件数全54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）

(同)セイコーオゾン 沼津市 労働者派遣業
ガラス管放電方式のオゾン発生装置の開
発・製造及び販売

令和２年11月16日 http://seikoozon.com/

㈲落合製材所 島田市 製材業，木製品製造業
大井川流域の厳選した桧を材料としたアク
セサリーや雑貨の企画と販路開拓

令和２年11月16日 http://ochiaiseizai.com/

滝井　愛龍（大井川
事務機）

焼津市 書籍・文房具小売業
e-sportsをスポーツ少年団及びスポーツジ
ム形式の月謝・月額利用制パソコン教室の
展開

令和２年11月16日 http://ojmk.net/

諸田　好雄（諸田電
気商会）

島田市 電気工事業 『非常用電源回路』の開発と販路開拓 令和２年11月16日 https://morota.net/

㈱BOX 沼津市 自動車整備業 『ケリダー』を用いた自転車教室の事業化 令和２年11月16日 https://www.kerider.com/

㈱江永化成 焼津市
その他のプラスチック製
品製造業

新型コロナ感染症対策として紙製の使い捨
て枕等の開発と販路開拓

令和２年11月16日 http://koueikasei.com/

鷹岡印刷㈱ 富士市 印刷業
特殊加工紙の印刷精度向上による名刺・
カード類の新たなニーズへの対応

令和２年11月16日 －

㈱覚光 湖西市
自動車・同附属品製造
業

円筒・平面研磨一機一体加工による中間切
削加工から仕上げ研磨加工までのワンス
トップ量産加工体制の確立

令和２年11月16日 https://www.kakumitu.jp/

㈱エル・ティー・シー 磐田市 印刷業
新しい生活様式に対応したオリジナル商品
の製造・販路開拓

令和２年11月16日 http://www.laminex.co.jp/

㈱LAPIS-LAZULI 伊豆の国市
野菜缶詰・果実缶詰・農
産保存食料品製造業

ぶどう用害獣対策カバーの開発・販売 令和２年11月16日 http://www.izunokunihonpo.jp/

㈱3rd Island 三島市 障害者福祉事業
障害児向けの座位保持装置の生産を内製
化することによる生産性向上と利用者サー
ビスの向上

令和２年11月16日 －

㈲栗田 菊川市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

需要が急増するティーバッグ茶原料の安定
生産に向けた生産性の向上

令和２年11月16日 －

㈱アイ・ネクスト 富士市 ソフトウェア業
細分パッケージシステムの組み合わせによ
るセミオーダーメイドシステムの提供

令和２年11月16日 http://inext.sub.jp/phone/index.html

㈱山本自動車 藤枝市 自動車整備業
レッカーサービスを自社にて担うことで実現
する『迅速！24時間年中無休修理サービ
ス』の提供

令和２年11月16日 http://www.yama-j.co.jp/pc/index.html

㈱ジェネシス 浜松市中区
その他の電子部品・デ
バイス・電子回路製造
業

危険を防止する安全・安心な『スマートキャ
スター』の開発と販売

令和２年11月16日 http://flbox.net/

松下　恵美子（アズ留
学センター）

浜松市南区
他に分類されない教
育，学習支援業

オンライン留学と海外留学を組み合わせた
『ハイブリッド型留学』

令和２年11月16日 https://az-ryugaku.com/

㈱エルシャート 沼津市 デザイン業
保湿ハンドクリームに除菌効果を加えた新
たな付加価値の創出

令和２年11月16日 http://ellesheat.jp/

清水物産㈱ 沼津市 パン・菓子製造業 モルトカスを使った焼き菓子の開発と販売 令和２年11月16日 https://www.shimizu-bussan.co.jp/company/

アポロ電気㈱ 磐田市
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業

長時間バックアップ可能となる非常用携帯
電源装置の開発と販売

令和２年11月16日 http://www.apollo-elec.co.jp/

第一化成㈱ 牧之原市
工業用プラスチック製品
製造業

樹脂成型品の不良率を低減する成型工程
改善方法の導入

令和２年11月16日 http://dik.jp/

㈲浜名精工 磐田市
自動車・同附属品製造
業

ベアリング内径を高速・高精度で加工する
特殊バイトによる１工程加工技術の確立

令和２年11月16日 －

日本気圧バルク工業
㈱

静岡市駿河区
民生用電気機械器具製
造業

１度に10人が使用できる移動型人工呼吸器
の開発と販売

令和２年11月16日 http://o2-capsule-room.co.jp/

㈱石宗石材店 沼津市 骨材・石工品等製造業 終活に関する相談窓口サービスの提供 令和２年11月16日 http://ishisoh.co.jp

㈱シモムラアレック 静岡市葵区
他に分類されない卸売
業

あらゆる形状の薄い微細なエッチングパー
ツのゲートカット用ガイドの開発と販売

令和２年11月16日 http://shimomura-alec.co.jp/

大滝　隆哉（蓬莱亭
本店）

静岡市清水区 そば・うどん店 『お蕎麦屋のそば粉ブレッド』の開発と販売 令和２年11月16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

短納期かつオーダーメイド可能な植物工場
向け高精度加工ウレタンの生産

令和２年11月16日 https://www.fujigomu.co.jp/
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㈱シミズトライム 静岡市清水区
その他の金属製品製造
業

オリジナル治具によるプラモデル用金型の
生産能力向上と販売

令和２年11月16日 http://www.shimizutrym.co.jp/

鳥居食品㈱ 浜松市中区 調味料製造業
味・使いやすさを追求した、一人用使い切り
サイズソースの開発・販売

令和２年11月30日 https://www.torii-sauce.jp/

㈱Ｂｒａｉｎｓ 富士市
医療に附帯するサービ
ス業

歯科技工物のオリジナルクラウンを内製化
することで品質の向上を図る

令和２年11月30日 http://www.brains-201107.com/index.html

㈱楽しいインテリア 焼津市 建築リフォーム工事業
気になる壁の補修をお手軽に対応する『コ
ンビニリフォーム』サービスの提供

令和２年11月30日 －

㈱マエザワ 静岡市清水区 家具・建具・畳小売業
動画、YouTubeをキーにした地域活性化の
ための物販促進サービスの提供

令和２年11月30日 http://interior-maezawa.co.jp

グローカルデザインス
クール㈱

菊川市
他に分類されない教
育，学習支援業

アグリアーツ®×EdTechで提供する地域人
材育成プログラムの事業展開

令和２年11月30日 https://glocal-ds.co.jp

㈲杉山プラスチック工
業

静岡市葵区
その他のプラスチック製
品製造業

PCR検査・抗原検査用窓の開発 令和２年11月30日 http://www.acryl.co.jp/index.php

㈱トモタカ 静岡市清水区 建築リフォーム工事業
解体組立可能なコンテナを利用した『コンテ
ナハウス』の開発と販売・レンタル

令和２年11月30日 https://www.tomotaka.co.jp/

㈲ティークラフト 島田市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

顧客毎の最適な味やフレーバーを選択し、
迅速に提供するサービスを展開するシステ
ムの開発

令和２年11月30日 https://teacraft.jp/

㈲アヴァンス 田方郡函南町 木造建築工事業
非対面型打合せプログラムの導入による顧
客満足度の向上と商圏拡大

令和２年11月30日 https://irohaco.jp/

㈱十八番や 裾野市 専門料理店
地元食材を豊富に使った三嶋餃子の真空
パック商品の開発、販売

令和２年11月30日 https://www.ohakoya3.jp/index.html

㈱マクス 富士市 木造建築工事業
木質繊維断熱材の新工法施工による高断
熱、高気密な住宅建築及び省エネデータの
見える化事業の展開

令和２年11月30日 https://www.macs-inc.co.jp/

㈲小出鉄工所 袋井市 金属加工機械製造業
鋼管の高精度切断による生産性向上と新
規事業への取り組み

令和２年11月30日 －

㈲前島商店 裾野市 呉服・服地・寝具小売業
オーダーメイドの羽毛布団の製作、販売及
びリフォームの展開

令和２年11月30日 https://www.gussuri.co.jp/

ポラリス㈱ 島田市
生活関連産業用機械製
造業

製造条件のデータ計測・収集・報告を自動
化するシステムの開発

令和２年11月30日 http://polaris.cc/company/index.html

㈱ジェーピーエム 浜松市北区
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

パラグライダー離陸場からの絶景とフライト
の様子を見学する独自ツアーの企画・開発

令和２年11月30日 http://jpmsports.com/

㈱キャド・プランナー 三島市 機械設計業
特殊伐採で排出される不要な樹木を思い出
の品へ再生するサービスの開発・販売

令和２年11月30日 http://designcomumi.com/

ＨＡＭＡＫＥＮ㈱ 静岡市駿河区
生活関連産業用機械製
造業

チーズ製造機のSUS材へ四フッ化樹脂含浸
技術を採用し耐久性をアップさせる技術の
確立

令和２年11月30日 －

三豊工業㈱ 浜松市西区
自動車・同附属品製造
業

車載用制振ダンパー部品の一貫精密生産
体制の確立

令和２年11月30日 http://www.m-toyo.co.jp/

空とぶ(同) 沼津市 専門料理店
真鯛加工に特化したセントラルキッチンの
構築による加工品の生産性向上及び副産
物を活用した新商品開発・販売

令和２年11月30日 https://otodoke-tai.com/

グローバル・リンクス・
テクノロジー㈱

浜松市中区
産業用電気機械器具製
造業

抗ウイルス薬の早期開発に貢献する実験
マウス自動飼育装置の遠隔操作システム
の開発

令和２年11月30日 http://www.glinx.co.jp

㈲大沼工業 浜松市中区 金属素形材製品製造業
高精度マシニング加工の生産性を高めるハ
イスピードセットアッププロセスの実現

令和２年11月30日 http://ohnuma-k.net/

日昭木材㈱ 浜松市中区 製材業，木製品製造業
ヤニ除去技術の内製化による米松製材の
高品質化と新たな販路の開拓

令和２年11月30日 https://www.nissho-mokuzai.com

髙橋そば製粉㈱ 静岡市駿河区 精穀・製粉業
家庭で味わう希少性の高い蟻巣石挽きによ
る山香産そば粉の製造・販売

令和２年11月30日 http://sobakoya.co.jp/

岩本　友恵（Blessing） 静岡市駿河区
他に分類されない生活
関連サービス業

レシピのクリエイターがつくる！通販を行う
農家向け一押し商品のオリジナルレシピ開
発サービス

令和２年11月30日 http://blessing-c.jp/

http://www.brains-201107.com/index.html�
https://www.torii-sauce.jp/�
http://www.shimizutrym.co.jp/�
http://interior-maezawa.co.jp/�
https://glocal-ds.co.jp/�
http://www.acryl.co.jp/index.php�
https://www.tomotaka.co.jp/�
https://teacraft.jp/�
https://irohaco.jp/�
https://www.ohakoya3.jp/index.html�
https://www.macs-inc.co.jp/�
https://www.gussuri.co.jp/�
http://polaris.cc/company/index.html�
http://jpmsports.com/�
http://designcomumi.com/�
http://www.m-toyo.co.jp/�
https://otodoke-tai.com/�
http://www.glinx.co.jp/�
http://ohnuma-k.net/�
https://www.nissho-mokuzai.com/�
http://sobakoya.co.jp/�
http://blessing-c.jp/�

	HP公開用

