
●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８月の経営革新計画承認一覧
公表同意分58件（承認件数全68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）

㈲エヌ・エス・ジェイ 浜松市北区
その他の技術サービス
業

汗や湿気を吸収する熱中症対策商品（ムレ
ナイン）の開発・販売

令和２年８月19日 －

インフィック㈱ 静岡市葵区
その他の社会保険・社
会福祉 ・介護事業

人手不足や入居者のリスク軽減を図る介護
現場におけるAIシステムの開発・販売

令和２年８月19日 http://infic.net/

㈲カスタム・ツー 焼津市 自動車整備業
防水・防塵凹型コンセントボックスの開発と
販売

令和２年８月19日 https://customtwo.shopinfo.jp/

橋本エンジニアリング
㈱

浜松市浜北区 金属素形材製品製造業 電動ストレッチャーの開発と販売 令和２年８月19日 http://www.hashimoto-eg.com/

㈱都田建設 浜松市北区 木造建築工事業

AIを活用し顧客ニーズに合わせた施工例を
提示するシステムの開発による、非対面で
の初回打ち合わせ実施体制の構築及び生
産性の向上

令和２年８月19日 https://www.miyakoda.co.jp/corporate/company/

㈱赤堀 菊川市 身の回り品卸売業
トドマツの消臭・空気清浄等の効果を活用し
た寝具類の開発・販売展開

令和２年８月19日 http://akahori-y.sakura.ne.jp/com_info.html

焼津冷蔵㈱ 焼津市 水産食料品製造業
業界から敬遠される鰻の『ひねこ』を活用し
た高付加価値商品の開発

令和２年８月19日 http://www.yakirei.co.jp/

㈲するが通商 焼津市 一般貨物自動車運送業
オートプリント技術を活かしたアドトラック事
業の開発

令和２年８月19日 http://bodyprint.link/

浦野　満雄（浦野製
茶）

袋井市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

ミカンの廃棄ロス削減に向けた新商品『ミカ
ンどら焼き』の開発と販売

令和２年８月19日
https://www.facebook.com/pages/category/Food---
Beverage/%E6%B5%A6%E9%87%8E%E8%A3%BD%E8%8C%
B6-1415122188708800/

㈱エレガンス時正堂 袋井市
写真機・時計・眼鏡小売
業

眼鏡販売時における高齢者向け運転シミュ
レータを使った新しいサービスの提供

令和２年８月19日 https://www.jiseido.net/

COVO(同) 磐田市
その他の繊維製品製造
業

オンリーワンデザイン衣料提供の事業化 令和２年８月19日 －

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

溶接条件に合わせた開先寸法の設定と合
理化による品質向上と短納期化の実現

令和２年８月19日 http://yamajusano.com/about.html

㈲修善寺印刷所 伊豆市 印刷業
裁断時の端材を活用した広報誌、会報誌等
の開発・販売

令和２年８月19日 http://www.spri.jp/

安間製箸㈱ 周智郡森町
その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

一般消費者向けのオーダーメイド絵馬の製
造と販路開拓

令和２年８月19日 https://www.yasuma-koubou.com/

坂根　良児（おかめ） 浜松市天竜区 専門料理店 天然鮎料理専門店のWeb店舗立ち上げ 令和２年８月19日 －

㈱パブリックデザイン 三島市
家具・建具・じゅう器等
卸売業

消えゆく白雲陶器を使用した雑貨・アクセサ
リーの開発・販売

令和２年８月19日 http://www.floyd.jp/

坂根　哲博（坂根板
金）

榛原郡吉田町 板金・金物工事業
谷板金加工の独自工夫による『高耐久、低
価格、短納期の雨漏り修理サービスの提
供』の開始

令和２年８月19日 －

中野　雅登（ＨＡＴＴ） 富士宮市
持ち帰り飲食サービス
業

プレミアムBBQ＆こだわりキャンプ飯サプラ
イ事業への取組み

令和２年８月19日 https://hatt-fujinomiya.com/

本橋テープ㈱ 榛原郡吉田町 織物業
細幅テープを通じて楽しみながら学べるコン
テンツの企画提供と販路開拓

令和２年８月19日 http://www.motohashi-tape.co.jp

㈲井上鉄工所 浜松市西区 金属素形材製品製造業
長尺材レーザーパンチ加工の実現によるベ
ンダー工程と一体化した長物製品加工体制
の確立

令和２年８月19日 https://www.inoue-tekkousyo.co.jp/

㈲カネ孝那須田商店 浜松市西区 水産食料品製造業
消費期限と品質・安全・安心性を高めた冷
凍『北海道産真ほっけ開き干し』の開発・販
売

令和２年８月19日 －

㈱安田製作所 沼津市 金属素形材製品製造業
少年少女が運動を楽しめる『小児用スポー
ツ義足』の3Dプリンターでの製造と販売

令和２年８月19日 https://www.yasuda-ss.com/

㈱倉島食品 周智郡森町 その他の食料品製造業
味しみと歯応えの良さを強化したカット済み
しらたきの開発

令和２年８月19日 －
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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）

川口精機㈱ 静岡市清水区
その他の生産用機械・
同部分品製造業

クリアランス・排出口改善による脱水性能を
高めたスクリュープレス脱水機の開発・販売

令和２年８月19日 http://www.kawaguchiseiki.co.jp/

深谷　和貴（深谷歯
科医院）

浜松市中区 歯科診療所

口腔内状態の可視化による患者サービス
の強化及び治療の高効率・簡素化による感
染リスクの排除を同時達成する院内システ
ムの実現

令和２年８月19日 http://www.fukayadental.com/

㈱フェイス２１ 浜松市南区
その他のはん用機械・
同部分品製造業

高機能光触媒による居室や車内ガラスへ
施工する抗菌コーティング事業の展開

令和２年８月19日 http://www.faith21.net/

㈱フジタ 静岡市清水区 金属加工機械製造業
大径で薄い部品製造のための専用加工治
具の開発による品質精度の確保及び生産
性の向上

令和２年８月19日 http://www.fujitaltd.co.jp

堀谷㈱ 静岡市清水区 塗装工事業
少人数で工期短縮を実現する循環型エコク
リーンブラスト工法の確立と販路開拓

令和２年８月19日 http://www.horiya-co.com

松元　優(マルコー) 浜松市西区
管工事業（さく井工事業
を除く）

3Dモデルを活用した職場環境・安全管理の
見える化サービスの開発・提供

令和２年８月19日 －

BASIL HOUSE㈱ 浜松市中区 食料・飲料卸売業
浜松産の無農薬バジルを活用した精油とバ
ジルペースト・バジルピース(調味料)の開発

令和２年８月19日 https://www.basilhouse.co.jp/

富士設計㈱ 富士宮市 土木建築サービス業
森林地形測量の完全レーザー化による精
度向上と富士山全周の高精細解析サービ
スの提供

令和２年８月19日 http://www.fujiarchitect.co.jp/

㈲宮崎蒲団店 富士宮市 呉服・服地・寝具小売業
『抗ウィルス生地と抗菌枕素材を利用したオ
リジナルオーダー枕』の開発とオンライン販
売システムの確立

令和２年８月19日 http://www.miyazaki-jp.net

松本　章良(松本歯科
医院)

浜松市中区 歯科診療所
口腔内スキャナーによる矯正治療の可視化
と非対面サービスの確立

令和２年８月19日 －

㈱アサギリ 富士宮市 産業廃棄物処理業
リモート体制整備による労働生産性の向上
並びに見込み客向けの新営業ツールの導
入

令和２年８月19日 http://asagiri.info/

日商産業㈱ 駿東郡長泉町
プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製
造業

施術者の指を守り、開口が困難な方の口腔
ケアを可能とした補助器具の開発・販売

令和２年８月31日 http://www.aiweb.or.jp/nissho/

岩田　俊太郎（ロック
アンドフィールドスタジ
オ）

浜松市南区
他に分類されない事業
サービス業

『親子リンクコーデ』をコンセプトに意匠工夫
した家族リンクコーデサングラス製品の開
発

令和２年８月31日 https://www.r-fopt.com/wwwh

㈱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

畳石式わさび田を再現した室内型見学サー
ビスの導入

令和２年８月31日 http://www.yamamotofoods.co.jp/

㈲村井広告事務所 浜松市南区
その他の専門サービス
業

遠州・三河地区の商品やサービスをブラン
ディング化したECプラットフォームの構築

令和２年８月31日 http://mao.co.jp/murai_advertising_office.html

㈱イーグルメタル 静岡市駿河区
建築工事業（木造建築
工事業を除く）

住居用埋め込み型消毒液ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰの開
発・販売

令和２年８月31日 http://www.eaglemetal.jp

㈱週休３日 浜松市中区 職業紹介業
週休３日を軸に企業と求職者をマッチング
するプラットフォームの構築

令和２年８月31日 https://3kka.co.jp/

㈱ゼンリン東海 駿東郡清水町
インターネット附随サー
ビス業

AIを活用した駐車場空き状況の可視化サー
ビスを用いたマーケティング管理システム
の構築

令和２年８月31日 https://zenrin-tokai.co.jp/

㈱ジャック 静岡市清水区 電線・ケーブル製造業 小型植物用温室の製造・販売 令和２年８月31日 http://jack-corp.com/index.html

㈱ローンチオートマー
ケティング

裾野市
その他の電気機械器具
製造業

自動車アフターマーケット保守整備におけ
るDXの展開

令和２年８月31日 https://launchjp.com/

内田工業㈱ 浜松市北区 金属加工機械製造業 高精度歯車歯切り加工治具の開発、販売 令和２年８月31日 http://www.uchida-kogyo.jp/

㈱ハイタッチ 浜松市西区
民生用電気機械器具製
造業

オゾン発生器を内蔵した扇風機の開発・販
売

令和２年８月31日 https://www.hi-touch-o3.com/

㈱イージステクノロ
ジーズ

沼津市 ソフトウェア業 クラウド通信型電子聴診器の開発及び販売 令和２年８月31日 http://aegistec.tech/

㈱Re・lation 浜松市西区 不動産管理業
コンシェルジュサービスによる顧客満足度
の高い『１棟まるごとリノベーション事業』の
展開

令和２年８月31日 http://www.re-lation.jp/

桜ネットジャパン㈱ 袋井市
インターネット附随サー
ビス業

行政、医療・介護関係者、事業者、地域住
民をつなぐ『医療と介護を守ろうプロジェク
ト』の運営

令和２年８月31日 http://sakuranetjapan.co.jp/

マスダテクノ㈱ 磐田市
その他の金属製品製造
業

空気感染予防に向けた紫外線殺菌装置『エ
アディフェンダー』の開発と販売

令和２年８月31日 http://www.masuda-techno.co.jp/

藤永製作所㈱ 静岡市葵区
他に分類されない製造
業

収納、移動がらく！　安心して使える移動式
鉄棒の開発と販路開拓

令和２年８月31日 －
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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）

藤永製作所㈱ 静岡市葵区
他に分類されない製造
業

止まる、降りる、置く、ストレスフリーな駐輪
システムの開発と販路開拓

令和２年８月31日 －

㈱Eu-BS 静岡市駿河区 その他の化学工業 安全性を高めた金ナノ粒子除菌液の開発 令和２年８月31日 http://www.eu-bs.jp

㈲フルハシ 浜松市西区 内水面養殖業
マイクロナノバブル技術を用いた新たな養
殖方法による完全無投薬鰻のブランド力強
化

令和２年８月31日 http://hamanako-starunagi.com/

鈴木　善雄（凌雲堂
矯正歯科医院）

浜松市中区 歯科診療所
小児無呼吸症候群に対する歯科矯正治療
効果の検証と患者への提示による経営向
上

令和２年８月31日 －

㈲酒井製作所 沼津市
自動車・同附属品製造
業

凹型のリラクターが付属したフライホイール
の開発と販売

令和２年８月31日 －

㈱三富工業 富士市
その他の金属製品製造
業

輻射熱による有機物連続熱分解システム
の開発・販売

令和２年８月31日 https://mitomi-kk.jp/

荻野　政治(荻野製
茶)

富士市
農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

お茶の味を感じて頂くためのオリジナルイベ
ントの開催

令和２年８月31日 https://oginoseicha.com/

㈱宇野工業 浜松市南区 その他の職別工事業
ウォータージェットの導入による工程の内製
化及び橋梁工事技術の向上

令和２年８月31日 http://uno-k.jp
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