静岡県 経営革新計画承認企業一覧 （平成25年度）
●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。

■４月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

所在地

佐次本 芳男
（佐次本製茶）

掛川市

松枝 弘樹
（ジャパンボートサービス）

静岡市駿河区

㈱鈴木商店

焼津市

㈱ニューウェーブ

藤枝市

㈱富士アールアンドディー

富士宮市

㈱マクルウ

富士宮市

㈲山口製作所

富士宮市

フォーミング工業(株)

伊豆の国市

業種
茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

経営革新のテーマ

承認日

蒸し・火入れ・茎茶の加減を自分で選択できるカスタマ
イズ茶の製造・販売

平成25年4月22日

エンジン・電気系統のメンテナンス・修理ノウハウを活か
船舶製造・修理業，舶用機
した御前崎市内の観光客向けレンタル電気スクーター 平成25年4月22日
関製造業
事業の展開
４層のコーティングによるステンレス以上に高耐食で安
他に分類されない卸売業 価な表面処理鉄ネジ「ＬｏｎＧｏｏｄ“Ｗｉｄｅ”」の開発及
平成25年4月22日
び塗料練り込み技術の確立
参加者の状況に合わせた運動プログラムを提供する
男性シニア限定運動教室の展開

療術業

『実験用小型スパッタリング装置』の開発による需要家
その他の生産用機械・同部
の利用目的に合ったスパッタリング装置開発・作製の
分品製造業
実現
マグネシウム合金ビレットの小型熱間押出機開発及び
非鉄金属・同合金圧延業
冷間引抜による低コスト細径ワイヤー等の一貫加工の
（抽伸，押出しを含む）
実現
厚さ3.2㎜規格の高耐食性鋼板のせん断加工断面へ
その他の生産用機械・同部
の防錆塗装を不要にするせん断用特殊パンチ・ダイの
分品製造業
開発・販売
その他の電気機械器具製 軽量・省電力な高視認性可動式ホーム柵開閉扉の開
造業
発・製造・販売

■5月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

公表・掲載8件（承認件数は全9件）

所在地

業種

平成25年4月22日

平成25年4月22日

平成25年4月22日

平成25年4月22日

平成25年4月22日

公表・掲載14件（承認件数全14件）
経営革新のテーマ

承認日

㈲ビスカ

浜松市中区

専門料理店

豆腐を使用したデザイン性に優れたスクエア形のシ
フォンケーキギフトの開発・販売

平成25年5月24日

大弥精機㈱

磐田市

その他の金属製品製造業

マシニングセンタ取付可能な難削材加工に適した高
速・高トルクの工作機械用スピンドルの提案

平成25年5月24日

㈱キアーロ

磐田市

美容業

頭皮筋トレを主とする長期ヘアケアコースの提供とコー
スの経過に応じたヘアスタイルの提案

平成25年5月24日

㈱シモムラアレック

静岡市葵区

他に分類されない卸売業

プラモデル転輪のパーティングラインを簡単に消すこと
ができる模型用切削工具の開発と販売

平成25年5月24日

㈱静岡鐵工所

静岡市葵区

金属加工機械製造業

三角リブ構造のアルミフレームとカム構造を採用した自
動工具交換装置による卓上にも設置可能で軽金属を
加工できるマシニングセンタの開発

平成25年5月24日

㈱Ａｐｏｌｌｏｎ

静岡市駿河区

装身具・装飾品・ボタン・同 生地を傷めず、製作途中でも取り外し可能な刺繍枠の
関連品製造業
開発

平成25年5月24日

㈱エルゴミクス

静岡市清水区 他に分類されない卸売業

フィリピン原産の天然繊維「アバカ」の幹の内側繊維質
部分の特徴を活かした日本人向けファッション雑貨の
開発

平成25年5月24日

毛筆用キャップ「フレキシブル筆キャップ」の開発・販
売

平成25年5月24日

榛原郡吉田町 織物業

伸縮可能で強度を併せ持つループ付き多機能細幅織
物「ルーティー」の開発・販売

平成25年5月24日

㈱光徳

沼津市

農畜産物・水産物卸売業

駿河湾特産の高足ガニを用いた「高足ガニの炊き込
みごはん」の開発・販売

平成25年5月24日

㈱アクトハウス

富士市

木造建築工事業

屋根裏シェルター付戸建住宅の開発

平成25年5月24日

ASS-J㈱

富士市

ユニット部品製造業

介護・看護向けバッテリー内蔵タオルウォーマー移動
用カートの製造販売

平成25年5月24日

専門料理店

地域顧客から成るサポーター倶楽部を活用しながら富
士山麓の食材のみを用いて開発する料理「富士山麓
美食絵巻」シリーズの展開

平成25年5月24日

木部・鉄部を含めた塗装を保証する「お家の塗装丸ご
と１０年保証」の提供

平成25年5月24日

高栄産業㈱

島田市

本橋テープ㈱

㈱つぼぐちフードサービ
御殿場市
ス
㈱セイワ

舗装工事業

駿東郡清水町 塗装工事業

■6月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

所在地

業種

公表・掲載20件（承認件数全21件）
経営革新のテーマ

承認日

㈲SHIPMAN

浜松市中区

船舶製造・修理業，舶用機 車椅子に取り付けることで車椅子ごと利用者が水に浮
関製造業
く救命フロートの開発

平成25年6月6日

㈱浜松ベジタブル

浜松市南区

その他の食料品製造業

スチーム加熱工程を組入れることで農産物パウダーの
栄養価をより高める生産方式の導入と、農産物パウ
ダー商品の開発

平成25年6月6日

㈱コプレック

掛川市

金属素形材製品製造業

支柱を使わず鋼板のみを用いた電子機器等を収納す
る金属製大型格納庫の製造

平成25年6月6日

小川龍一（小川商店）

静岡市葵区

専門料理店

有東木産わさびの茎と根を活用したかき氷シロップによ
るわさびかき氷の開発・販売

平成25年6月6日

㈱トゥモローカレッジ

静岡市葵区

教養・技能教授業

小型・軽量かつ複数部位のスイングチェックが可能な
ゴルフ練習器具「スウェーチェッカー（仮称）」の開発・
販売

平成25年6月6日

㈱フタバコーケン

静岡市清水区 建築材料卸売業

亀甲網(STKネット)を改良した吊下げ梯子タイプの「救
助ネット」・「避難・登はん用ネット(固定式)」の開発

平成25年6月6日

松岡紙業㈱

富士市

油吸着材「eマット（イーマット）」の一般家庭向け規格の
開発と販路拡大

平成25年6月6日

㈲駿東石材

田方郡函南町 骨材・石工品等製造業

最大15人まで納骨可能で一時預かりもできる「預かり
型集合個人墓」及び「合祀型永代供養塔」によるお骨
の郵送引き受けサービスの開発及び提供

平成25年6月6日

㈱HERO

浜松市東区

機械設計業

食品の盛り付けラインのオートメーション化を実現するロ
平成25年6月20日
ボットシステムの開発と販売

湖南野嶋建設㈱

浜松市西区

一般土木建築工事業

土間コンクリート技術を活用することで、脚部（木材）を
無くした「テラス式ウッドデッキ」の開発・販売

平成25年6月20日

㈱リトルアース

静岡市葵区

ゴム製・プラスチック製履
物・同附属品製造業

W・アーチフィットシステムを用いて、マッサージ効果を
高めたイボイボ・インソールの開発・販売

平成25年6月20日

㈲タテック工業

静岡市葵区

生活関連産業用機械製造
全自動ワカメボイル機の開発及び販売
業

㈱ガーデンソフト

静岡市葵区

ソフトウェア業

再生資源卸売業

ＢＣＰ運用管理（ＢＣＭＳ）システムと連動した災害時Ｂ
ＣＰ運用状況確認システム『ＢＣＭ ＮＥＸＴ』の開発

平成25年6月20日

平成25年6月20日

㈱ライズワン

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器
静岡市清水区
具・理化学機械器具製造
業

輸送過程で縛りが解けた単芯用銅線ワイヤーを自動
制御で巻取・巻出する装置の開発・販売

平成25年6月20日

㈲プラッツ

静岡市清水区 がん具・運動用具製造業

盆栽の繊細な枝ぶりや葉姿を忠実に再現したミニチュ
ア模型「ＴＨＥ ＢＯＮＳＡＩ」の開発と販売

平成25年6月20日

㈱カネロク水産

沼津市

水産食料品製造業

駿河湾産のシラス、サクラエビの形状を崩さずにチー
ズに混ぜ合わせた「駿河湾Ｓeafood in Cheese」の開
発・販売

平成25年6月20日

齋藤

三島市

大工工事業

化粧水配合で肌にやさしく繰り返し使える接着剤を使
用したピアスシール「エクスプリズム」の製造及び販売

平成25年6月20日

㈱三條

裾野市

食堂，レストラン（専門料理 国産大和芋をすりおろしたとろろに裾野産モロヘイヤ等
店を除く）
をブレンドしたドレッシングの開発及び販売

平成25年6月20日

㈱富士山ワイナリー

富士宮市

酒類製造業

醸造設備の一体化及び醸造工程全てで炭酸ガスを使
用して酸化防止を図った白ワイン「Shizen」の開発・販
売

平成25年6月20日

土屋建材㈱

伊豆の国市

セメント・同製品製造業

通水スリットにより桝の雨水浸透機能を高めた「TK型
雨水浸透側溝」の開発・販売

平成25年6月20日

旭（斉藤建築）

■7月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

所在地

業種

公表・掲載22件（承認件数全26件）
経営革新のテーマ

承認日

㈲メイショウ

浜松市中区

農畜産物・水産物卸売業

野菜の切り方指定にも対応する学校給食向け浜松産
冷凍カット野菜の通年供給事業の展開

平成25年7月11日

㈱エコア

浜松市中区

電気工事業

災害時自動切換防災ソーラー灯の開発及び販売

平成25年7月11日

村松貴通
（村松貴通社会保険労務
士事務所）

浜松市浜北区 社会保険労務士事務所

労働基準法で管理困難な業種に特化した新賃金体
系の提案

平成25年7月11日

㈱アクト

磐田市

㈲キュービック静岡

静岡市駿河区 産業機械器具卸売業

㈱池谷鐵工

藤枝市

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

㈱ライズ

アンヴァール㈱

潤滑シートを用いることにより打抜片の詰りを解消し、
その他の繊維製品製造業 正確な孔開けを実現するパンチング加工装置の開発
と導入

平成25年7月11日

生産設備耐震診断業務の経験を活かした企業・工場
向け「天井裏地震リスク評価調査」サービスの展開

平成25年7月11日

小規模生花店でもプリザーブドフラワー加工・製作が可
能となる小型乾燥機の開発・販売

平成25年7月11日

富士市

とび・土工・コンクリート工事 農地用等土壌改良剤を活用した土埃の立ちやすい工
業
事現場向け防塵専用土壌改良剤の開発・販売

平成25年7月11日

浜松市中区

電池製造業

ナノポーラス金属を活用した次世代蓄電池の開発と量
産化

平成25年7月24日

グローバル・リンクス・テクノロ
浜松市西区
ジー㈱

産業用電気機械器具製造
実験用マウス飼育ケージ入替交換装置の開発
業

平成25年7月24日

ハマニ㈱

浜松市浜北区 左官工事業

漆喰の普及を目指したオーダーメイド天竜壁土漆喰竈
とお手軽泥団子キットの開発と体験教室の展開

平成25年7月24日

㈲兼子鉄工所

磐田市

自動車・同附属品製造業

安全且つ身体的負荷の軽減を目的としたトラック荷台
昇降用梯子の開発

平成25年7月24日

㈲コイケサイド

磐田市

他に分類されない製造業

アクリル基板にパターン彫刻を施すことで従来品と同
等の輝度を維持しながら蓄光原料を大幅に低減でき
る「蓄光サイン」の開発

平成25年7月24日

糖度が選択できるトマトペーストの開発及び同商品の
短時間配送の展開

平成25年7月24日

新旧家電製品比較ソフトを活用した地域電器店との連
携による既設住宅向け太陽光パネル及び省エネ家電
普及事業の展開

平成25年7月24日

焼津市

石工・れんが・タイル・ブロッ 納骨蓋を引き上げ奥に押し入れることで納骨口の開閉
ク工事業
を家族だけでできる墓石の開発・販売

平成25年7月24日

焼津市

書籍・文房具小売業

ショッピングセンター等のコンセプトに合ったストーリーを
もとにレイアウト等を行う雑貨店の多店舗展開

平成25年7月24日

西村 真弓（ふらっとねっと） 島田市

高齢者向けデジカメ撮影の楽しさも教える里山歩き・
他に分類されない教育，学
街歩きと散策後の写真活用講座をセットにした思い出
習支援業
貯金作り事業の展開

平成25年7月24日

大協プラス㈱

富士市

ミネラルウォーター生産工程の一部停止時でもペットボ
その他のプラスチック製品
トル生産・箱詰めが可能なペットボトル自動箱詰装置の
製造業
開発・導入

平成25年7月24日

㈲葛山製作所

裾野市

自動車・同附属品製造業

ネジ・プラグの形状検査において、製品の検査項目を
整理・パターン化することで製品毎の条件設定を容易
にし、多品種を自動判別できる画像検査装置の開発

平成25年7月24日

エヌビーシー㈱

富士宮市

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

縦横・上下でも使用可能で分解・補修しやすく互換性
の高いアルミ形材『自在（仮称）』の開発及びこれを活
用したアルミ製門扉の販売

平成25年7月24日

㈱新技術研究所

御殿場市

金属被覆・彫刻業，熱処理 接着剤を使用しない化学的接合技術を活用した電子
業（ほうろう鉄器を除く）
複合材料の開発及び販売

平成25年7月24日

㈲若木屋

伊豆市

その他の食料品製造業

㈱アクト・メイト

袋井市

自動車・同附属品製造業

㈱ＲＳＴ

静岡市駿河区 電気機械器具卸売業

㈱石龍

㈲焼津谷島屋

■8月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

所在地

業種

チルドで賞味期限１ヵ月を確保する保存料不使用の湯
葉丼の素の開発・販売

平成25年7月24日

公表・掲載25件（承認件数全26件）
経営革新のテーマ

承認日

㈲エス・エヌ・イー総合
浜松市東区
研究所

他に分類されない製造業

硫酸根成分を全く含有しない養殖向け天然ミネラル剤
の開発と事業化

平成25年8月8日

協和工業㈱

掛川市

楽器製造業

事業所内での微生物分解処理を可能にする工業廃
液・廃塗料処理サービスの提供

平成25年8月8日

㈱和孝産業

袋井市

自動車・同附属品製造業

多品種小ロットの小型ニードルベアリング等組み付け部
品の瞬時欠品検査を可能にする軽量コンパクト可動式
部品検査機の開発・販売

平成25年8月8日

㈱アドテクニカ

静岡市駿河区 ソフトウェア業

Google Mapを用いて顧客管理や物流、営業管理機能
をパッケージ化したクラウド型ロケーションツールの提供

平成25年8月8日

日建スプレー工業㈱

静岡市清水区 その他の職別工事業

サンセイ冷熱㈱

静岡市清水区

一般産業用機械・装置製
造業

㈱暁電工

島田市

電気工事業

緊急情報を知らせる屋外自立型「街角用防災ラジオ」
の開発・販売

平成25年8月8日

IDK㈱

富士市

木造建築工事業

地産地消型セルロース断熱材「富士産ＥＣＯ断熱」の
製造販売

平成25年8月8日

カナエ工業㈱

富士宮市

自動車・同附属品製造業

生産終了となった自動車の補修部品の生産効率を高
めるための工程管理システムの開発

平成25年8月8日

ロックウール落綿を再利用し、定型サイズのブロック状
成形品とすることで簡易施工化した住宅用断熱材
「ロックウールブロック」の開発
小型軽量断熱パネルの組み立てにより顧客ごとの設
置スペースに対応する中小企業向け環境試験装置の
開発・販売

平成25年8月8日

平成25年8月8日

気泡緩衝材を使用した折り畳みコンテナ用野菜配送
包装材の開発及び販売

㈱ひらた

浜松市東区

農畜産物・水産物卸売業

㈱フタツギ

浜松市東区

繊維品卸売業（衣服，身の カジュアルな洋服にも合わせやすい遠州織物を使用し
回り品を除く）
た作務衣の開発・販売

平成25年8月26日

㈱サインクリエイト

浜松市南区

他に分類されない製造業

太陽光発電を利用した警備会社や警察などへ映像が
送れて会話もできる自立型スーパー防犯・防災灯の開
発・販売

平成25年8月26日

春瀬工藝㈱

浜松市浜北区 自動車卸売業

浜松特有の鮎釣り方式を応用した仕掛けセットと同
セットに適した専用針の開発・販売

平成25年8月26日

鹿島木材㈱

浜松市天竜区 建築材料卸売業

平時はベンチとして利用し、災害時には水に浮き救命
用具となる新製品イカダデッキの開発

平成25年8月26日

㈱プラスアート

磐田市

大工工事業

古材や新材を組み合わせることでリフォーム住宅の風
合いに合わせたヴィンテージ風家具の製造及び販売

平成25年8月26日

ローラーマックス㈱

袋井市

医療用機械器具・医療用
品製造業

スプリングでローラーを支持することで押圧の刺激を軽
減し、身体の各部位に均一的な押し圧力を施すベッド
型のローラー式マッサージ器の開発、製造、販売

平成25年8月26日

㈱インス

静岡市駿河区 その他の化学工業

曜日、時間帯別の作動設定を実現した遠隔管理でき
る消臭除菌液噴霧装置の開発・販売

平成25年8月26日

㈱フォーユー

静岡市清水区 美容業

選択制教育プログラムによる美容室アシスタントの専門
職化で実現する総合美容サービスの提供

平成25年8月26日

㈲大石製作所

榛原郡吉田町 その他の金属製品製造業

棚全体を覆いながらも棚上の物品を簡単に取り出すこ
とができる棚用落下防止ネットの開発及び販売

平成25年8月26日

司工業㈱

榛原郡吉田町 金属素形材製品製造業

エアーを用いた異型部品自動供給装置の開発及び販
売

平成25年8月26日

㈱山恵

沼津市

電子デバイス製造業

安定器の付いた各点灯方式の蛍光灯との交換時に電
気工事が不要なLED照明灯の開発・販売

平成25年8月26日

㈲西島木工所

熱海市

建具製造業

無垢材の組み手技法により額縁の風合いを実現した
伊豆産材の木製「額皿」の開発・販売

平成25年8月26日

㈱アイプラント

伊豆の国市

その他のはん用機械・同部 極薄プリント基板の表面処理システムにおける非接触
分品製造業
式の基板保持搬送装置の開発・販売

平成25年8月26日

㈱トーイフーズ

賀茂郡松崎町 水産食料品製造業

「昆布魚醤で食べやすいスティック干物」の開発・販売

平成25年8月26日

青木孝秀（青木さざえ
店）

賀茂郡南伊豆町
農畜産物・水産物卸売業

廃棄処分されいるサザエのワタ・貝穀・蓋を活用した土
産物の開発・販売

平成25年8月26日

■9月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

所在地

業種

平成25年8月26日

公表・掲載27件（承認件数全28件）
経営革新のテーマ

承認日

㈲レッカーランドフクカ
浜松市中区
ワ

食肉小売業

常温で長期間保存可能な県内産の豚肉を活用したレ
バーヴルストの開発と販売

平成25年9月5日

㈱ウッディライフ明善

浜松市東区

製材業，木製品製造業

天竜檜・杉の無垢材と欠点材の単板を貼り合わせた、
保温性と弾力性に富むフローリング材の開発

平成25年9月5日

㈲伊藤建設

磐田市

一般土木建築工事業

硬質強化発泡スチロールを用いて軽量化で安全性を
高め意匠性に優れたフェイクのエクステリア施工商品
の開発

平成25年9月5日

㈱小羽皮革

袋井市

洗濯業

マイクロバブルによるクリーニングサービスの提供

平成25年9月5日

㈱ラ・ポルタ

静岡市駿河区 電気機械器具卸売業

電源を確保できない景勝地の遠距離からのライトアッ
プを可能にするLED照明の施工

平成25年9月5日

中部電子精機㈱

静岡市駿河区 自動車・同附属品製造業

充電時の電圧の変化に合わせた低電流技術による、
廃棄バッテリー再生サービスの展開

平成25年9月5日

静和YBJ㈱

静岡市駿河区

家具・建具・じゅう器等卸売 海外（マレーシア）におけるシステムキッチンの新規製
業
造

平成25年9月5日

松永
ル）

静岡市清水区 パン・菓子製造業

剪定時に切り落とされた三保地区の農薬無散布の若
い松葉を使用した松葉食パンの開発・販売

平成25年9月5日

望月照通（蓬来荘）

焼津市

旅館，ホテル

愛犬の健康な皮膚をサポートする無添加天然温泉ス
プレーの開発・販売

平成25年9月5日

㈱セラシステム

沼津市

ソフトウェア業

詳細な業務管理が可能で顧客と店舗双方向の交流
ツールにもなる美容室・エステサロン向け電子カルテシ
ステムの開発

平成25年9月5日

㈱マクルウ

富士宮市

非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸，押出しを含む）

加温器の開発による半自動溶接（ＭＩＧ溶接）用マグネ
シウム合金溶接ワイヤーの冷間引抜工程の効率化

平成25年9月5日

㈱オープンスマイル

浜松市中区

インターネット附随サービス 中小店舗向け販促支援サービス「ポイント付きプッシュ
業
メッセージ」の開発と事業化

平成25年9月24日

㈱アイ．ケイ．製作所

浜松市浜北区 自動車・同附属品製造業

㈱ポリシス

浜松市浜北区

秀継（シュクー

ガラスコーティング(ハイブリット系)による工作機の
チャックへの超薄膜防錆処理技術の確立と提供

平成25年9月24日

高性能な防音・防振ポリウレタン樹脂建材の開発と量
産体制の確立

平成25年9月24日

村松貴通（村松貴通社会
浜松市浜北区 社会保険労務士事務所
保険労務士事務所）

社会保険労務士が精査した雇用環境優良企業による
就職ガイダンスの開催

平成25年9月24日

㈲G－STEP

浜松市浜北区 他に分類されない製造業

家庭等で最高の味を楽しめるお手軽ハンバーガーセッ
トの開発・販売

平成25年9月24日

マツイ電子㈱

磐田市

電子回路製造業

シンチレーション式及びGM管式で測定可能な除染作
業用放射線測定器の開発・販売

平成25年9月24日

㈱藤田鉄工所

掛川市

自動車・同附属品製造業

大排気量２サイクルエンジンのピン付クランクシャフトの
開発

平成25年9月24日

㈱カナック

静岡市葵区

金属被覆・彫刻業，熱処理 アルミダイカスト金型の耐損耗能力を高める高品質窒
業（ほうろう鉄器を除く）
化処理の開発

平成25年9月24日

㈱マル覚渡邉製茶

静岡市清水区

茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

一番茶の微細煎茶パウダーと同パウダーを使った菓子
等の開発による静岡茶の市場拡大

平成25年9月24日

㈲渡辺商店

静岡市清水区

建築工事業（木造建築工
事業を除く）

水により原料を固化する製法を用いた陶板を使用して
ラドン発生を効率化させた温水式温浴ベッドの開発

平成25年9月24日

㈱住宅工房コイズミ

藤枝市

木造建築工事業

動物病院と連携して行う愛犬とシニア世代の飼い主両
方に配慮した住宅リフォーム事業の展開

平成25年9月24日

東洋紙工㈱

富士市

発泡・強化プラスチック製
品製造業

果物の破損と作業負荷を軽減する、緩衝材と合成樹
脂トレーを一体化したイチゴ用平詰め容器の開発・販
売

平成25年9月24日

発泡・強化プラスチック製
品製造業

㈱静岡県富士自動車学校 富士市

高齢者向け運転機能訓練・定期検診・健康増進施設
他に分類されない教育，学
を取り入れた新たな自動車運転教習所サービスの提
習支援業
供

平成25年9月24日

㈱高村園

食料・飲料卸売業

煎茶の新たな抽出方法による新商品「茶プレッソ」の開
発及び販売

平成25年9月24日

三島市

㈲山口製作所

富士宮市

ワーク垂直化により金属パイプの360度同時穴あけ加
その他の生産用機械・同部
工を可能にしたステアリングメンバー専用加工機「エコ
分品製造業
マルチ360」の開発・販売

平成25年9月24日

㈲岳南塗装デザイン

富士宮市

他に分類されない製造業

網点加工を利用して写真等の細かな描写を再現しつ
つ外壁躯体へ直接塗装する『HTフレックスペイント』の
開発と提供

平成25年9月24日

■10月承認分 経営革新承認計画概要
企業名

所在地

業種

公表・掲載32件（承認件数全36件）
経営革新のテーマ

承認日

㈱久米

浜松市東区

機械等修理業（別掲を除
く）

金管楽器U字管の凹みを短時間かつ正確に修理でき
るペダル式工具の開発

平成25年10月15日

今田商事㈱

浜松市北区

プラスチック製品製造業
（別掲を除く）

「電気を使わない食品パック用簡易真空装置」の開
発・販売

平成25年10月15日

㈱マース

菊川市

専門サービス業（他に分類 「つゆひかり」の茶の粉末を用いた氷菓「お茶氷」の開
されないもの）
発・販売

宮川工業㈱

静岡市葵区

金属製品製造業

平成25年10月15日

海外（タイ）における完全自動化した連続炉中一体ロー
平成25年10月15日
付け加工システムの構築と事業展開

さかがみ財産クリニック
専門サービス業（他に分類 定期借地権の永続的な契約管理方法の創出による
静岡市駿河区
㈱
されないもの）
定期借地権付住宅の事業提案サービス

平成25年10月15日

滑川機械㈲

静岡市清水区

プラスチック製品製造業
（別掲を除く）

18リットル缶の切断処理専用刃及び本刃を活用する
自動空缶処理機｢缶始末」の開発・販売

平成25年10月15日

清水加工紙㈱

静岡市清水区

添加剤と顔料の調合割合の工夫によるメタリック調で
パルプ・紙・紙加工品製造
光沢のある欧米向けの“紙布”（しふ）壁紙の開発・販
業
売

平成25年10月15日

サンワイズ㈱

静岡市清水区 金属製品製造業

力をかけずに円滑な開閉を実現する高気密性スライド
平成25年10月15日
ドアの開発・販売

㈲ＯＭテック

静岡市清水区 生産用機械器具製造業

金属素材に圧力をかけない切り込み方法と斜めカット
により細密で生き生きとした表現を可能にした装飾品
「レイヤードメタルアート」の開発

平成25年10月15日

㈲北村人形

焼津市

その他の小売業

高齢者でも安全に使用できるアートペインティングまり
用ラインダンサーキットの開発

平成25年10月15日

㈱斎藤工務店

焼津市

総合工事業

間伐材の活用と簡易オーダーメイドによる入居者ニー
ズに対応した賃貸住宅のリノベーション事業の展開

平成25年10月15日

藤和乾物㈱

藤枝市

飲食料品卸売業

乾椎茸等の乾物のトレーサビリティの実施とアプリを
使った顧客向けレシピ提案

平成25年10月15日

㈱日翔工業

島田市

金属製品製造業

立体形状物へのコーティングやグラデーション等による
デザイン表現が可能な３Ｄスパッタリング技術の開発と 平成25年10月15日
事業化

㈲ティークラフト

島田市

飲料・たばこ・飼料製造業

重合ポリフェノールを増加させる「香煎茶加工法」技術
平成25年10月15日
を活用した茶関連商品の開発

静宏産業㈱

沼津市

ゴム製品製造業

コピー機の画像をより鮮明にするための超硬質プラス
チック材料を使用した精密フランジギアの切削加工技 平成25年10月15日
術の開発

㈲栄和自動車

沼津市

自動車整備業

アイドリングストップ支援システムの開発・販売

㈱ベルズ・ベル

裾野市

その他の生活関連サービス 廃棄処分されるモロヘイヤの葉や茎の特性をいかした｢
平成25年10月15日
業
グリーンパスタ」の開発・販売

㈱叶屋

富士宮市

食料品製造業

抹茶の色、香り、味を生かしたかん水不使用の焼きそ
ば麺「茶きそば」と麺を引き立てる透明な「ソルトソー
ス」の開発・販売

平成25年10月15日

平成25年10月15日

㈲オデオコーポレーショ
伊豆の国市
ン

無店舗小売業

静かで清掃しやすい反転機構付き国産低速圧縮搾り
ジューサーの開発・販売

平成25年10月15日

㈱丸守

浜松市東区

食料品製造業

レトルト釜を使用した安全性の高い絹ごし豆腐食品の
開発・販売

平成25年10月25日

㈱南部製作所

浜松市浜北区 金属製品製造業

精密部品を1秒1個生産する高速自動板金プレスシス
平成25年10月25日
テムの開発

㈱藤本組

掛川市

総合工事業

景観に配慮し快適性を高めた建設現場用ユニットハウ
平成25年10月25日
スの開発及び販売

みたか工業㈱

袋井市

金属製品製造業

自動車部品におけるパイプ材加工から鋼板プレス加工
平成25年10月25日
化による製品の開発

㈱ミナワ

静岡市葵区

洗濯・理容・美容・浴場業

置き敷き施工式カーペットタイルをはがして洗浄する専
平成25年10月25日
用出張型クリーニングサービスの開発及び事業化

㈱エピ

静岡市葵区

㈱ナナミ

㈱Ｋスタジオ

㈱プラントシステム

コンパクトかつ季節や造花の組み合わせに応じてプリ
ザーブドフラワーの交換が可能な「デザインアートフュー
ネラルフラワー」の開発・販売
高齢者福祉施設向け、ラチェット機構を応用した安心
静岡市駿河区 その他の製造業
安全なワンタッチリフト式テーブル・イス「U-you-LDシ
リーズ」の開発・販売
イギリスの牧歌的風景コッツウォルズ地方をイメージし
技術サービス業（他に分類
静岡市清水区
た本格的ガーデンウェディング撮影スペースの設置と
されないもの）
展開
摩擦抵抗の高いゴムベルトを利用して混合廃棄物処
理を効率化させるベルト式混合廃棄物選別機「ＰＩＭＴ
静岡市清水区 電気機械器具製造業
ＥＲ（ピムター）」の開発・販売
その他の製造業

平成25年10月25日

平成25年10月25日

平成25年10月25日

平成25年10月25日

㈲マルハチ金龍丸水産

沼津市

食料品製造業

鮮度にこだわり、獲れたての駿河湾産しらすを沖合の
船上で調理する「しらすの沖漬け」の開発・販売

平成25年10月25日

静岡ダンボール㈲

富士市

パルプ・紙・紙加工品製造 ダンボール製簡易スリッパ「ホッと！楽っす」の開発と
業
販売

平成25年10月25日

㈱アイ・システム

三島市

情報サービス業

ＦＡ制御技術を応用したパン生地の品質を均一化する
平成25年10月25日
耐環境型自動制御撹拌機の製作及び販売

武藤千秋（武藤建築）

御殿場市

総合工事業

粘着剤等を使用せず固定し、全周面使用可能な紙ヤ
平成25年10月25日
スリホルダーの開発・販売

■11月承認分 経営革新承認計画概要

公表・掲載18件（承認件数全19件）

ヒノン農業㈱

浜松市東区

耕種農業

瓜臭低減技術等を活用した業務用メロンコンフィ
チュールの開発

㈱サカエアルミ

浜松市南区

建築材料卸売業

賃貸住宅の窓枠を傷つけずに内窓の設置を可能にす
平成25年11月11日
るアタッチメントの開発と販売

㈱シモムラアレック

静岡市葵区

他に分類されない卸売業

自由な角度で素材を切断でき、かつコンパクトな模型
製作用カッティングガイドの開発と販売

㈱ヤギショー

藤枝市

食料・飲料卸売業

水の準備が不要なアルファ米非常食の開発及び販売 平成25年11月11日

石神勝久（石神農園）

島田市

耕種農業

農薬不使用・有機肥料の茶葉を炭化した「食べる茶葉
平成25年11月11日
炭」の開発・販売

㈱丸市産業

沼津市

燃料小売業

靴底クレンジング効果により適度なグリップと滑りを実
現させるダンスシューズ専用クリーナー「くつぞこ花子」 平成25年11月11日
の開発・販売

㈲かねはち

沼津市

農畜産物・水産物卸売業

サバの燻製をフレーク状にし、油で漬けた「オイルサバ
平成25年11月11日
ディン」の開発

平成25年11月11日

平成25年11月11日

朝比奈㈱

富士市

電子回路製造業

高齢者向け食事の「とろみ度測定器」の開発・販売

㈱真央

浜松市西区

産業機械器具卸売業

海外（タイ）における工作機械の販売・アフターメンテナ
平成25年11月22日
ンス事業の開始

明治屋醤油㈱

浜松市浜北区 調味料製造業

㈱山壽杉本商店

静岡市葵区

雅水産㈱

静岡市駿河区 水産食料品製造業

茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

松岡顕信(リトルフィッシュ静
静岡市駿河区 他に分類されない小売業
岡)

自然発酵熟成させた「もろみ」からの自然垂れ製法で
造るプレミアム醤油の開発と販売

平成25年11月11日

平成25年11月22日

緑茶の窒素充填による加圧状態での焙煎方法の開発
平成25年11月22日
と新商品展開
鰻のすり身と豆腐、ペースト状の生茶葉を混ぜ、蒲焼
にした「豆腐蒲焼」の開発・製造・販売

平成25年11月22日

適切な水質（PH）管理により繁殖率を高めた、希少性
の高い熱帯魚アピストグラマの繁殖事業の確立

平成25年11月22日

遠州工機㈱

牧之原市

生活関連産業用機械製造 洗浄用の泡をスプレーガン部分で安定的に発生させる
平成25年11月22日
業
発泡洗浄装置の開発

スルガ農産㈱

沼津市

畜産農業

食物残渣の飼料化・肥料化を活かした地産地消レスト
平成25年11月22日
ランの展開による畜産・農業資源循環モデルの構築

藤巻進 (日高輪業）

富士市

自転車小売業

競技車椅子向け携帯型ローラートレーニング台の開発 平成25年11月22日

㈱山本食品

三島市

㈱トウネツ

富士宮市

地域の異業種ネットワークを通じた、工業系企業の職
野菜缶詰・果実缶詰・農産
人の加工技術によるオリジナル雑貨の製作及び実演 平成25年11月22日
保存食料品製造業
による販売展開
小型電気式駆動装置とストークレスの小型アルミ溶湯
一般産業用機械・装置製
保持炉を一体化させた小型・安価な「小型一体式電 平成25年11月22日
造業
動アルミ鋳造機」の開発と販売

■12月承認分 経営革新承認計画概要

公表・掲載29件（承認件数全34件）
マシニング加工における自動エアーブロー装置の開発
と実用化

㈲大沼工業

浜松市中区

その他の金属製品製造業

㈱丸仲鐵工所

静岡市駿河区

生活関連産業用機械製造 ドライ製法を用いた鏡面化粧板製造システムの開発及
業
び販売

㈱磯駒海苔

静岡市駿河区 調味料製造業

㈱ｄｅｐインダストリー

静岡市清水区

㈱アイル

平成25年12月5日

平成25年12月5日

米ぬかを主原料とする栄養価の高い「漬物の素」の開
発および販売

平成25年12月5日

その他の織物・衣服・身の
回り品小売業

清水区蒲原に伝わる「駿河裂き織り」の風合いを生か
しつつ牛革と繋ぎ合わせて裂けにくくしたバッグの開発

平成25年12月5日

島田市

広告制作業

無料休憩所を完備した常設型不動産ギャラリーの展
開

平成25年12月5日

㈱ＴＧＧ

御殿場市

パン・菓子製造業

生フルーツゼリー製作を体験できる顧客志向のフルー
ツカフェの展開

平成25年12月5日

ナイトー工業㈱

浜松市中区

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

鉄のオブジェ（大型～小型）の店舗や各種イベントへの
有料レンタルサービス事業「はままつArt・鉄・人」の展 平成25年12月20日
開

丸成金属塗装㈱

浜松市西区

金属被覆・彫刻業，熱処理 回転数可変型ディスク塗装機による塗装技術及び生
業（ほうろう鉄器を除く）
産体制の確立

永田俊二（EIWA)

浜松市西区

建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含
む）

㈲コールドキューブシマダ

浜松市南区

管工事業（さく井工事業を 冷気自然対流方式を活用した二系統制御のウォーク
除く）
インワインセラーの開発・販売

平成25年12月20日

製缶板金の生産加工技術を活用したエコで多機能な
平成25年12月20日
ドラムオーブンコンロの開発・販売
平成25年12月20日

新田悠二郎
（サン・アーティスト）

浜松市北区

その他の輸送用機械器具 庭師等の要望を基に長期愛用できるよう工夫する職
製造業
人向け三脚の開発

平成25年12月20日

大石測器㈱

浜松市北区

自動車・同附属品製造業

平成25年12月20日

馬渕吉成（マルエム）

浜松市浜北区

和装製品・その他の衣服・ 天竜杉の間伐材を使用した建設用保安器材の開発
繊維製身の回り品製造業 及び製造・販売

平成25年12月20日

㈱森本電気工業社

浜松市浜北区 電気工事業

太陽光発電システム設置後のアフターサービス体制
の導入

平成25年12月20日

㈱たこ満

掛川市

菓子・パン小売業

地域農家と連携した、果物収穫から菓子作りまで体験
平成25年12月20日
できる菓子工房の展開

中井秀功（湖彩）

湖西市

酒場，ビヤホール

魚介自慢の居酒屋が運営する実店舗とITを連動させ
た「お刺身専門店」の展開

㈲サンワシステム

湖西市

自動車・同附属品製造業

海外（ベトナム）における自動車用油圧バルブの製造と
平成25年12月20日
販路拡大

㈱ＪＣ Ｌｉｎｋ

静岡市葵区

外衣・シャツ製造業（和式
を除く）

マタニティ向け睡眠セルフケアノート「neru note for
matanity」の開発・販売

平成25年12月20日

㈱イトー

島田市

紙製造業

静電植毛加工による掃除グッズ「ほこり取り棒」の開
発・販売

平成25年12月20日

㈱ティアイエフ

榛原郡吉田町

その他の生産用機械・同部 振幅の向きを変えることで正逆のどちらの方向にも処
分品製造業
理物を搬送できる振動コンベアの開発・販売

平成25年12月20日

㈱石川工具研磨製作所

沼津市

金属加工機械製造業

樹脂製レンズ用金型の磨きレス加工を可能にする精
密ボールエンドミルの開発・製造・販売

平成25年12月20日

㈱ミツムロ

富士市

その他のはん用機械・同部 端末球体加工技術等を応用した金属パイプの一体加
平成25年12月20日
分品製造業
工による小児用小便器取付手すり生産の効率化

㈲サトル精工

富士市

その他の金属製品製造業

㈱共栄設機

富士市

その他の生産用機械・同部 ロボットアーム保持装置付トランスファ装置の開発・販
分品製造業
売

平成25年12月20日

エウレカ・ラボ㈱

富士市

基礎素材産業用機械製造 羽根せん断機能とミル機能を一体化した小型微細化
業
装置の開発及び製造販売

平成25年12月20日

デ・ザイ・ン合同会社

富士市

経営コンサルタント業，純粋 相続対策を簡単に始められる「財産管理＆相続バイン
平成25年12月20日
持株会社
ダーAi」の販売

㈲幸昭

富士市

床・内装工事業

協同ゴム工販㈱

富士宮市

ゴムベルト・ゴムホース・工 海外（タイ）の自動車新興国を対象とする低価格小型
平成25年12月20日
業用ゴム製品製造業
車用ゴム部品の開発・販売

足立晃一
（ショコラティエオウルージュ）

駿東郡長泉町 菓子・パン小売業

■平成26年1月承認分 経営革新計画概要
企業名

所在地

業種

透明チューブの自動欠陥検査装置の開発、販売

平成25年12月20日

金属加工におけるオリジナル切削工具を活用した精密
平成25年12月20日
切削加工への取り組み

ドアなどの単一構造遮蔽板を微細振動させ、騒音と逆
平成25年12月20日
位相の音波を発生させる防音システムの開発

国内外の希少価値の高いカカオの生豆から製造する
ショコラ等の開発及び販売

平成25年12月20日

公表・掲載20件（承認件数全23件）

経営革新のテーマ

承認日

㈱いなさ

浜松市西区

金属加工機械製造業

塗装技術の確立による工作機械カバー等の極薄塗膜
塗装製品の低コスト、短納期化の実現

平成26年1月21日

アイサン工業㈱

浜松市南区

一般産業用機械・装置製
造業

舗装路面切断の冷却水処理において、脱水ドラム内
を真空吸引させることで処理水を再利用できる排水処
理装置の開発及び販売

平成26年1月21日

㈱海泉水産

浜松市南区

農畜産物・水産物卸売業

遠州灘産釜揚げしらすを使用した常温保存可能なソフ
トタイプしらすふりかけの開発・販売

平成26年1月21日

レワードグループ(協)

浜松市南区

事業協同組合（他に分類さ 昇華プリント野球ユニフォームの量産化と短納期化の
れないもの）
実現

平成26年1月21日

鈴木 登（山小屋ケルン）

浜松市天竜区 簡易宿所

天竜杉の端材を活用したデザインが浮き沈みするコー
スター兼呼び鈴の開発・販売

平成26年1月21日

マルマツ食品㈲

菊川市

農畜産物・水産物卸売業

ボイルに緑茶粉末を加え、臭みを抑え、ジューシーで
やわらかい食感の「豚茶もつ唐揚げ」の開発・販売

平成26年1月21日

山梨宏之（山梨商店）

静岡市葵区

茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

人工香料を使用しないフルーティーな香りの酵素発酵
茶「La 香寿」の開発と販売

平成26年1月21日

㈱コム・サイド

静岡市葵区

広告業

商品やサービスの特徴を視覚記号化し、のぼりの形状
に組み合わせた「ピクトのぼり」の開発・販売

平成26年1月21日

十里木別荘管理㈱

静岡市駿河区 不動産管理業

山村地域の別荘地内における住民参加型の新たな店
舗運営モデルの創出

平成26年1月21日

西尾金庫鋼板㈱

静岡市清水区

スチール加工技術により防犯性やオーダーメイド対応
その他の家具・装備品製造
を重視した高級自転車専用バイシクルガレージの開
業
発・販売

平成26年1月21日

すまい工房㈲三ッ井工務店 静岡市清水区 木造建築工事業

情報多機能端末を利用した古材の営業提案システム
の構築

平成26年1月21日

㈲プラッツ

静岡市清水区 がん具・運動用具製造業

表情や着物、装飾品を時代考察し、忠実に再現する
徳川家康公フィギュアの開発

平成26年1月21日

清水屋スポーツ㈱

藤枝市

スポーツ用品・がん具・娯
楽用品・楽器小売業

「安全・軽量・低価格のバレーボールレシーブ練習用の
コーチ専用台」の開発と販売

平成26年1月21日

安田憲太(フロムスカイ)

藤枝市

航空機・同附属品製造業

垂直離着陸可能な自律型無人航空機システムの開
発

平成26年1月21日

エスプラネット㈱

沼津市

ソフトウェア業

タブレットやスマートフォンを使用した商品管理システム
の開発・販売

平成26年1月21日

保科守彦（アイシャイン）

沼津市

自動車整備業

㈲スカイテック

富士市

機械設計業

㈱色八屋

富士市

印刷業

拡張現実機能を活用した広告宣伝媒体の新たな提供
方法の確立

平成26年1月21日

吉野史幸（サクレオワゾー） 富士宮市

ソフトウェア業

水没したモバイル機器を乾燥する「携帯救水パック」の
製造・販売

平成26年1月21日

㈱メタルクラフトマツムラ

強度を維持しながら高さを4cm低くしてより多くの車両
その他の金属製品製造業 の入庫を可能にする立体駐車場乗り込みパレットの開
発

富士宮市

■平成26年2月承認分 経営革新計画概要

ラオス国内の自動車整備事業者向け会員制中古車
部品のネット販売およびｅラーニングによるエンジニア
養成事業の展開
自動車部品等の設計データの再図面化から、修正加
工のための２Ｄ図面製作・提案まで一貫して請け負う
再図面化事業の展開

平成26年1月21日

平成26年1月21日

平成26年1月21日

公表・掲載26件（承認件数全28件）

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

鈴木安治
（浅田木工所）

浜松市中区

家具製造業

テイオー産業㈱

浜松市東区

家具・建具・じゅう器等卸売 天竜杉の間伐材を外装に用いたデザイン性の高いオリ
業
ジナルキッチンの開発・販売

平成26年2月6日

㈱タケネ

浜松市東区

折板屋根・スレート屋根に新たに穴を開けず雨漏れの
ボルト・ナット・リベット・小ね
心配なく太陽光パネルを取り付ける施工法の開発・請
じ・木ねじ等製造業
負

平成26年2月6日

㈲刑部製作

浜松市西区

金属素形材製品製造業

フレームコルセット用の基準型の開発・販売

平成26年2月6日

㈱試作中村板金

浜松市西区

その他の金属製品製造業

海外(タイ)における二輪車用パイプフレーム試作請負
事業の展開

平成26年2月6日

太田 雅英
（ムースユイット）

浜松市浜北区 美容業

専用ルーム利用の顧客に合わせた美容サービスの提
供

平成26年2月6日

㈱F設計

静岡市清水区

建築工事業（木造建築工
事業を除く）

多目的使用が可能で、緊急時にも避難が容易な個人
住宅向け「半地下式津波避難シェルター(略球面体)」
の開発・販売

平成26年2月6日

鈴木 梧一
（鈴木菓子舗）

焼津市

菓子・パン小売業

焼津地域の和食材と和菓子素材を用いて洋生菓子で
表現する新たな創作菓子シリーズの開発・販売

平成26年2月6日

㈱新丸正

焼津市

水産食料品製造業

欧米人にも好まれる新たな鰹節ダシ調味料の開発及
び市場開拓

平成26年2月6日

㈲丸新柴本製茶

牧之原市

茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

生姜を食べている実感にこだわった携帯型金時生姜
タブレットの開発・販売

平成26年2月6日

㈱演造

沼津市

広告制作業

地域の小規模事業者が提携して提供するクーポン等
へのインセンティブを利用し、会員への広告到達率を
高める販促サイト「花火市場」の事業展開

平成26年2月6日

大宮精機㈱

富士宮市

その他の生産用機械・同部 押出成形機用クロスヘッド部品の加工方法改善による
分品製造業
高精度化・短納期化の実現

平成26年2月6日

㈱ビューティー岡本

富士宮市

美容業

地域における古典美容・和装文化の指南役として美容
師を再教育するスクールの創設

平成26年2月6日

㈲海産センター

賀茂郡西伊豆町 各種食料品小売業

西伊豆特産の鰹の塩辛で漬け込んだ干物「酒盗干し」
の開発及び製造・販売

平成26年2月6日

㈱エムイーシー

浜松市中区

金属被覆・彫刻業，熱処理 分子接着技術を活用したポリイミドフィルムへの直接銅
業（ほうろう鉄器を除く）
めっき処理技術の開発と事業化

平成26年2月20日

㈱西川機械製作所

浜松市中区

金属素形材製品製造業

研磨加工にかわるマシニングセンターによる大物アル
ミ部品への新しい切削加工技術の開発

平成26年2月20日

マルタカゴム工業㈱

磐田市

ゴムベルト・ゴムホース・工 海外(ベトナム)における四輪エアエレメント用ガスケット
業用ゴム製品製造業
等の化成ゴム製部品製造ラインの新規創設

平成26年2月20日

㈱森田製茶

静岡市葵区

茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

静岡市藁科地区産レモンの果皮を活用し、香ばしさに
爽やかな香りを加えた「粉末レモンほうじ茶」の開発

平成26年2月20日

経営コンサルタント業，純粋 県内産を中心とした規格外フルーツを活用し、糖質を
持株会社
最小限に抑えた新食感のドライフルーツの開発・販売

平成26年2月20日

㈱アビリティフィールズ 静岡市葵区

ミリ単位の調整が可能な幼児向け木製昇降テーブル
の開発・製造・販売

承認日

平成26年2月6日

㈲谷口工芸

静岡市駿河区 家具製造業

既存の棚に手軽に取り付けることができる物品落下防
止装置の開発

平成26年2月20日

㈲ももぞの沖工務店

静岡市駿河区 木造建築工事業

檜や檜葉の経木を様々なデザインに組み合わせて製
作する室内装飾品「経木組細工」の開発

平成26年2月20日

中特自販㈲

静岡市駿河区

宗派を問わず葬儀の簡素化・費用抑制志向・顧客要
その他の輸送用機械器具
望に応じた装飾・演出に対応可能な霊柩車「拝れい
製造業
車」の開発・販売

平成26年2月20日

㈱タムラ食品

沼津市

野菜缶詰・果実缶詰・農産
桜えびを使用した新たな佃煮の製造販売事業の展開
保存食料品製造業

平成26年2月20日

㈱エムアイモルデ

富士市

その他の生産用機械・同部
立体形状に対応した高性能薄型断熱材の開発・販売
分品製造業

平成26年2月20日

新興和産業㈱

三島市

農業用機械製造業（農業
用器具を除く）

土耕トマト栽培の管理作業用ハウス内電動作業台車
の開発及び販売

平成26年2月20日

㈱アプト・マシナリー

田方郡函南町

基礎素材産業用機械製造 射出口にシャッター方式を採用し、材料詰まりを解決
業
する歯科医用「ペーストミキサー」の開発・事業化

平成26年2月20日

■平成26年3月承認分 経営革新計画概要
企業名

所在地

業種

公表・掲載82件（承認件数全88件）
経営革新のテーマ

承認日

白羽楽器㈱

浜松市中区

他に分類されない卸売業

価格を明確化し、工房を公開可能としたピアノメンテナ
ンスサービスの提供

平成26年3月4日

㈱第一印刷

浜松市東区

印刷業

ゴム紐タグの加工自動化による製造精度向上への取
り組み

平成26年3月4日

川島 正光（川島米穀店）

浜松市天竜区 その他の飲食料品小売業

遠州の玄米・古代米と雑穀を主原料にした発酵酵素
食品の開発・販売

平成26年3月4日

羽立工業㈱

湖西市

がん具・運動用具製造業

成人向け体力データ解析サービス事業の展開

平成26年3月4日

八幡物産㈱

静岡市葵区

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器
具・理化学機械器具製造
業

空気の遮断された状態での微生物の分解能力(嫌気
生分解)を測定評価する「嫌気生分解評価装置」の開
発・製造・販売

平成26年3月4日

㈱山壽杉本商店

静岡市葵区

茶・コーヒー製造業（清涼
飲料を除く）

伝統文化を表現した切り絵タグにより緑茶を楽しむ
ティーバッグの開発・販売

平成26年3月4日

東海家具工業㈱

静岡市駿河区

家具・建具・じゅう器等卸売 海外（インドネシア）における新たな自社ブランド家具シ
業
リーズの製造

平成26年3月4日

原藤蔵（原藤商店）

静岡市清水区 水産食料品製造業

桜えびの風味を残し滑らかに仕上げた「桜えびまるごと
ペースト」の開発・事業化

平成26年3月4日

丸三商事㈱

静岡市清水区 他に分類されない卸売業

富士スギ・ヒノキの不燃木材の木目を活かした塗装・研
磨技術による位牌の開発・製造

平成26年3月4日

㈱深澤自動車修理工場

静岡市清水区 自動車整備業

キャンピングカー用電気式ヒーターの開発・販売

平成26年3月4日

㈱カネシンＪＫＳ

焼津市

水産食料品製造業

ボイル殺菌により、炭火焼の風味と長期保存を両立し
たファストフィッシュ「さば炭火焼」の開発・製造・販売

平成26年3月4日

ザ・パッド㈱

焼津市

その他の飲食料品小売業

若者の発想を取り入れた新たな災害時用「緊急携帯
食」の開発・販売

平成26年3月4日

㈱カワムラ

牧之原市

電線・ケーブル製造業

ドアミラー用ハーネス組立工程における内職者進捗管
理システムの開発・導入

平成26年3月4日

メガトレンド㈱

沼津市

ソフトウェア業

指以外でも押しやすいタッチボタン式肢体不自由者向
け呼び出し機器の開発・販売

平成26年3月4日

㈱ミズ・バラエティー

富士市

こん包業

ＥＶＡ発泡体による量産可能な「着ぐるみ」の製造方法
の開発及び販売と、既存物流システムを活用した「着
ぐるみ」管理・保管サービスの提供

平成26年3月4日

㈱岡根谷

富士市

食料・飲料卸売業

しっとりもっちりとした食感を特徴とした新たな「パンの缶
詰」の開発

平成26年3月4日

㈲ワールドスタッフ

三島市

労働者派遣業

擬人化を通じて話題性や親しみやすさを訴求したキャ
ラクター連動型企業情報ポータルサイト事業の展開

平成26年3月4日

㈱オギ

富士宮市

金属素形材製品製造業

直管金属パイプのストリークやヘコミ等を検知し、規格
外品を排出する装置の開発・導入

平成26年3月4日

㈲タジマ

浜松市中区

他に分類されない卸売業

名古屋コーチンの「採卵鶏」の肉を「食鶏」に近い品質
で加工販売する事業の展開

平成26年3月20日

㈱三共梱包

浜松市中区

こん包業

海外（ブラジル）における自動車部品の梱包作業請負
及びトラック輸送の開始

平成26年3月20日

㈱ゴトー理研

浜松市東区

金属被覆・彫刻業，熱処理 複合素材へのメッキ加工技術の開発と新商品メモリア
業（ほうろう鉄器を除く）
ルファーストシューズの販売

平成26年3月20日

㈱マクサジア
㈲トライアルプロモーション

浜松市東区

広告業、二輪自動車小売 体験価値による新たなオートバイ市場の創造と販売展
業
開

平成26年3月20日

㈱宮本技研工業

浜松市東区

一般産業用機械・装置製
造業

サイクルタイムの短縮を実現するリークテスターの開
発・販売

平成26年3月20日

橋本螺子㈱

浜松市東区

その他の金属製品製造業

担当医師の指の大きさに合わせたオーダーメイドの手
術用鉗子の開発

平成26年3月20日

近江屋製菓㈲

浜松市西区

菓子・パン小売業

酒米品種「誉富士」の酒粕を生地に練り込んだスフレ
風焼菓子の開発

平成26年3月20日

サンヨーエンジニアリング㈱ 浜松市西区

自動車・同附属品製造業

海外（タイ）における軽合金等の難加工材のプレス金
型製造工場の新規創設

平成26年3月20日

㈱一橋工業

浜松市浜北区

工業用プラスチック製品製 特殊樹脂によるマスキング治具を活用した新たな吹付
造業
塗装システムの確立

平成26年3月20日

㈲ライフワーク

浜松市浜北区

建築工事業（木造建築工
事業を除く）

高齢者世帯に向けたエクステリアのバリアフリーリフォー
ムの提案販売

平成26年3月20日

㈲みどりや化粧品店

浜松市浜北区 医薬品・化粧品小売業

農産物の甘みを活かした華やかな本格ナチュラルス
イーツの開発と販売

平成26年3月20日

小林レシピ開発㈱

浜松市浜北区 菓子・パン小売業

糖質やアレルギーに配慮したスイーツのレシピ開発請
負サービス

平成26年3月20日

榊原 正三（榊原商店）

浜松市天竜区 製材業，木製品製造業

４寸未満の天然乾燥角材等に乾燥期間の情報を付加
する生産体制の構築

平成26年3月20日

瀬戸 只一郎（月花園）

浜松市天竜区 菓子・パン小売業

春野町の伝統和菓子「青ねり」を継承する、柔らかい
食感と日持ちにこだわった和菓子の開発及び販売

平成26年3月20日

ムラテック工業㈱

磐田市

その他の金属製品製造業

低温フッ素焼付塗装を施した新たな塗装用電鋳マス
キング治具の開発及び販売

平成26年3月20日

㈱八藤屋食品

磐田市

その他の食料品製造業

和の素材を使用し、常温で長期間しっとり感を保ったス
コーンの開発・販売

平成26年3月20日

㈱MGプラン

掛川市

物品預り業

茶農家等の農業耕作地に特化した太陽光システム用
架台の開発

平成26年3月20日

㈱倉島食品

周智郡森町

その他の食料品製造業

蒟蒻の海外販売に向けた、保存期間の長期化、減
臭、多彩な形状等の機能を有する蒟蒻の開発

平成26年3月20日

奥塩千恵（小さな野はらの
樹）

静岡市葵区

他に分類されない卸売業

位牌セット「さいごの贈りもの」の開発と位牌お届けサー
ビス事業の確立

平成26年3月20日

藤田電気㈱

静岡市葵区

電気工事業

マンション等の動力設備向け、適切な電流値予測のた
めの動力検証の事業化

平成26年3月20日

大生機設㈱

静岡市葵区

複数の成型容器における収容量のバラつきを許容して
生活関連産業用機械製造
バランスよく押圧するナチュラルチーズプレス処理装置
業
の開発

平成26年3月20日

㈱トゥモローカレッジ

静岡市葵区

教養・技能教授業

急須不要で簡便にお茶を淹れることができる器具・道
具の開発・販売

平成26年3月20日

㈱ベルエキップ・プラス

静岡市葵区

その他の飲食店

静岡地酒「正雪」純米大吟醸酒粕の静岡酵母と清見
みかんの酵母を使ったベイクドチーズケーキの開発

平成26年3月20日

静岡醤油（合）

静岡市駿河区 調味料製造業

ハラール認証取得のための低濃度アルコールしょうゆ
の開発

平成26年3月20日

㈱ネオテック

静岡市清水区

㈱カナサシテクノサービス

静岡市清水区 他に分類されない製造業

生活関連産業用機械製造 ホタテの「耳」を残し、ちょうちょ開きに加工可能な寿司
業
ネタ用「ホタテ自動加工機」の開発

平成26年3月20日

液状化に対応した飲料水兼用耐震性貯水槽の開発と
販売

平成26年3月20日

インターネット附随サービス 地域インフルエンサーを附帯した地域情報ポータルサ
㈱デザインスタジオフェニッ
静岡市清水区
業
イトの開発及び販売
クス

平成26年3月20日

トランポプロ㈱

静岡市清水区 自動車・同附属品製造業

車内の穴あけや溶接不要で簡単に装着可能な組立
家具形式の車内架装「トランポプロ」の開発

平成26年3月20日

伊比水産㈱

静岡市清水区 水産食料品製造業

味付け・乾燥の時間や温度を研究し、味や乾燥度を
内部まで浸透させた鮪のカマの干物の開発と販売

平成26年3月20日

神野 克昭（木工の「傳」）

焼津市

パルプ製造業

複数の板を互い違いの構成になるように重ねる構造を
用いて軽量かつ強度を確保した大井川ヒノキの家具の
開発・販売

平成26年3月20日

㈱メナック

焼津市

発泡・強化プラスチック製
品製造業

平成26年3月20日

㈱サイダ・FDS

焼津市

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器
具・理化学機械器具製造
業

ＥＰＳの発泡スチロールの芯材に異種部材を特殊手法
で接着させ、強い接着力を実現する『Ｇボード』の開発
及び事業化
共振空胴を用いた高温高圧フロー型マイクロ波有機合
成装置の開発と効率的化合物合成技術の確立

平成26年3月20日

真陽電業㈱

焼津市

発電用・送電用・配電用電 自動車用ミラーボックス塗装面の検査を可能とする
気機械器具製造業
カーブフィッティングスキャン装置の開発・販売

㈲アート静美洞

焼津市

他に分類されない小売業

富士ヒノキを素材とした相撲番付表専用額縁の開発と
販売

平成26年3月20日

池谷 祥之（BOLTON）

藤枝市

理容業

夫婦や家族で受けられるシェービングやエステ等のトー
タル美容サービスの提供

平成26年3月20日

㈱ベルスター・スズキ

島田市

その他の金属製品製造業

医療分野などのニーズに対応可能な高精度・高速度
溶接工程の確立

平成26年3月20日

ベル印刷㈱

沼津市

印刷業

開封が簡単、封入物を破損せず開封できる和封筒「ワ
ンカット封筒」の開発及び販売

平成26年3月20日

清水物産㈱

沼津市

パン・菓子製造業

焼津産鰹節を使った猫用の観光土産菓子の開発・販
売

平成26年3月20日

平成26年3月20日

㈲アベ自動車

沼津市

自動車整備業

水産業・農業者向け専用軽トラックの開発及び販売

平成26年3月20日

静浦海産物（協）

沼津市

農林水産業協同組合（他
に分類されないもの）

全国有数の鯖節生産地沼津の鯖節粉末を使った土
産菓子の開発

平成26年3月20日

沼津海産物（協）

沼津市

農林水産業協同組合（他
に分類されないもの）

数種類の干物のほぐし身をミックスして味付けした手間
なし調理食材の開発

平成26年3月20日

㈱ホクレア・システムズ

沼津市

ソフトウェア業

エネルギーの一括計測結果を活用した総合的な省エ
ネサービスの提案

平成26年3月20日

㈲沼津機工

沼津市

金属加工機械製造業

低重心で安定性を確保し、スムーズな移動が可能な
「点滴台」の開発

平成26年3月20日

㈱フジネット

沼津市

その他の金属製品製造業

アクリル製容器を自由に組み合わせてディスプレイでき
る「植栽オブジェ」の開発および販売

平成26年3月20日

不二高㈱

沼津市

建築材料卸売業

木炭塗料を用いて食品・食材の品質低下を防ぐ「蔵」
をイメージした機能空間「百年炭蔵」の開発・販売

平成26年3月20日

（企）テンテック

富士市

医療用機械器具・医療用
品製造業

ダイレクトメール機能を備えた動物病院向け健康診断
用ソフトウェアの開発

平成26年3月20日

㈱ウィンド１９

富士市

土木建築サービス業

風力と太陽光を併用した小規模発電システムの開発・
販売

平成26年3月20日

鍋山純男（フジキャンドル）

富士市

他に分類されない製造業

新商品「手ぬぐいキャンドルシェード」の製作・販売

平成26年3月20日

アキヤマエヌシーテープセ
ンター㈱

富士市

自動車・同附属品製造業

介護用「すくいやすい器」の開発・販売

平成26年3月20日

レマコム㈱

三島市

民生用電気機械器具製造 ３つボタン式業務用多機能呼び出しチャイムの開発・
業
販売

平成26年3月20日

AcrossBio㈱

三島市

その他の食料品製造業

遺伝子解析手法（DGGE法）と乳酸菌を用いた野菜発
酵食品の受託開発事業の展開

平成26年3月20日

㈱結屋

三島市

デザイン業

「レンタルキッチン」を活用した女性向け起業支援の
トータルサポートの提供

平成26年3月20日

㈲フソウ精工

富士宮市

自動車・同附属品製造業

新しいフラッシュバット式突合わせ抵抗溶接機の開発・
導入

平成26年3月20日

富士高砂酒造㈱

富士宮市

酒類製造業

冷蔵熟成の導入によりアミノ酸度の高い山廃仕込本醸
造酒のもつ旨味と地元産青梅の成分を融合させたス
パークリング日本酒梅酒の開発・販売

平成26年3月20日

藤尾 純（ジュン・サンベリー
伊豆の国市
ファーム)

耕種農業

欧州の富裕層向け大粒苺の開発及び販売

平成26年3月20日

鈴木 俊行（かりゆし工房） 伊東市

ＷＥＢを活用してこだわりの木材の特徴やストーリー等
その他の家具・装備品製造
を付加したオリジナル木製アクセサリーキットの製造・
業
販売

坂本 昇（ＰＣぶらうに～）

伊東市

電気機械器具修理業

ハラル認証取得支援サービスを付加したイスラム圏向
け食材・食品販売支援サイトの開発・提供

平成26年3月20日

㈲南豆無線電機

下田市

電気機械器具卸売業

ツインマイクと伸縮型マイクホースにより集音効率を高
めた中度～軽度喉頭障がい者向け携帯用会話補助
装置の開発・販売

平成26年3月20日

㈱和弘産業

駿東郡清水町 自動車・同附属品製造業

可動式ボールを使った専用冶具による肉厚パイプの曲
げ加工技術の確立

平成26年3月20日

平成26年3月20日

㈲幸印

駿東郡清水町 その他の金属製品製造業 脊椎および頭蓋骨インプラントの試作サービスの提供

山口清緒（全機庵）

駿東郡長泉町

㈲二千翔

平成26年3月20日

食堂，レストラン（専門料理 三島パワースポットと商店街の逸品を組み合わせた商
店を除く）
店街発の着地型旅行商品の企画及び販売

平成26年3月20日

賀茂郡河津町 保険媒介代理業

観光関連事業者向け賠償責任等保険契約プランの
提案機会も創出する観光ツアー企画を付与したレンタ
カー事業の展開

平成26年3月20日

㈲三角屋水産

賀茂郡西伊豆町 水産食料品製造業

西伊豆町の伝統加工食品「潮かつお」等を活用した現
代風調味料「多具里」の開発・販売

平成26年3月20日

㈲伊豆式典

賀茂郡西伊豆町 冠婚葬祭業

地区毎の多用な風習に対応する２年間法事法要トー
タルサポートサービスの提供

平成26年3月20日

