
●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５月の経営革新計画承認一覧
公表同意分40件（承認件数全44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）

㈱CREAFARMふじの
くに

静岡市葵区 耕種農業
持続可能な循環型農業および交流人口拡
大を目指すオリーブ観光農園事業の運営

令和２年５月18日 ホームページなし

㈱鈴三鉄工所 浜松市西区 金属加工機械製造業
ワーク原点の検出自動化とテーブルパレッ
ト複数化などによる量産・短納期体制の確
立

令和２年５月18日 https://www. suzu3.co.jp/publics/index/

近江屋製菓㈲ 浜松市西区 菓子・パン小売業
当地の希少産物『遠州産落花生』を素材と
した独自の和洋折衷菓子の開発

令和２年５月18日 https://supponsabure.jp/

羽立化工㈱ 湖西市
工業用プラスチック製
品製造業

高い許容強度と可撓性および浮上防止対
策を施した高性能『ポリエチレン製Ｕ字溝』
の開発

令和２年５月18日 https://www.hatachi.co.jp

五十嵐仕（大和モー
タース）

静岡市清水区 自動車整備業
マイガレージのような魅せる整備工場化と
整備体験等による新規顧客の開拓

令和２年５月18日 http://yamatomotors2151.com/

花嶋怜子（花ぎょう
ざ）

周智郡森町 畜産食料品製造業
テイクアウト用冷凍餃子の新たな生産方式
の導入による生産量アップと新規顧客開拓

令和２年５月18日 http://hana-gyoza.com/

㈱大井川電機製作
所

島田市
電球・電気照明器具製
造業

『はなびらたけ』の自社内で一貫生産の開
始と販路開拓

令和２年５月18日 https://www.oigawa.com/

㈲ラブリーホース
ガーデン

島田市 スポーツ施設提供業
シミュレーターを用いた乗馬の個別レッス
ンサービスの開始

令和２年５月18日 https://www.lovelyhorsegarden.com/

㈲あとりえMOMO 焼津市 菓子・パン小売業
顧客希望のイラストを描いたシュークリー
ム等のスイーツの開発

令和２年５月18日 https://www.ateliermomo.com/

㈲ハートフルオート 浜松市西区 自動車整備業
自動車整備時の電解水を利用した除菌・
洗浄・消臭事業の実施

令和２年５月18日 ホームページなし

㈱Libert 浜松市中区 酒場，ビヤホール 酒粕を使った浜松餃子の開発・販売 令和２年５月18日 https://gochimon-hamamatsu.owst.jp/

With Win(同) 浜松市西区 職業・教育支援施設
ストレス社会に対応する癒しの『ホースセラ
ピー』の一般向けサービスの提供

令和２年５月26日 https://www.with-win.co.jp

㈱TODATEC 沼津市
一般産業用機械・装置
製造業

デジタル印刷機に使用するインクローラー
の超高精密化への取組

令和２年５月26日 http://todatec.jp/

竹沢製茶㈱ 静岡市葵区 食料・飲料卸売業
急須を超える美味しさと手軽さを兼ね備え
た新素材ティーバッグ茶の開発・販売

令和２年５月26日 http://www.takezawa-seicha.co.jp/

静岡県産醤油㈱ 焼津市 調味料製造業
醤油作りのノウハウを活用した米麹、乳酸
菌を使った発酵食品の開発と販売

令和２年５月26日 https://syouyu.co.jp/

㈱辻󠄀工務店 藤枝市 木造建築工事業
手動操作の簡易で安価なオートバイ用車
庫の回転床装置と車庫の開発と販売

令和２年５月26日 https://www.ie-tsuji.jp/

㈱ドリーム・フーズ 牧之原市 商品・非破壊検査業 固めるティーの開発・販売 令和２年５月26日 ホームページなし

仲山貴金属鍍金㈱ 浜松市北区
その他の金属製品製
造業

特殊めっき技術を応用した異種材料接合
技術の開発

令和２年５月26日 http://www.mekkiyasan.com

㈱東海製蝋 富士宮市
油脂加工製品・石け
ん・合成洗剤・界面活
性剤・塗料製造業

蝋が垂れにくく、割れにくい構造で１回使い
切り短時間燃焼のローソク製造、販売

令和２年５月26日 http://www.tokai-seiro.co.jp/

㈱STC・ビジネスソ
リューション

藤枝市 電気機械器具卸売業
注文～納品までを見える化したユニフォー
ムオーダーシステムの開発と展開

令和２年５月26日 https://stc-bsl.com/

㈱PRESIDENT 
OFFICE HOLDGS

静岡市葵区 美容業
ユニバーサルデザイン施術台の製造及び
活用による出張美容サービスの本格展開

令和２年５月26日 http://president-office-holdgs.co.jp/

三明化成㈱ 静岡市駿河区
造作材・合板・建築用
組立材料製造業

表面加工ラミネートライン導入による生産
性の向上並びに若手職人の育成

令和２年５月26日 http://www.sanmeikasei.jp

㈱コウノ 静岡市清水区 一般土木建築工事業
従来にないIH式塗装剥離工法を用いた塗
装技術による事業拡大

令和２年５月26日 http://www.kouno-shimizu.co.jp

水野博行（WOOD 
PLANNING魁凛）

掛川市 製材業，木製品製造業
木製でシンプルなデザインによる大人のた
めの自動車オブジェの開発及び販売

令和２年５月26日 http://at-chuen.com/kirin/
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㈲げんき 袋井市
その他の食料品製造
業

各地の『ご当地野菜ジェラート』の開発によ
る地域活性化に向けた取組み

令和２年５月26日 https://www.genki-jp.com/

サクラ工業㈱ 浜松市東区
自動車・同附属品製造
業

高品質、低コスト、高付加価値に対応する
ゴルフクラブスチールシャフトの製造と工程
構築

令和２年５月26日 http://www.sakura-kogyo.co.jp/

㈲村田石材工業 島田市
石工・れんが・タイル・
ブロック工事業

観音像がある寺カフェ事業の開始と販路開
拓

令和２年５月26日 http://murata-sekizai.jp/

㈱わかくさ 駿東郡小山町
その他の織物・衣服・
身の回り品小売業

地域の手作り小物作家作成物の展示・販
売を活用した店舗販売活動

令和２年５月26日 ホームページなし

㈲スポーツカーズ 駿東郡小山町
自動車・同附属品製造
業

新製法のSRC成形の開発 令和２年５月26日 https://sportscars.co.jp/

㈱中部営繕センター 島田市 建築リフォーム工事業
店舗開業者へのトータルサポートサービス
による工事受注の拡大

令和２年５月26日 http://www.cec-group.co.jp/

岳南光機㈱ 駿東郡長泉町
その他のはん用機械・
同部分品製造業

都市部の工事需要に対応した色の交換が
簡単な小型道路用施工機の開発と販売

令和２年５月26日 https://gakunan-kohki.co.jp/

㈱村松製作所 浜松市中区
金属被覆・彫刻業，熱処
理業（ほうろう鉄器を除く）

マグネット式ウェットブラスト加工機の開発・
導入による省人化・効率化の実現

令和２年５月26日 https://www.muramatsu-inc.jp/

㈱シーエス技研 浜松市東区 土木建築サービス業
３次元データを活用したインフラ構造物のメ
ンテナンスサービスの提供

令和２年５月26日 https://csgiken.co.jp/

稲葉通（稲葉獣医科
医院）

富士宮市 獣医業
一次診療機関を対象とした高度血液検査
サービスの提供

令和２年５月26日 http://www.inabavet.com/

㈱小澤土木 浜松市中区
とび・土工・コンクリート
工事業

現場とリアルタイムに施工情報を共有して
取り組む災害対策工事の短工期化の実現

令和２年５月26日 http://www.ozawa-doboku.co.jp

㈱GOLD BLUE 静岡市葵区 水産食料品製造業
『しずまえ用宗アカモク』を使用した企業向
け下処理済みアカモクの販売

令和２年５月26日 https://goldblue.jp/

㈱水鳥工業 静岡市葵区
その他の木製品製造
業（竹，とうを含む）

宿泊・高齢者施設等へ提案する軽量で足
音が気にならない室内用下駄の開発と販
路開拓

令和２年５月26日 https://www.geta.co.jp/

㈲タカミツ看板 浜松市北区 広告制作業 ドラムスティック名入れサービスの事業化 令和２年５月26日 http://www. ucchiy-craft.com/takamitsukanban/

矢壺智洋（矢壺デザ
イン）

浜松市中区 デザイン業
クレイアートを活用した3Dデータの画像・映
像精製サービスの実施

令和２年５月26日 https://walnuts-studio.com/

㈱TOMORUN 浜松市中区 教養・技能教授業
スポーツ団体・協会事務局における事業委
託サービスの実施

令和２年５月26日 https://tomorun.hamazo.tv/
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