
●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９月の経営革新計画承認一覧
公表同意分37件（承認件数全37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）

知恵の輪㈲ 浜松市中区
その他の電子部品・デ
バイス・電子回路製造
業

未利用の開放特許を活用した新たなビジネ
スモデルの構築

令和２年９月16日 http://home.att.ne.jp/blue/charu/index.htm

小川　陽子
（Sunnyhand）

浜松市中区 美容業
訪問エステによる介護者向け美容サービス
提供

令和２年９月16日 http://www.sunnyhand.jp/

㈱浜松鈑金 浜松市東区 自動車整備業
自動車の板金塗装からアライメント・エーミ
ングまでのワンストップサービス提供による
短納期化の実現

令和２年９月16日 http://www.hamaban.com/

㈱スリー 静岡市清水区 その他の化学工業
情報表示部を兼ね備え、顔にフィットする使
い捨てタイプのフェイスシールドの開発、販
売

令和２年９月16日 https://three-first.com/

佐野　英敏
（温室野菜sano）

袋井市 耕種農業
冬場も供給可能な『新鮮生バジルソース』
の商品化による自園バジルの高付加価値
化

令和２年９月16日 －

㈱武藤 掛川市 専門料理店
家庭用『遠州灘天然とらふぐ鍋セット』の販
売による顧客誘導の仕組み作り

令和２年９月16日 https://kacha-muto.com/

㈱武藤 掛川市 専門料理店
自社一次加工食品の冷凍販売による生産
性向上

令和２年９月16日 https://kacha-muto.com/

㈲長嶋印刷 静岡市駿河区 印刷業
紙以外の素材に印刷を施すウエディング
ツールの開発と販売

令和２年９月16日 http://www.nagashima-p.co.jp/

㈲千福総業 三島市
その他のプラスチック製
品製造業

自然還元されCO₂削減にもなるチャックテー
プの開発・販売

令和２年９月16日 －

㈲ＷＢＬ 三島市 専門料理店
お客様とスタッフ双方の利便性をとことん追
求した時短型カット専門美容室の開店

令和２年９月16日 －

㈱エムズ 富士市 その他の職別工事業
ビニールハウス内に発泡ウレタンフォーム
を吹き付ける施工サービスの開始と販路開
拓

令和２年９月16日 http://www.kkms.co.jp/

㈱もちづきフーズ 富士市 各種食料品小売業
豚の部位ごとの特徴を活かした焼き豚の商
品化と販路開拓

令和２年９月16日 https://www.m-foods.net/shop.html

入久水産㈱
賀茂郡西伊豆
町

水産食料品製造業
串刺し『西伊豆みりん干し』の商品開発・販
売

令和２年９月16日 https://www.irikyu.co.jp/

㈲勝美 浜松市北区 専門料理店
産地別鰻の味を楽しめる食べ比べセットの
開発、製造及び販売

令和２年９月16日 https://www.hamanako-katsumi.co.jp/

㈱オレンヂセンター 賀茂郡河津町 野菜・果実小売業
みかんの会員制定期購入制度『伊豆オレン
ヂ倶楽部』の展開

令和２年９月16日 https://www.ultra3nen.jp/index.php

㈱たけし 伊豆市
持ち帰り飲食サービス
業

旅行気分を味わう修善寺おたのしみセット
のＥＣ販売

令和２年９月16日 http://www.maizushi.jp/

野田　孝子
（ケーキ・デポ）

田方郡函南町 菓子・パン小売業
自動販売機によるアレルギー対応洋菓子
販売の展開

令和２年９月16日 https://cake-depot.jimdofree.com/

鈴木　げん
（竹の鞄GEN）

浜松市天竜区 かばん製造業
地元産の真竹と鹿革を使った新たな鞄開発
と販路開拓

令和２年９月16日 https://www.gen-take.jp/

㈱小楠金属工業所 浜松市西区
自動車・同附属品製造
業

新しい研削加工技術による長尺ドライブ
シャフトの品質と生産性の向上への取組

令和２年９月16日 http://www.ogusu.co.jp/

アルナ㈱ 浜松市西区
自動車・同附属品製造
業

エンジンルームの熱気を効率的に排除でき
るボンネットの開発

令和２年９月30日 －

中村勇貴
（08）

浜松市中区 酒場，ビヤホール
SNSで発信したくなる!静岡県産フルーツを
使った高級フルーツ大福の製造

令和２年９月30日 －

㈱Sweets Investment 静岡市駿河区
建物売買業，土地売買
業

顧客と厳選した住宅リノベーション事業者と
のマッチング事業の展開

令和２年９月30日 https://akiya-kaitori.jp/

㈱エス・アール・シー 静岡市清水区 専門料理店
手軽に本格スペイン料理を再現できる冷凍
食品の開発・展開

令和２年９月30日 https://www.sangria.co.jp/

藤本　浩輔
（北安東ふじもと歯科
医院）

静岡市駿河区 歯科診療所
つめ物・かぶせ物などの施術時に患者との
接触時間を極力低減することによる感染症
への対策実施及び生産性の向上

令和２年９月30日 https://kitaando-fdc.com/

坂本　義幸
（EVO）

静岡市清水区 男子服小売業
ドローンを活用した身近な問題解決サービ
スの提供及びドローン普及活動の実施

令和２年９月30日 －

㈱シルフィ 静岡市葵区
インターネット附随サー
ビス業

在宅ﾜｰｶｰを活用した価格優位性のあるHP
作成等の受注

令和２年９月30日 https://silfe.co.jp/
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荻原　克夫
（荻原製茶）

袋井市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

乗用防除機の改良と効率的農薬散布によ
る生産性向上及び環境負荷低減

令和２年９月30日 http://www.greentea-life.com/

㈱長谷川 袋井市 冠婚葬祭業
樹木葬霊園販売を活用した自社葬儀会員
への誘導と見込み顧客の獲得

令和２年９月30日 http://hasegawa-sougi.jp/

㈱丸仲鐵工所 静岡市駿河区
生活関連産業用機械製
造業

省人化、高精度加工を実現する自動セット
型直交式ラッピングマシンの開発・販売

令和２年９月30日 http://www.marunaka-jp.com/index.html

㈱久和屋 静岡市駿河区 家具製造業
“壁への取り付け、配線作業が容易な天板
スライド脱着式ローボード”の開発

令和２年９月30日 https://kuwaya.co.jp/

㈱ゼロワン 浜松市中区
インターネット附随サー
ビス業

空間モニタリングシステムの開発・提供 令和２年９月30日 https://zeroone-1.com/

ファシル㈱ 静岡市駿河区
その他の繊維製品製造
業

通信機器の充電・電源確保にも対応する災
害用備蓄スタンド『ＢＩＳＴＡ』の開発

令和２年９月30日 https://facil.jp/

㈱松岡カッター製作
所

静岡市葵区 金属加工機械製造業
水産加工機械の刃物部分のアタッチメント
化および使い捨て化とした回転刃の機構の
開発と販売

令和２年９月30日 http://matsuoka-cutter.jp

ナイスセラ㈱ 掛川市
その他の金属製品製造
業

オーダーメイドに応えるＮＣ旋盤用ロボット
の開発、販売及びアフターサービスの展開

令和２年９月30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『非接触』『遠隔』『生産
性向上』を実現する受託環境試験サービス
の提供

令和２年９月30日 http://www.shin-reinetsu.com/

Exclothes㈱ 静岡市駿河区 その他の化学工業
次亜塩素酸水の製造過程の見直しによる
生産性向上による商品価値の向上

令和２年９月30日 https://ex-clothes.com/

杉山紙業㈱ 静岡市清水区 加工紙製造業
紙糸や紙布を用いた寝具等の新商品開発
と販路拡大

令和２年９月30日 http://www.sugiyamashigyo.co.jp
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