
●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６月の経営革新計画承認一覧
公表同意分40件（承認件数全41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）

㈱中尾建設工業 島田市
建築工事業（木造建築
工事業を除く）

使用目的に合せた強度・信頼性を織り込ん
だ架台の製作及び販売

令和２年６月15日 http://www.nakao-kk.jp/index.html

㈱島田鋼板 島田市
産業用電気機械器具製
造業

プレス部品の短納期と低価格を実現する取
引ネットワークの構築

令和２年６月15日 http://shimadakouhan.com/

㈱ビオ・クリエイト 裾野市 食料・飲料卸売業
地元影絵作家の作品を用いた贈答用クリー
ニングクロスの企画、販売

令和２年６月15日 http://bio-create.com/about/

㈲渡辺水産 下田市
農畜産物・水産物卸売
業

金目鯛エキスを活用した市場開拓 令和２年６月15日 https://www.watanabe-suisan.co.jp/

㈱高野コミニュティー 伊豆の国市
不動産賃貸業（貸家
業，貸間業を除く）

高齢者の見守支援サービス提供による物
件稼働率向上の取組み

令和２年６月15日 https://www.takano-community.jp/

㈲ユーアイ企画設計 伊豆市 土木建築サービス業
ドローンと現地測量を組み合せた短納期・
広範囲・高精度測量サービスの開始

令和２年６月15日 http://www.youai-kikaku.com/

㈱アップリメイク 静岡市駿河区 塗装工事業
抗ウイルス対策用塗装を内装リフォーム向
けに新たにサービス提供

令和２年６月15日 https://www.upremake.com/

㈱キコーコーポレー
ション

三島市
化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

世界初！剥がす手間のないヒアルロン酸
100％の美容シートの開発・販売

令和２年６月15日 http://www.kikohco.jp/

小林ハグルマ機械㈱ 焼津市
一般産業用機械・装置
製造業

海外（ベトナム）におけるロストワックス鋳造
工場の新設

令和２年６月15日 http://www.k-hk.co.jp/

㈲永太工芸 袋井市 家具製造業
縁加工ノウハウの継承と自動縁加工設備
による縁加工作業の自動化による生産性
の向上

令和２年６月15日 ホームページ無し

㈲チアキ機工 富士市
その他の生産用機械・
同部分品製造業

3次元ｶﾒﾗと力覚ｾﾝｻを用いたﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ
の試験環境の構築及び商品開発と販売

令和２年６月15日 http://www.chiakikikou.com/index.html 

㈱マックス富士 沼津市
建設用・建築用金属製
品製造業（製缶板金業
を含む）

自社開発機による溶接工程の生産性向上
と受注拡大

令和２年６月15日 http://www.maksfuji.co.jp

㈱すこやか 静岡市駿河区 獣医業
まちの動物ホームドクターによる人と同レベ
ルの高度医療サービスの確立

令和２年６月15日 http://www.sukoyaka-ah.com/ 

福いち（市川英人） 浜松市北区
農畜産物・水産物卸売
業

食肉の食品ロス削減に向けた防災用レトル
ト食品及びペットフードの開発

令和２年６月15日 ホームページ無し

㈱松浦スチロール工
業所

榛原郡吉田町
発泡・強化プラスチック
製品製造業

検査・整列工程自動化による短納期化及び
生産性向上の実現

令和２年６月15日 http://www.m-eps.co.jp/

㈲カネリ 焼津市 水産食料品製造業
伝統的な手火山焙乾法を活用した『手火山
式燻製つみれ』の開発と販売

令和２年６月15日 ホームページ無し

昭和印刷加工㈲ 静岡市葵区 印刷関連サービス業
シルク印刷の技術で表面に立体的な加工
を施すクリアファイルの品質不良低減に向
けた生産方式の開発

令和２年６月15日 http://www.showa-p.com/

㈲加藤醤油 浜松市中区 調味料製造業
小ロットでの小サイズオーダーメイド調味料
(タレ)の開発・販売

令和２年６月15日 https://www.katou-shouyu.co.jp/

㈱live 富士市
自動車・同附属品製造
業

三次元測定検査を活用した効率性・安全
性・測定精度向上における内製化への取組

令和２年６月15日 http://live-cadcam.com/

㈱富士研商事 富士市
洋食器・刃物・手道具・
金物類製造業

高度な研磨技術を活かした新規刃物部品
の開発・生産

令和２年６月15日 http://www.office-web.jp/fujikensyoji/pc/index.html

㈱富士測量事務所 富士市 土木建築サービス業 GNSSを活用した高精度測量事業の構築 令和２年６月15日 http://www.fujisokuryou.co.jp/

㈲メイ・グロー 浜松市北区 建物サービス業
木造建築のリフォーム・リノベーション需要
に対応した、木部再生技術の確立と事業化

令和２年６月15日 https://maygrow.hamazo.tv/

㈱Ｅ・Ｔ・Ｉ 浜松市中区
油脂加工製品・石けん・
合成洗剤・界面活性剤・
塗料製造業

洗浄力と抗菌力を兼ね備えたマスク専用洗
剤の開発・販売

令和２年６月30日 https://senzai-shop.com/

㈲菊屋 磐田市 呉服・服地・寝具小売業
日本古来の蚊帳の素材ヘンプ（麻）を使用
した通気性抜群のマスクの開発、販売

令和２年６月30日 https://anmin.com/
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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）

㈱コーヨー化成 静岡市清水区
化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

『セルロースナノファイバー（CNF）』の特性
を生かした新発想のお掃除用ウェット製品
の開発と販売

令和２年６月30日 http://www.koyo-kasei.co.jp/index.html

㈱ニチワ 沼津市
他に分類されない製造
業

高い緩衝性能・梱包性能を両立した梱包資
材『SIX LOCK』の開発と販売

令和２年６月30日 http://www.kk-nichiwa.co.jp/index.html 

㈱和泉 島田市 家具製造業
自動ランニングソー導入による生産性の向
上並びに若手職人の育成、新商品開発・販
売展開

令和２年６月30日 ホームページ無し

TATSUMIYA FRESH
㈱

静岡市葵区
農畜産物・水産物卸売
業

オリジナル100％果実ジュースの新たな販
売による事業拡大

令和２年６月30日 ホームページ無し

フォレストクラブ（同） 伊東市
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

木工経験がなくてもハンマーだけで簡単に
ハウスを作れるキットの製造、販売

令和２年６月30日 ホームページ無し

㈱イージステクノロ
ジーズ

沼津市 ソフトウェア業
クラウド通信型温感モニターの開発及び電
子問診票機能の連携による効率的な診療
の実現

令和２年６月30日 http://www.aegistec.tec/

㈱デュオ 焼津市 金属素形材製品製造業 ポケモンキャラクターのルアー開発、販売 令和２年６月30日 https://www.duo-inc.co.jp/

㈱Re・lation 浜松市西区 不動産管理業
『2.5TsuboShop』を主にしたぬくもり小屋の
開発、販売

令和２年６月30日 http://www.re-lation.jp/

㈱森島鉄筋工業 浜松市北区 鉄骨・鉄筋工事業
鉄筋加工ノウハウの承継と自動加工設備
による生産性の向上

令和２年６月30日 https://www.morishima-tekkinkogyo.jp/

㈱ラビアンプロ 富士市
化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

『肌に優しい無添加除菌ミスト』の開発・販
売

令和２年６月30日 https://www.lovian.co.jp/

㈱魚健 沼津市 生鮮魚介卸売業
魚を扱う専門店としての調理法を活かした
商品のECサイト販売

令和２年６月30日 http://95cc8b94742de1.main.jp/

Sunnyhand（小川陽
子）

浜松市中区
その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

エステシャンの価値向上につなげる新たな
歩合制システム構築と事業化

令和２年６月30日 http://www.sunnyhand.jp/

㈲花のナカムラ 静岡市清水区
他に分類されない小売
業

贈る方への思いをお花に添えた添衛文
サービスの提供

令和２年６月30日 https://1187net.co.jp/

神谷商事㈱ 磐田市
洋食器・刃物・手道具・
金物類製造業

モリブデンワイヤー加工技術を応用した破
砕機用刃物及び金属部品の製造・販売

令和２年６月30日 http://kamiya-tc.com/index.html

㈱萬惣 藤枝市 酒場、ビアホール
藤枝市の友好都市・恵庭市の銘柄豚を使
用した居酒屋メニュー弁当の販路拡大

令和２年６月30日 https://mansou-fujieda.com/

㈱セイユウ機工 静岡市駿河区
その他の金属製品製造
業

刃物再研磨時のピッチ不等化方法の開発、
提供

令和２年６月30日 ホームページ無し
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