
●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３年１月の経営革新計画承認一覧
公表同意分43件（承認件数全49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）

レイナガ　カオル
（ZUCCA）

湖西市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

本格的なカクテルづくり技能にもとづいたフ
ルーツカクテル商品の開発

令和３年１月15日 http://www.zucca-bar.com/

鴻野　節夫
（鴻野写真館）

伊豆市 写真業
光源の微調整による立体感を表現した、ス
トーリー性の際立つポートレート写真撮影
の提供

令和３年１月15日 https://www.studio-kohno.jp

倉原　卓也
（KURA-RUN
OUTDOORS）

賀茂郡河津町 その他の娯楽業
キャニオニングとの組合せなどボルダリン
グ新サービスの開発・提供

令和３年１月15日 https://www.kura-run.com/

㈲宮津工務店 磐田市 木造建築工事業
安心でエコな住環境を実現する『エコ温住
宅』の開発と販売

令和３年１月15日 https://www.382daiku.co.jp/

アクトテック㈱ 浜松市天竜区 産業機械器具卸売業
『新型工業用断熱材・段ボール切断刃なら
びに切断装置』の開発及び販路開拓

令和３年１月15日
http://www.acttec2.sakura.ne.jp/home/acttec/public/i
ndex.html

鎌田　浩司
（鎌田木工所）

藤枝市
その他の家具・装備品
製造業

家具製造等における高品質な先貼り工程
の確立による生産性の向上

令和３年１月15日 －

㈱エス・テイ・ケイ 焼津市
その他のプラスチック製
品製造業

防災・衛生対策用プラスチック製品の短納
期オーダーメイドサービスの事業展開

令和３年１月15日 http://www.kk-stk.jp/

井谷　秀一
（にこにこ柿園）

袋井市 耕種農業 摘果柿を活用した『柿酢ピクルス』の商品化 令和３年１月15日 http://www.jirougaki.jp/

㈱六心 袋井市
有機化学工業製品製造
業

自社製造技術を活かした商品『梵字独鈷
杵』の開発と製造販売

令和３年１月15日 －

㈱アサヒ ピー.エム 浜松市南区 楽器製造業
クランプ力に優れた次世代真空クランプの
開発と事業化

令和３年１月15日 https://www.asahi-pm.co.jp/

㈲ビービーエム製本
加工所

沼津市 製本業，印刷物加工業
PURのりを使用した新たな製本工程の確立
と事業展開

令和３年１月15日 －

磐田化学工業㈱ 磐田市
有機化学工業製品製造
業

発酵技術を利用したリグニン分解酵素の開
発と販売

令和３年１月15日 https://www.i-kagaku.co.jp/

日本気圧バルク工業
㈱

静岡市駿河区
民生用電気機械器具製
造業

車椅子の方や健常者も乗りたくなる電動式
車椅子に切り替えるための電動運転接続
機の開発

令和３年１月15日 http://o2-capsule-room.co.jp/

大万紙業㈱ 静岡市駿河区 加工紙製造業
梱包業者の生産性向上に繋がるテープ封
入作業不要の段ボールの開発

令和３年１月15日 http://www.daiman.jp/

増田紙工㈱ 富士市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

独自の個包装(こほうそう)のアルコール除
菌シートと保湿シートの開発と販売

令和３年１月15日 http://www.masu-nap.co.jp/index.html

㈲田中シルク 浜松市浜北区 印刷業
円筒状対象物への多色刷り絵柄印刷のズ
レを無くす高精度印刷技術の確立

令和３年１月29日 https://www.tanaka-silk.jp/

㈱すぷらうとくらぶ 静岡市清水区 耕種農業
根切り技術確立による、お手軽スプラウト商
品の開発と販売

令和３年１月29日 http://sprout-club.co.jp/

久保田　雄也
（クールアンドレジッ
ト）

駿東郡長泉町 男子服小売業
お客様が作成したオリジナルデザインをそ
の場で刺繍プリントにするサービスの開発・
提供

令和３年１月29日 https://kratvs.com

㈲風来坊 伊東市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

環境問題解決にも貢献する『天城天空鹿骨
味噌ラーメン』の開発と販売

令和３年１月29日 https://www.izu-furaibo.com/

㈱ヤマモトファンド
リー

掛川市 金属加工機械製造業
砂型鋳造法における再生砂の改良による
新たな工作機械部品の製造

令和３年１月29日 http://www.yf-j.co.jp/

浜松タイヤセンター㈱ 浜松市東区 自動車小売業
運送会社等に向けたタイヤ専門の出張メン
テナンスサービスの展開

令和３年１月29日 http://www.tire-center.jp

芝原工業㈱ 磐田市
その他の生産用機械・
同部分品製造業

安全性確保・生産性向上の双方を実現する
レーザー溶接用電子ゴーグルの開発と販
売

令和３年１月29日 http://shibahara.co.jp/

瑞穂水産㈱ 静岡市駿河区 水産食料品製造業
用宗のしらすを使ったガス置換包装の釜揚
げしらすの開発・販売

令和３年１月29日 https://mizuhomaru.com/

TISTOU㈱ 静岡市葵区
家具・建具・じゅう器等
卸売業

基幹システムと独自ＥＣシステムを連動させ
た非対面型展示会サービス確立への取組
み

令和３年１月29日 https://www.tistou.jp/

㈲小川木工所 静岡市葵区 家具製造業
化学物質アレルギー対応家具の開発と販
売

令和３年１月29日 https://ogawa-mokkoujyo.com/

㈲ヒノキクラフト 静岡市葵区 家具製造業
想い出といっしょに暮らすランドセルスツー
ルの開発と販売

令和３年１月29日 https://hinokicraft.jp/
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静岡金属工業㈱ 静岡市葵区
その他の金属製品製造
業

顧客の要望に応じてカスタマイズ可能な上
下昇降装置の製造と販売

令和３年１月29日 http://www.powerleg.co.jp

㈱コバテクノロジー 浜松市東区
他に分類されない製造
業

手洗い･除菌･ハンドクリームの３機能を備
えた洗い流さないオールインワン泡ソープ
の開発・販売

令和３年１月29日 https://kobatechnology.co.jp/

㈱サンロフト 焼津市 ソフトウェア業
保育施設の行事･日常生活等を動画配信
するサービスを提供するアプリの開発

令和３年１月29日 https://www.sunloft.co.jp/

㈱栗原商店 駿東郡清水町 水産食料品製造業
ビーガン･ベジタリアン向け食品の開発・販
売

令和３年１月29日 https://www.tokoroten.co.jp/f/company

㈱巌邑堂 浜松市中区 菓子・パン小売業
四季折々の和菓子手作りキット（オンライン
和菓子教室付き）の販売を通じた、和菓子
の魅力発信と国際交流

令和３年１月29日 http://www.ganyuudou.com/

㈱ＶＥＮＴＩＬ 静岡市葵区 その他の化学工業
様々な用途に応じた高性能でお手軽な消
臭・抗菌・抗ウイルス光触媒商品の開発・販
売

令和３年１月29日 https://www.ventil-lab.com/

㈱徳造丸
賀茂郡東伊豆
町

水産食料品製造業
当社秘伝の煮汁による伊豆名産金目鯛煮
付けバーガーの製造、販売

令和３年１月29日 http://www.1930.co.jp

㈱エターナルアース 静岡市葵区
油脂加工製品・石けん・
合成洗剤・界面活性剤・
塗料製造業

ヒノキの香りが長期間持続し、仕上がりが
綺麗な漆喰壁材の開発、販売

令和３年１月29日 https://www.eternal-earth.biz

崇和㈱ 浜松市西区
その他の生産用機械・
同部分品製造業

モーターシャフトを主とした高精度シャフト製
造および販売

令和３年１月29日 http://www.sowa-inc.co.jp

㈱久野鉄筋 静岡市葵区 鉄骨・鉄筋工事業
大型建物建設時に使われる『小型高精度あ
ばら筋』の開発、販売

令和３年１月29日 －

長谷川建設㈱ 榛原郡吉田町 木造建築工事業
地域活性化につながるカフェ・展示場店舗
の事業展開

令和３年１月29日 www.haseken.jp

㈲杉山鉄構 島田市 鉄骨・鉄筋工事業
鉄骨工事の一貫施工体制の構築による生
産性の向上並びに熟練工から若手への技
術の伝承

令和３年１月29日 －

藤田　忠男
（農業体験ファーム夢
未来みどり塾）

袋井市 耕種農業
企業･自治体･福利厚生団体向け農業体験
プログラムの提供

令和３年１月29日 http://yumemirai-midorijuku.com/

㈲オオヌマ 沼津市
農畜産物・水産物卸売
業

肉の仲卸業者による下ごしらえを行うサー
ビスの提供

令和３年１月29日 http://meat-onuma.com/

㈲ペルル 沼津市 パン・菓子製造業
片手で簡単に食べられる独自の『ワンハン
ドケーキ』の開発と販売

令和３年１月29日 https://perle-cake.com/

㈱JIN 浜松市東区 獣医業
インフォームドコンセントを基にしたペット向
けマイクロパルスを使った 新緑内障治療
サービスの実施

令和３年１月29日 https://www.sora-animal.com/

㈲河西庭苑 沼津市
土木工事業（舗装工事
業を除く）

海外での井戸掘削に伴う地質に合わせた
井戸掘削具の製作と販売

令和３年１月29日 http://ellesheat.jp/
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