
●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２月の経営革新計画承認一覧
公表同意分41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）

㈱エイディーディー 沼津市
一般産業用機械・装置
製造業

ワクチンなどの多様な輸送・保管ニーズに
対応する超低温フリーザー・保冷剤の開
発・販売

令和３年２月12日 https://www.add-corp.jp/

㈱幸田鉄工所 浜松市西区 金属加工機械製造業
小ロット・超短納期・高精度に対応するフル
オーダー型シム製造技術の確立

令和３年２月12日 －

㈲ウッドモデリング相
曽

浜松市南区
他に分類されない製造
業

顧客ニーズに対応した『放電加工用グラ
ファイト電極の大型化と超繊細加工』の供
給体制の確立

令和３年２月12日 http://www.wm-aiso.com/

井上玩具煙火㈱ 島田市
他に分類されない製造
業

国産花火の認知度向上及び花火のサブス
ク提供事業の展開

令和３年２月12日 https://inoue-fireworks.com

駿河技建㈱ 静岡市清水区
土木工事業（舗装工事
業を除く）

エポキシ樹脂に天然石、ガラスなどの骨材
を配合したテラゾー床の施工事業の展開

令和３年２月12日 http://www.surugagiken.co.jp/

㈱3MEN 御前崎市 一般土木建築工事業
強アルカリ電解水の製造及び希釈倍率表
の提供

令和３年２月12日 http://www.3men.co.jp/

ヒイヅル㈱ 静岡市清水区 各種物品賃貸業
不正駐車を行った車両情報をクラウドサー
ビスで通知・共有できる防犯システムの開
発

令和３年２月12日 https://www.heazl.co.jp/

㈱ZERO CANVAS 静岡市清水区 木造建築工事業
移動可能な木製コンテナハウスの開発・販
売

令和３年２月12日 https://www.zero-canvas.com/

㈱由比缶詰所 静岡市清水区 水産食料品製造業
贈答用ツナ缶を中心とした自社製品の安定
供給体制の構築

令和３年２月12日 https://www.yuican.com/

㈲ネオ工業 牧之原市
基礎素材産業用機械製
造業

板金加工における熟練工の技術継承と内
製化による生産性の向上

令和３年２月12日 －

㈱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

肌に極力触れずにマスクを固定し、マスクと
鼻口部の間に充分な空間を確保するマスク
保持具の開発と販売

令和３年２月12日 http://www.koyo-kasei.co.jp/index.html

河合　勝之
（美容室 face）

磐田市 美容業
ダイバーシティ美容室®普及のための経営
者・美容師向けスクール事業の展開

令和３年２月12日  https://smiles-design.com/

㈱ひしだいパックス 袋井市 その他の食料品製造業
超小型ティーバッグ製造技術の確立と販路
拡大

令和３年２月12日 https://www.hishidai-p.com/

㈱THE BLUE OCEAN 袋井市 酒場，ビヤホール
地元ブランド牛『森の姫牛』の“もつ”を使っ
た新メニュー開発及びブランド普及に向け
て

令和３年２月12日 https://pandeniq.gorp.jp/

㈱蔵屋鳴沢 伊豆の国市
その他の飲食料品小売
業

自工場麦芽かすを堆肥化し自茶園煎茶の
香りを引出した循環型ビールの開発・販売

令和３年２月12日 https://kuraya-narusawa.co.jp/

㈱流通サービス 菊川市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

玉露を原料にすることで臭味がなく、γアミ
ノ酪酸含量が通常よりも多いギャバロン茶
の開発

令和３年２月12日 https://www.ecofarm.co.jp

㈲フジタ工機 浜松市東区
その他の生産用機械・
同部分品製造業

メーカーのコンカレント・エンジニアリングに
貢献する最適金型の提案サービス

令和３年２月12日 －

㈲ファインテクニカ 磐田市
自動車・同附属品製造
業

特異形状の絞り金型製作の短納期化に向
けた新たな工法の開発

令和３年２月12日 https://www.finetechnica.co.jp/

㈱正悦 静岡市駿河区 酒場，ビヤホール
静岡おでんに海ぼうず風の工夫を加えた
『進化系おでんシリーズ』の開発と販売

令和３年２月12日 https://www.shouetsu.co.jp/

ジーニアルライト㈱ 浜松市中区
医療用機械器具・医療
用品製造業

光技術を活用し、医療現場の負担軽減や
検査精度の向上を目的とした非接触型の
血尿検査機器の開発、販売

令和３年２月24日 https://www.geniallight.co.jp/

ヨコスカ工業㈲ 掛川市
金属被覆・彫刻業，熱
処理業（ほうろう鉄器を
除く）

ホイール塗装技術の継承と自動化による生
産性向上・品質の安定化

令和３年２月24日 https://yokosukakougyo-kakegawa.hp.gogo.jp/pc/

㈱RMG 静岡市駿河区 老人福祉・介護事業
『食事』を起点にした予防事業の展開による
健康の促進

令和３年２月24日 https://rmg-co.jp/

つくる社会保険労務
士法人

富士市 社会保険労務士事務所
障害年金のオンライン請求代行提供体制
並びに受給後の継続支援体制の構築

令和３年２月24日 https://www.tukurusr.com/

㈲鈴木新聞店 富士市 書籍・文房具小売業
地域飲食店と連携した宅食事業×全国の
新聞配達業者と連携した特産品販売事業

令和３年２月24日 https://www.suzuki-shinbunten.com

㈱中里ミル動物病院 富士市 獣医業
飼育前の情報提供並びに複合的サービス
の提供による飼育環境の良化

令和３年２月24日  https://mil-ahp.com/

㈲エムピーシー 静岡市清水区 塗装工事業
新技術導入による一貫施工体制の確立並
びレンタル事業の展開

令和３年２月24日 －
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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）

㈲井上木型製作所 富士市
他に分類されない製造
業

富士山を忠実に模したBBQ用鋳物の開発 令和３年２月24日 －

㈱鈴木スプリング製
作所

浜松市北区
その他の金属製品製造
業

医療用極小バネの製造および販売 令和３年２月24日 http://www.s-sp.co.jp

㈱髙田鉄工所 沼津市
その他の金属製品製造
業

300ｍｍウエーハ全面制御に伴う大型部品
加工技術の確立

令和３年２月24日 －

鈴木　隆彦
（水月）

袋井市 耕種農業
水稲裏作を活用した特殊栽培『太陽キャベ
ツ』の栽培技術確立と収益拡大

令和３年２月24日 http://www.sui-getsu.jp/

プラーナ㈱ 島田市
経営コンサルタント業，
純粋持株会社

既存ネットワークを活用した新商品の開発
とwebメディアによる販売促進を一体化させ
たビジネスモデルの構築

令和３年２月24日 https://prahna.jp/

地盤計測㈱ 周智郡森町 土木建築サービス業
Zoomを活用した観測業務の確立と新規顧
客開拓

令和３年２月24日 http://jibankeisoku.co.jp/

司工業㈱ 榛原郡吉田町
その他の生産用機械・
同部分品製造業

三次元測定機を活用した高精度な設備メン
テナンス事業の展開

令和３年２月24日 http://tsukasak.jp/company/

(同)人生は壮大な暇
つぶし

湖西市 食肉小売業
規格基準を満たした生食用牛肉（『静岡そ
だち』ユッケ）を商品化する新たな生産方式
の導入

令和３年２月24日 http://www.yakitori-miyabi.jp

㈲米食角十 浜松市中区
その他の飲食料品小売
業

投げ餅製造における冷却・乾燥工程の自動
化による生産性の高い労働環境の構築

令和３年２月24日 http://www.kakuju.co.jp/

㈲松下シート 菊川市
その他の繊維製品製造
業

防水機能を高めた災害訓練用簡易ダミー
人形の開発

令和３年２月24日 https://www.kyunosuke.com/

田中　千代
（CITE）

三島市
医薬品・化粧品等卸売
業

オーダーメイド型香りの定期便事業の開
発・販売

令和３年２月24日 https://www.shincoq.com/

永岡　眞澄
（ＬｕｃａＷｉｎｅ）

三島市 酒小売業
久しぶりのワインとなる方向け、Luca Wine
オリジナル『おかえりワイン』の開発・販売

令和３年２月24日 http://luca-wine.com/

㈱ハートワークスデ
ザインオフィス

静岡市清水区 土木建築サービス業
単一サイズの角材を利用した、壁面を自由
にアレンジできる室内用壁装パネルの開発
と販路開拓

令和３年２月24日 https://kuritakun.com/73211/

㈲技研産業 静岡市駿河区
工業用プラスチック製品
製造業

環境負荷が低く、オカラを混合した安価な生
分解樹脂の開発

令和３年２月24日 －

㈱カタナコーポレー
ション

浜松市北区 ソフトウェア業
マルチセンサー対応自動運転用データ圧縮
システムの開発

令和３年２月24日 https://www/catana.co.jp
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