
●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７月の経営革新計画承認一覧
公表同意分60件（承認件数全65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）

㈲山口鉄工 浜松市南区
自動車・同附属品製造
業

生産ラインのコンパクト化と加工製品運搬
方法の転換による省人・量産化体制の確立

令和２年７月14日 －

伸東養魚㈲ 湖西市 海面養殖業
安全性と品質・消費期限を高める液体冷凍
製法の採用とヒラメアラ商品の開発

令和２年７月14日 http://shinto-fb.jp/

エンテック㈲ 浜松市北区 その他の食料品製造業
安全を確保する管理体制での有機食材を
使用した常温保存が可能なオーガニック食
品の開発

令和２年７月14日 http://www.melodyice.com/

㈱ジーコンコーポレー
ション

静岡市葵区
他に分類されない事業
サービス業

開業希望者に対する居抜き物件及びフラン
チャイザーの紹介

令和２年７月14日 https://inuki110.com/shops/shizuoka/detail

三ヶ日製菓㈲ 浜松市北区 パン・菓子製造業
カット面がカラーの縞模様になる饅頭の開
発・製造・販売

令和２年７月14日 https://mikkabi-seika.com/

㈲諸田製茶
榛原郡川根本
町

茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

黒豆入りの川根紅茶の開発と商品化 令和２年７月14日 http://morota.co.jp/

水野塗装（水野恭介） 榛原郡吉田町 塗装工事業 ガラスコーティング塗料の開発と施工 令和２年７月14日 －

㈱アドライン 富士宮市 広告業
富士山をモチーフとしたミニコーンの開発と
販路開拓

令和２年７月14日 http://www.ad-line.jp/

㈲デントピア 磐田市
医療に附帯するサービ
ス業

口腔内スキャナーを設置した歯科技工物の
受注体制の確立

令和２年７月14日 －

㈲シミズ 沼津市 農耕用品小売業
水稲栽培等に係る情報提供と肥料等散布
のトータルサービス提供

令和２年７月14日 https://www.shimizu8.jp/index.html

㈱スグロ鉄工 沼津市
その他の生産用機械・
同部分品製造業

内径を鍍金加工した長寿命化コアピンの開
発及び販売

令和２年７月14日 http://www.suguro.co.jp/

㈲ソーイ 沼津市 その他の食料品製造業
麺類を無添加食品とする品質改良材の開
発と販売

令和２年７月14日 http://www.soyaura.co.jp

㈲ビッグファーム 島田市 美容業
理美容業界のサービス向上を実現する使
い捨て貼るマスクの開発と販売

令和２年７月14日 －

㈱ジャパン・ベリー 藤枝市 その他の食料品製造業
静岡県オリジナルいちご『きらぴ香』のクラ
ウン温度制御技術による安定的生産と販売

令和２年７月14日 http://www.japanberry.net/

㈲静友会静岡手配セ
ンター

静岡市駿河区 旅行業
コロナ禍・終息後の観光業活性化に向けた
新たな会員施設PR事業の展開

令和２年７月14日 https://seiyukaigroup.com/

ＰＵＫＵＰＵＫＵ工房
（神谷淳）

浜松市東区
和装製品・その他の衣
服・繊維製身の回り品
製造業

新しい生活スタイルに対応するための機能
性、デザイン性に優れたマスクの提案

令和２年７月14日 https://pukupuku.net/

シャカテキスタイル㈱ 磐田市 印刷業
インクジェット染色の高速印刷に向けた技
術の確立(生産性向上)と新たな素材への印
刷の実現

令和２年７月14日 http://shaka-shaka.com/

㈱A.Q.M.Company 三島市 自動車小売業
タイマースイッチハーネスとウインカー連動
ハーネスがセットになった急発進抑制装置
の開発、販売

令和２年７月14日 http://www.aqm-c.com/

㈱Re・lation 浜松市西区 不動産管理業 ファンタジックリノベーション事業の展開 令和２年７月14日 http://www.re-lation.jp/

㈲若商 富士市 板金・金物工事業
工場の金属屋根に設置する簡単施工の遮
熱板・遮熱メタルハイブリッドシートの開発と
販売

令和２年７月14日 https://www.ki-corp.co.jp/wakasho/

㈲幸昭 富士市 機械器具設置工事業
工場機械の防音装置の技術を使った防音
と制振性の高い暗闇フィットネスに対応する
制振マットの開発・販売

令和２年７月14日 http://bouon-kosho.co.jp/

メロンカフェ（村松み
どり）

袋井市 喫茶店
自園メロンを使った『クラウンメロンカツカ
レー』の開発と販売

令和２年７月14日 http://tomalon.net/

プラネットクライミング
㈱

袋井市 スポーツ施設提供業
家庭用自立式クライミングウォール
『PLANETBOARD』の開発と販売

令和２年７月14日 http://www.planet-climbing.net/

㈱石亀石材店 袋井市 骨材・石工品等製造業
カラー障子を組み合わせた石灯りで、上質
な空間演出を提案

令和２年７月14日 http://www.i-k-s.jp/
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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）

安間製茶（安間孝介） 袋井市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

極上のお茶『白葉茶 つきしろ』と瓦製専用
急須『粋月』のコラボによる新たな販路開拓

令和２年７月14日 http://www.ammaseicha.com/

グラウンド・ワークス
㈱

袋井市 土木建築サービス業
職人不足対策と林業振興に向けて地元天
竜杉による木造大型パネル工法の推進

令和２年７月14日 https://ground-works.biz/

マスダテクノ㈱ 磐田市
その他の金属製品製造
業

コロナ対応非接触器具の開発、販売 令和２年７月14日 http://www.masuda-techno.co.jp/

㈱フォーティス 富士市 化学製品卸売業
CNFを利用した文化財用特殊膠の新商品
開発・製造・販売

令和２年７月14日 －

ソリューションデータ
サービス㈱

富士市
情報処理・提供サービ
ス業

ビッグデータを活用したターゲティング広告
サービスの開発と提供

令和２年７月14日 https://www.sds-am.com/

㈲サンディオス 沼津市 デザイン業
オンライン会議ツール『ZOOM用名刺背景
画像＆デジタル名刺』の開発・販売

令和２年７月14日 http://www.sundios.jp/

つちや餅店（土屋五
男）

浜松市中区 菓子・パン小売業
特Ａランクうるち米と浜名湖のりを活用し
た、焼き立て磯辺団子の開発・販売

令和２年７月14日 https://mochinage.com/70299/

芹澤歯科医院（芹澤
泰）

沼津市 歯科診療所
インビザライン矯正治療における舌癖トレー
ニングを併用した矯正効果向上サービスの
展開

令和２年７月14日 http://www.serizawashika.com/

㈱野沢建築 浜松市北区 木造建築工事業
長期の継続利用を前提としたハウスメンテ
ナンスサービスの開発と新型コロナウイル
スを契機とした営業体制の確立

令和２年７月31日 http://www.nozawa-inasa.jp/

㈲望仙 静岡市清水区 水産食料品製造業
離乳食『もぐもぐとっと』シリーズの開発と販
売

令和２年７月31日 https://mochisen.shop-pro.jp/

㈱トリガー 磐田市
洋食器・刃物・手道具・
金物類製造業

質量のアンバランスを調整したフルカラー
印刷の超低振動チップソーの開発

令和２年７月31日 http://www.trigger-inc.jp/

㈲アイカット 浜松市浜北区 金属加工機械製造業
簡易な消毒を可能とするミスト噴霧装置の
自社開発・販売

令和２年７月31日 http://www.aikat.jp/

㈱壬生 浜松市天竜区 土木建築サービス業
『森林土木に関する測量・設計の新たな方
式』の導入及び販路開拓

令和２年７月31日 －

口笛（杉浦直人） 袋井市
他に分類されない生活
関連サービス業

ペットライフを充実させるワンストップサービ
スの展開と新たな販売方式の導入

令和２年７月31日 https://www.dogkuchibue.com/

渡辺シート（渡邉公
一）

御殿場市
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

クラシックカー等の内装加工サービスの提
供

令和２年７月31日 http://watanabe-si-to.jp/

㈲多美咲 駿東郡長泉町
がん具・運動用具製造
業

衣装を保護して、衛生的、スピーディーに対
応できるマントの開発・販売

令和２年７月31日 http://tamishyo.com/index_ja_jpy.html

㈱影山鉄工所 沼津市
建設用・建築用金属製
品製造業（製缶板金業
を含む）

製造現場を熟知した鉄骨製造業者による同
業者の効率化を支援する管理システムの
開発・販売

令和２年７月31日 https://kageyama-co.jp/

㈱スズテク 磐田市
その他の生産用機械・
同部分品製造業

衛生面に配慮した簡易的なマスクを製造す
る機械の開発・販売

令和２年７月31日 －

㈱丸源竹内組 浜松市中区 一般土木建築工事業
温室効果ガスの削減量を可視化した総合
的な遮熱サービス『遮熱ミックス』の展開

令和２年７月31日 http://www.marugen-tg.co.jp/

㈱クラウンメロン 袋井市
管理，補助的経済活動
を行う事業所

クラウンメロンの規格外品を活用した冷凍
加工事業によるフードロス削減への取組み

令和２年７月31日 －

㈱船場 袋井市 専門料理店
袋井市活性化に向けた『袋井メロンコロッ
ケ』の開発と商品化

令和２年７月31日 http://senba-wasyoku.com/

㈱市川板金工業所 磐田市 金属素形材製品製造業
組み立て・分解可能、持ち運びができる
『PCR検査ボックス』の製造・販売

令和２年７月31日 http://www.ichikawa-bk.jp/

文光堂印刷㈱ 沼津市 印刷業
印刷業独自のノウハウを活かした会員制ビ
ジネスモデルの展開

令和２年７月31日 http://bunkodo.net/

㈱オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

浜松市中区 経営コンサルタント業
生産管理・販売管理システム汎用パッケー
ジの抽出データを活用した、KPI指標作成支
援プログラム(e-Bridge)の開発・提供

令和２年７月31日 http://osawabusiness.com/

メガトレンド㈱ 沼津市 ソフトウェア業
固定電話機用『振り込め詐欺防止装置』の
開発　販売

令和２年７月31日 http://www.mega-trend.co.jp

㈱サインクリエイト 浜松市南区
他に分類されない製造
業

屋外看板の是正リニューアルサービスの事
業化

令和２年７月31日 http://www.sign-create.jp

兎屋（佐野晋司） 富士市
その他の織物・衣服・身
の回り品小売業

紙バンド手芸品のバリエーション・意匠を豊
富にする新商品『極細紙バンド』の開発販
売

令和２年７月31日 https://paperband.design.blog/
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㈱サンオーネスト 沼津市 畜産食料品製造業
静岡県産の日本酒を使用した『氷酒（誉富
士）』の開発と販売

令和２年７月31日 https://www.sunhonest.co.jp/

㈱エフエムピー 静岡市葵区
生活関連産業用機械製
造業

Ｗ（ダブル）回転で二乗の混合効果を生み
出す食品ミキサーの開発及び生産・販売

令和２年７月31日 https://fmp71.co.jp/

㈲石上砂利 島田市 石油・鉱物卸売業
建設現場の生産性向上を実現する『袋詰め
玉石』の開発・販売・提供体制の構築

令和２年７月31日 －

㈱ケイ・テック 浜松市南区
建築工事業（木造建築
工事業を除く）

自宅に陰圧環境を構築する『引違い窓用換
気扇キット』の開発と商品化

令和２年７月31日 http://keitec-design.net/

㈱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）

顧客と現場を結ぶコミュニケーションシステ
ムと事業の完全データ化から成る全社的総
合生産管理システムの開発

令和２年７月31日 https://www.muramatsu-inc.jp/

㈱市川工研 静岡市駿河区
一般産業用機械・装置
製造業

エレベーター方式による立体型アニール処
理機の開発と販売

令和２年７月31日 http://www3.tokai.or.jp/ichikawa/

㈲森平製材所 静岡市清水区 製材業、木製品製造業
県内の材木屋で初となる古材を活用した樹
脂加工製品の開発・販売

令和２年７月31日 http://www.mori-hei.co.jp/index.php

大伸木工㈱ 静岡市駿河区 宗教用具製造業
音階の調整が可能な音叉型『おりん』の開
発

令和２年７月31日 http://kagutoinori.com/

㈲丁子屋 静岡市駿河区 専門料理店
スーパーフード（海の自然薯）と呼ばれるア
カモクとむかごを使用したさつま揚げの開
発と販売

令和２年７月31日 https://chojiya.info/
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