
●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３月の経営革新計画承認一覧
公表同意分109件（承認件数全128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）

㈱大洋アレスコ 焼津市
管工事業（さく井工事業
を除く）

ＡＩセンシング技術を活用した冷凍冷蔵庫の
先読み監視機能を搭載した集中管理システ
ムの開発・販売

令和３年3月15日 https://www.taiyoalesco.jp/

㈱増田採種場 磐田市 耕種農業
アブラナ科野菜（芽キャベツ、プチヴェー
ル、カーボロネロ）の機能性表示食品の登
録と安定生産を通じた健康生活の提案

令和３年3月15日 https://www.masudaseed.co.jp/

㈲静北建販 静岡市葵区 建築材料卸売業
様々なクリエイターと連携し、県産材・端材
を原料とした創造性のある新商品開発によ
り、木工・家具業界への貢献

令和３年3月15日 https://www.seihokukenpan.com/

チャイフォンクリエイト
㈱

島田市
他に分類されない製造
業

サイフォンの原理を利用し、『美味しく日本
茶を淹れる動作』を体現した日本茶抽出器
具（チャイフォン）の開発・販売

令和３年3月15日 https://chaiphon.jp/

アカイシアールディ㈱ 静岡市葵区
ゴム製・プラスチック製
履物・同附属品製造業

細胞研究等に使用される顕微鏡用観察容
器（シャーレ）の底面の最薄化の実現による
様々な試験研究への貢献

令和３年3月15日 https://www.akaishi.co.jp/

㈲グローバルペーブ
メント

菊川市 舗装工事業
ICT化による工程の見える化と自動化によ
り、工事に再現性を持たせ、品質向上と安
定化を図る

令和３年3月15日 －

㈱コーヒー乃川島 静岡市葵区
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

当社焙煎技術を用いた直火焙煎商品の製
造、販売

令和３年3月15日 https://www.kawashimacoffee.co.jp/

㈱ディーレックス 静岡市駿河区 デザイン業
茶香炉と焙煎機を融合したアウトドア用茶
器セットの開発、販売

令和３年3月15日 http://www.derex.co.jp/

㈱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

ツインコイルクリップを用い、帽子・ヘルメッ
トと一体となったフェイスシールドの開発、
販売

令和３年3月15日 www.s-sp-co.jp

㈱稲取赤尾ホテル 東伊豆町 旅館，ホテル
月桃と米を発酵させたライスフォース配合
のオールインワンゲルクリームの開発、販
売

令和３年3月15日 https://www.akao-hotel.co.jp

高木マシナリー㈱ 沼津市
その他の生産用機械・
同部分品製造業

設備異常検知システムの開発・販売及び
PLC教育の事業展開

令和３年3月15日 www.tkslimited.co.jp

㈱ソマウッド 静岡市清水区
管理，補助的経済活動
を行う事業所

『森林レンタルサービス』の展開 令和３年3月15日 http://soma-wood.jp/

RePuBrew(同） 沼津市 酒類製造業
自社製クラフトビールの増産体制の構築及
び香り付きアルコール消毒液の開発

令和３年3月15日 https://www.repubrew.com/

㈱インク 清水町 書籍・文房具小売業
オフィスのトータルコーディネート事業の拡
大

令和３年3月15日 http://net-de-ink.com/

㈲お茶の宝玉園 袋井市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

お茶文化振興に向けた取り組み『お茶マイ
レージ』作戦による販売拡大

令和３年3月15日 http://hougyokuen.com/

nap(同) 島田市
他に分類されない生活
関連サービス業

動物の心理学に基づいたハズバンドリート
レーニング事業の実施

令和３年3月15日 https://wanwan-myfamily.jp/

㈱さんせい茶園 吉田町
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

茶葉とハーブをブレンドした個包装タイプの
フレーバーティー開発と販路開拓

令和３年3月15日 https://cha-sansei.jp/

㈱ブレイブ 焼津市
土木工事業（舗装工事
業を除く）

貸し切り可能なプール付きドッグランの開始
と販路開拓

令和３年3月15日 https://www.shidasan-dogrun.com/

㈱吉田ハム工場 吉田町 畜産食料品製造業
自社ブランドの育成に向けたソーセージや
惣菜商品の開発と販路開拓

令和３年3月15日 http://www.yoshidaham.com/

小木　秀正（小木園
芸）

磐田市
他に分類されない小売
業

在留外国人向けフラワーギフト事業の取組 令和３年3月15日 －

樋口　博美（ペンショ
ンクロワッサン）

御前崎市 旅館，ホテル
地元の自然と食材を活かし、生活習慣病予
防のための宿泊サービスの提供

令和３年3月15日 http://crescent-smallhotel.com/

石井　登（燻製屋石
井）

函南町 その他の食料品製造業
函南町の旬野菜で作る燻製野菜の開発販
売

令和３年3月15日 －

㈱伊豆中 伊東市 水産食料品製造業
レトルト殺菌器を用いた『そのまま食べられ
る干物』の製造・販売

令和３年3月15日 http://www.izuchu.jp/html/page9.html

㈱釜鶴 熱海市 水産食料品製造業
低塩・焼き干物商品『干物みそシリーズ』の
開発

令和３年3月15日 －

㈱小河屋商事 三島市
食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

プロの味がお家でも楽しめる、近隣店と連
携した非接触型販売によるソース等の提供

令和３年3月15日 http://www.e-pasteria.com/

㈱中物産 三島市
他に分類されない卸売
業

占い、仏道研修等の為の曼荼羅構築仏画
カードセットの開発と販売

令和３年3月15日 http://www.buddha-art.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）

エイ・エフ・エム・ジャ
パン㈱

長泉町 建築材料卸売業
浸水被害から建物を守る復旧トータルサ
ポート商品の開発と販売

令和３年3月15日 https://afm-sips.com/

㈲栗原製作所 三島市 金属加工機械製造業
収穫放棄農産物や収穫時廃棄残さを乾燥・
粉末化した商品の開発・販売

令和３年3月15日 －

㈱三愛 浜松市北区 専門料理店
自家栽培の無農薬三ヶ日みかんを使用し
た青みかん冷麺の製作及び通販を活用し
た販路開拓

令和３年3月15日 https://yakiniku3i.com/

㈱ＴＫ総建 浜松市東区 板金・金物工事業
板金工事業者が手掛ける『顧客ニーズに対
応した繊細かつ複雑形状化した建築用役
物』の超短期供給体制の確立

令和３年3月15日 －

加藤木材産業㈱ 静岡市清水区
造作材・合板・建築用組
立材料製造業

国産木材ジョイントデッキパネル（室外用）
の開発と販路開拓

令和３年3月15日 http://www.frebio.com/

栗田　てる江（かしお） 静岡市清水区 簡易宿所
キャンプ泊も楽しめて里山柏尾を堪能でき
る新たな宿泊サービスの開発と販路開拓

令和３年3月15日 https://kasio.info/

㈱たがた 静岡市葵区 食料・飲料卸売業
蕎麦の起源に迫る！ネパール在来種の製
粉及び製麺事業

令和３年3月15日 －

（同）RIVERS IMPORT 静岡市清水区
他に分類されない小売
業

ソロキャンプに最適！BBQも可能なアウトド
ア用小型スモーカーの開発と販路開拓

令和３年3月15日 https://www.riversimport.com/

村松　佐友紀（ヒトヤ
堂）

牧之原市 簡易宿所
静岡の人とモノが集う、『シェア本屋』サービ
スの開発と販路開拓

令和３年3月15日 https://hitoyado.com/

(同)アイウェーブ 浜松市中区
通信販売・訪問販売小
売業

昆虫を原材料に使用した高機能ドッグフー
ドの開発

令和３年3月15日 https://i-wa-ve.com/service/content/

池谷セーリング(同) 浜松市西区
その他の飲食料品小売
業

地産地消の華やかなサンドイッチを活用し
たピクニックセーリング事業の実施

令和３年3月15日 http://www.sailing.sandore.jp/index.html

㈲トーシン 沼津市
その他の電気機械器具
製造業

アルミの廃材を利用した三脚にも活用でき
るバイク用の釣り竿ホルダーの製作・販売

令和３年3月15日 https://toshin-inc.com/index.html

東陽ゴム工業㈱ 浜松市中区
ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製
造業

多様性の高いゴム製の補助具の開発およ
び生産

令和３年3月15日 －

㈲en 浜松市中区 専門料理店
プロジェクションマッピングを活用した料理
の演出サービス

令和３年3月15日 https://lafesta2006.wixsite.com/lafesta

㈱EI 浜松市北区 その他の廃棄物処理業
家畜排せつ物の循環型自然消臭技術の確
立と事業化

令和３年3月15日 https://ei-syosyu.co.jp/wordpress/

㈱さがみ園 浜松市南区
その他の飲食料品小売
業

梅干し緑茶の開発・販売 令和３年3月15日 https://www.sagamien.co.jp/

プラ㈱ 浜松市中区 建築リフォーム工事業
プチ起業向け小型ユニットの販売に伴う『小
さなお店計画』サポート事業の展開

令和３年3月15日 －

㈱みいと市場 富士宮市 その他の食料品製造業 新商品「ご当地コロッケ『まつコロ』」の販売 令和３年3月15日 https://www.instagram.com/fujiyama_ebisu/

山梨罐詰㈱ 静岡市清水区 水産食料品製造業
ＣＮＦの特性を活かしたロカボ向けの加工食
品の開発・販売

令和３年3月26日 https://www.yamanashi-kanzume.co.jp/

㈱LACTIVE 沼津市 酒場，ビヤホール
お店の味を家庭で再現できる食材キット（レ
シピ付）の注文アプリの開発を通じ、沼津市
の地域活性化に貢献

令和３年3月26日 －

㈱ANSeeN 浜松市中区 電子応用装置製造業
これまで見えなかったものが見えるようにな
る『高速・高感度Ｘ線センサ』の開発により、
様々な非破壊検査分野に貢献

令和３年3月26日 https://anseen.com/

㈱プラポート 静岡市清水区
工業用プラスチック製品
製造業

ＡＩを活用した見積業務の自動化・短時間化
による“生産性向上”と“顧客満足度向上”

令和３年3月26日 https://www.plaport.co.jp/

㈱静岡茶市場 静岡市葵区 食料・飲料卸売業
オンライン取引の導入による売手・買手双
方の利便性向上を図ることで、当社の取引
量の増加及び茶産業全体の振興を目指す

令和３年3月26日 https://chaichiba.co.jp/

榎本工業㈱ 浜松市北区 金属加工機械製造業
機能の規格化、単機能化した加工装置を
ベースとした選択性と開発効率を向上させ
た小型精密加工機の開発と販売

令和３年3月26日 https://www.enomoto-net.co.jp/

㈱ミズ・バラエティー 富士市 こん包業
届け先情報保護システムの開発と運用と販
売について

令和３年3月26日 https://ms-variety.co.jp/

㈱アドテクニカ 静岡市駿河区
インターネット附随サー
ビス業

WEBデザインの可変性と流通性を高めた、
デジタルマーケティングと異業種協業に適し
たプラットフォームの開発と販売

令和３年3月26日 https://www.adtechnica.co.jp/

アオノフレッシュミート
㈱

静岡市葵区 食料・飲料卸売業
長期保存が可能で外観・味・香りを保つフ
リーズドライ商品、レトルト商品、加工商品
の開発、販売

令和３年3月26日 https://www.aonomeat.com

ヤザキ工業㈱ 富士市
その他の生産用機械・
同部分品製造業

通風機能を有するシート状体表冷却器の製
造、販売

令和３年3月26日 http://www.yazaki-kogyo.com/index.htm

㈱平和エアテック 熱海市
管工事業（さく井工事業
を除く）

空調設備及び給排水設備のポンプの異常
を事前検知するシステムの構築及び事業
化

令和３年3月26日 http://heiwaairtec.com

㈱コーヒー乃川島 静岡市葵区
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

コーヒー豆の挽き目の粗さ及び細かい挽き
目との配合量を工夫することで製造される
新ブランドの開発及び販売

令和３年3月26日 https://www.kawashimacoffee.co.jp/

アンフィニホームズ
ファイナンシャルトラ
スト㈱

静岡市葵区
建築工事業（木造建築
工事業を除く）

『健康』と『自然』を享受できるオートキャン
プ場の運営

令和３年3月26日 http://www.infini-homes.com/

リリーズ㈱ 浜松市東区 老人福祉・介護事業
緑をベースに非日常空間を演出し、安らぎ
を与えるとともにパティシエ、バリスタが提
供する本格洋菓子店舗兼カフェの事業展開

令和３年3月26日 https://www.lily-s.co.jp

ファミリアクリエーショ
ン(同)

熱海市
他に分類されない小売
業

女性の手のひらサイズに合わせ、重量を軽
くした女性用工具の開発、販売

令和３年3月26日 https://www.familiar-cr.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）

㈱村松製油所 浜松市西区 動植物油脂製造業
油屋にしかできないこだわりの油の魅力を
伝えつつ、地元の活性化に寄与する事業展
開

令和３年3月26日 https://kaneta1872.jp

瀧澤　健太（MICRO
PARK)

静岡市葵区
インターネット附随サー
ビス業

美容院の来店客が施術時間を楽しめ、企業
のPRにもつながる事業の展開

令和３年3月26日 －

㈱オーザ 菊川市 職業・教育支援施設
利用者が楽しみながら農業体験や接客体
験を行うことで感性を磨き、社会生活、生活
能力の向上を図るライフトレーニングコース

令和３年3月26日 https://www.o-the.co.jp

北川工業㈱ 静岡市葵区 一般土木建築工事業 モンゴルでのクエ養殖事業の展開 令和３年3月26日 https://www.kitagawa-kk.co.jp

㈱深澤自動車修理工
場

静岡市清水区 自動車整備業
2輪駆動のマイクロバスの走行性を向上さ
せる新たなパーツの開発

令和３年3月26日 http://www.r52fukazawa.net/

㈱ナナクレマ 静岡市葵区 職業紹介業
企業と就活生を結ぶ新サービス『就活カ
フェ』の展開

令和３年3月26日 https://nanacrema.com/info/

㈱静岡県チキンフー
ズ

浜松市南区 調味料製造業
幅広い飲食事業者に対応する、小ロットで
の業務用ラーメンスープの製造体制の確立

令和３年3月26日 http://www.mendoriya.jp/webCompany.html

㈱ケイズサービス 浜松市中区
管工事業（さく井工事業
を除く）

『土間』のある家をターゲットにしたコンク
リート製の電気式床暖房の普及

令和３年3月26日 －

㈱イワモト 沼津市 産業機械器具卸売業 マスク保持具『3Dメタルフレーム』の開発 令和３年3月26日 http://www4.tokai.or.jp/iwamoto/index.html

㈱西部給食 袋井市 配達飲食サービス業
エリア配達支援員による高齢者向け宅配弁
当への事業展開

令和３年3月26日 https://www.seibukyusyoku.jp

㈱牧田技研 浜松市南区 金属加工機械製造業
可搬式小型テーパー研磨機の開発とマシ
ニングセンタ現地研磨サービスの提供

令和３年3月26日 https://www.makitagiken-hc.com/

井口　桃代（BAKERY
Rapan）

三島市 菓子・パン小売業
函南町特産の丹那牛乳と柿田川湧水によ
る国産小麦１００％冷やしクリームパンの開
発・販売

令和３年3月26日 －

㈱シュガーポット 浜松市浜北区 菓子・パン小売業
地元産アーモンドを素材とした自社製アー
モンドプードルを使用したマカロン商品の開
発

令和３年3月26日 http://www.sugar-pot.jp/

明治屋醤油㈱ 浜松市浜北区 調味料製造業
『本物嗜好』や『体験』といった需要を捉えた
手づくり醬油キットの開発

令和３年3月26日 http://meijiyashoyu.com/

㈱粂田商店 牧之原市
プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革
製造業

動物園・水族館向け抗菌・脱臭『おむつ袋』
の開発・販売

令和３年3月26日 －

㈱サングリーン青嶋 藤枝市
他に分類されない卸売
業

中小規模の園芸店向けに新商品情報やそ
の使用方法、店舗運営支援までトータルコ
ンサルティングサービスの展開

令和３年3月26日 https://sungreen-aoshima.com

小澤　慎吾（小澤ベジ
タブル）

富士宮市 耕種農業
干し芋の製造工程の改善による生産性向
上

令和３年3月26日 －

㈲まさご 富士市 専門料理店
飲食店の自社メニューの冷凍食品化の実
現と販路開拓

令和３年3月26日 https://washoku-masago.net/

㈲ミズラボ 焼津市 電気計測器製造業
廉価な生産・稼働管理用の無線通信ユニッ
トとオープンソースのソフトウエアの開発と
販路開拓

令和３年3月26日 http://www.mizu-labo.co.jp/

㈱MIGAKU 河津町 専門料理店
ワニ料理の充実を図り他に類を見ないメ
ニューの提供

令和３年3月26日 http://www.migaku-co.jp/company/index.html

㈱スカイプランニング 浜松市北区 その他の職別工事業
折板屋根用天窓部材のジョイント金具を開
発し施工の効率化と部材販売の展開

令和３年3月26日 http://www.sky-planning.co.jp/campany/

㈱一燈庵 河津町 旅館，ホテル
料理を楽しめる宿としてのコンセプトを確立
するサービスの提供

令和３年3月26日 https://www.kaneyoshi-ittouan.com/

㈱エム・エス・ジー 伊東市 家具・建具・畳小売業
アイアンゲートのオーダーメイド販売におけ
る売上向上

令和３年3月26日 http://www.iberia.co.jp

㈱じゅんちゃんファー
ム

浜松市西区 耕種農業 音響栽培バナナの生産・販売について 令和３年3月26日 https://www.junchanfarm.com/

㈱オフィス・タフ 富士市 専門料理店
地域産品を活用した辛みそ餃子の開発及
び販売

令和３年3月26日
https://www.facebook.com/pages/%E3%82%BF%E3%83%
96%E3%83%BC-%E3%82%B6-
%E3%83%9C%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%88/7748496

㈲花のむらせ 富士市
他に分類されない小売
業

花の飾り放題サービス事業の展開 令和３年3月26日 http://www.8739-murase.co.jp

㈱サンプラ 浜松市中区
自動車・同附属品製造
業

金属偽装樹脂成形部材による理美容師用
ハサミの開発と販売

令和３年3月26日 －

㈱平野工業製作所 浜松市北区
その他の輸送用機械器
具製造業

移動式リサイクルカーの開発・販売 令和３年3月26日 http://www.hiranoks.co.jp/

㈲林新聞店 浜松市西区 書籍・文房具小売業
コスプレ撮影スタジオ併設のメイク・エステ
サロン

令和３年3月26日 http://www.24k24h.com/

㈱TRANSIT 浜松市中区 広告業
浜名湖の新名物『うなタレみたらし団子』の
開発と販売

令和３年3月26日 －

マツバ製茶㈱ 藤枝市
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

製茶技術で多様性のあるオリーブ葉粉末の
加工販売

令和３年3月26日 http://ocha-matsuba.com/

㈱UKAI 下田市 専門料理店
伊豆地域の商品を販売するＥＣサイト『This
Izu Goods』の開設・運営による出店者への
サポートサービスの提供

令和３年3月26日 https://ukai-mnap.co.jp/index.html

レオリブレ㈱ 静岡市清水区 スポーツ施設提供業
利用者のニーズに合わせた双方向オンライ
ン運動指導『レオリブレオンライン』の提供と
販路開拓

令和３年3月26日 http://www.reolibre.com/
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レオリブレ㈱ 静岡市清水区 スポーツ施設提供業
スクールバス事業への参入とスポーツクラ
ブの強みを活かした民間学童事業の構築と
販路開拓

令和３年3月26日 http://www.reolibre.com/

㈱テクコロジー 静岡市駿河区
油脂加工製品・石けん・
合成洗剤・界面活性剤・
塗料製造業

繊維系用撥水剤の開発及び撥水加工サー
ビスの提供

令和３年3月26日 －

㈱CREA FARM 静岡市葵区
その他の飲食料品小売
業

オリーブの搾油残さ等を活用した農畜水産
物用飼料・肥料の製造および同農畜水産
物等を活用した商品の開発・販売

令和３年3月26日 https://creafarm.jp/

草薙機械㈱ 静岡市清水区 機械器具設置工事業
ワンボックス車への重量資材の積み下ろし
を容易にする機構の開発

令和３年3月26日 －

片山衣料㈱ 静岡市清水区
外衣・シャツ製造業（和
式を除く）

デッドストック解消に向けた中国市場への
参入

令和３年3月26日 https://www.katayamairyou.com/

宮原　康彰
（mikoto.co）

静岡市葵区
がん具・運動用具製造
業

職人の垣根を超えたコラボレーションによる
オーダー雛具の販売

令和３年3月26日 https://www.mikotobina.com/

㈲サンクチュアリ 静岡市葵区
バー，キャバレー，ナイ
トクラブ

『非接触』『遠隔』を実現する『オンライン
ショーラウンジ』の実現

令和３年3月26日 https://www.priscilla55.com/

丸福製茶㈱ 静岡市葵区
茶・コーヒー製造業（清
涼飲料を除く）

焙煎・合組技術を活かしたワンドリップ麦茶
の開発と販売

令和３年3月26日 http://www.marufuku-seicha.jp/

㈱ほこや 浜松市浜北区 老人福祉・介護事業
利用者やスタッフ、地域住民の方が安心で
きる地域密着型の総合的な介護拠点施設
の運営

令和３年3月26日 －

長尾芳弘
(豊宏園富士山ブルー
ベリーの里)

富士市 野菜・果実小売業 高濃度ブルーベリー酒の開発・販売 令和３年3月26日 https://fujiblueberry.i-ra.jp/

旭産業㈱ 富士市
その他のパルプ・紙・紙
加工品製造業

ビタミンDを含んだ粉末乾燥きくらげの開発・
販売

令和３年3月26日 http://www.asahi-ids.co.jp/

㈲静和マテリアル 富士市 紙製品製造業
オリジナル紙付箋『.f POCKET』による自社
ブランド展開

令和３年3月26日 https://www.seiwa-material.com/

赤坂孝明(リリィオー
ト)

富士市 自動車小売業
顧客ニーズと革製品を活かしたジムニーの
オリジナルカスタマイズ事業

令和３年3月26日 http://www.lily-auto.com/index.html

高野　瀬誠(bonds
nose)

富士市 理容業
メンズエステの写真撮影サービスの提供に
伴うサービスの向上

令和３年3月26日 http://www.noses.jp

伊勢住宅㈱ 浜松市東区
建築工事業（木造建築
工事業を除く）

一般的な建売住宅から新商品『コンセプト
建売』への商品転換

令和３年3月26日 http://www.ise-jutaku.com/

㈲フォレスト 沼津市 冠婚葬祭業
結婚式場が提供するお見合いブース(お見
合いテーマパーク)の設置

令和３年3月26日 https://weddingfantasia.official-wedding.jp/

東邦印刷包装㈱ 沼津市 印刷業
疑似エンボスコーティングの濃度調整によ
る新たな付加価値の創出

令和３年3月26日 https://www.tohoprint.jp/
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