静岡県 経営革新計画承認企業一覧 （平成28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。

平成28年4月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分9件（承認件数全10件）

経営革新のテーマ

承認日

MPPKOMATSU㈱

浜松市西区

ボルト・ナット・リベッ
軟磁性材に特化した超精密な次世代リニアソレ
ト・小ねじ・木ねじ等製
ノイドコアの製造販売
造業

平成28年4月19日

可美給食㈱

浜松市南区

配達飲食サービス業

浜名湖産の鰻入りもんじゃコロッケの開発と販
売

平成28年4月19日

平山澄枝（のどか）

浜松市浜北区

その他の織物・衣服・身 学校指定衣料品等取扱店の事業承継に伴う手作
の回り品小売業
り学校生活用品のワンストップサービスの展開

平成28年4月19日

㈲平野鋳造所

掛川市

鉄素形材製造業

概要設計（基本設計）を数値化・数式化するシ
ステムの開発による生産性の向上

平成28年4月19日

㈱創伝

静岡市駿河区

とび・土工・コンクリー 作業中のあらゆる動作においても工具ホルダー
ト工事業
から外れないよう装着できるハンマーの開発

平成28年4月19日

ニッケン消毒㈱

静岡市駿河区

他に分類されないサービ 後取り付け可能な汚泥抑制・減容に優れる「オ
ス業
ゾン加圧浮上連続式装置」の開発と販売

平成28年4月19日

㈱サツカワ

静岡市清水区 他に分類されない卸売業

桜えび・シラス用の出荷に最適な勘合付きプラ
容器蓋の開発

平成28年4月19日

文光堂印刷㈱

沼津市

印刷業

可変印刷とＩＴ技術を駆使した訴求効果の高い
ＤＭシステムの開発・販売

平成28年4月19日

㈱アオイ

御殿場市

内側と外側の層にフッ素樹脂を配置して、柔軟
その他のはん用機械・同 性を改善し、軽量化した５層構造のフッ素
チューブ「グライドフレックスチューブ」の開
部分品製造業
発及び販売

平成28年4月19日

平成28年5月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分16件（承認件数全17件）
経営革新のテーマ

承認日

㈱ロジフル

浜松市中区

電子部品製造業

正弦波共振スイッチング電源モジュールの開
発・販売

平成28年5月25日

鈴木了（R-hand）

浜松市中区

美容業

地域の美容師向け「面貸し」運営を行う地域コ
ミュニティ美容院の開設

平成28年5月25日

グローバル・リンクス・
浜松市西区
テクノロジー㈱

産業用電気機械器具製造 筋電センサーを応用したパーソナル生体情報収
業
集システムの開発と販売

平成28年5月25日

㈲吉岡鐵工

袋井市

その他の金属製品製造業

佐藤精工㈱

静岡市駿河区

その他の生産用機械・同 配光性に配慮し大型化・大重量化を実現したＬ
部分品製造業
ＥＤ用ヘッドランプ向け高精度金型の開発

ハウス農家が作業効率を高めるための移動台
車・反転機の開発と販売

平成28年5月25日

平成28年5月25日

スズコー㈱

静岡市清水区 食料・飲料卸売業

伊豆温泉水を使用した釜揚げしらす「温泉しら
す」の開発・販売

平成28年5月25日

㈱マイスターズインク

静岡市清水区 他に分類されない卸売業

ＡＲ（拡張現実）機能を手軽に利用できる新た
なプロモーションサービスの開発・提供

平成28年5月25日

㈲東海三重塗装工業

静岡市清水区 塗装工事業

狭隘部型アーク溶射装置と超複合構造溶射金属
製品向け工法の組合せによる長期防錆・防食施
工方法の開発・提供

平成28年5月25日

㈲栄和自動車

沼津市

自動車整備業

救助工作車を活用した移動工場による出張修理
サービスの展開

平成28年5月25日

㈱東海ヒット

富士宮市

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器 研究検体専用の『パーソナル・ライブセルイ
具・理化学機械器具製造 メージング装置(仮称)』の開発販売
業

平成28年5月25日

エヌビーシー㈱

富士宮市

建設用・建築用金属製品 手動式引戸や旧型電動式の引戸を手軽に新型電
製造業（製缶板金業を含 動式に変更できる「後付電動開閉キット」の開
発・販売
む）

平成28年5月25日

㈱マクルウ

富士宮市

マグネシウム合金を使った「踏台としても収納
非鉄金属・同合金圧延業
としても使える『Flip Stool』」の開発と事業
（抽伸，押出しを含む）
化

平成28年5月25日

オブリック㈱

富士宮市

料理教室、ワークスペース、パーティ会場とし
管理，補助的経済活動を
ても使える調理器具や食器も用意された展示場
行う事業所
「スタジオガーデン」開発と事業展開

平成28年5月25日

次世代クリーンディーゼルエンジン排気ガス測
定技術確立による生産性の向上

平成28年5月25日

産業用電気機械器具製造 製薬研究開発用の近赤外分光センサーシステム
業
の開発・販売

平成28年5月25日

F.E.T.パワークラフト㈱ 駿東郡小山町 自動車・同附属品製造業

㈱ビートセンシング

駿東郡清水町

㈲中山金属工業所

駿東郡清水町 非鉄金属素形材製造業

高精度の鋳造技術を活かした一般消費者向け鋳
造調理器具等の開発・販売

平成28年5月25日

㈱アム・テック

駿東郡長泉町 ユニット部品製造業

災害等の緊急停電対策に最適な蓄光式ＬＥＤ照
明器具の開発及び販売

平成28年5月25日

平成28年6月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分18件（承認件数全19件）
経営革新のテーマ

承認日

『ラボ･店舗併設型餃子ファクトリー』の新設に
よる新餃子開発支援業務の展開

平成28年6月20日

㈱ユーエスフーズ

浜松市北区

その他の食料品製造業

㈱MKM

湖西市

通信販売・訪問販売小売 肌に貼り付ける携帯電話の着信通知装置の開発
業
と事業化

平成28年6月20日

暖かく、調理機能を兼ね備えた持ち運びが容易
な「ロケットオーブン」の開発と販売

平成28年6月20日

村松政幸（ムラマサオー
袋井市
トモーティブ）

自動車整備業

㈱フロムＳ

静岡市駿河区 医薬品・化粧品等卸売業

静岡産有機抹茶を練り込む石鹸の開発と販路開
拓

平成28年6月20日

㈱SKY

プラスチック板・棒・
柔軟性・屈曲寿命に優れたフラットケーブル用
静岡市駿河区 管・継手・異形押出製品
保護チューブの事業化
製造業

平成28年6月20日

㈱ラ・ポルタ

静岡市駿河区

機械器具小売業(自動車, 超低温冷蔵倉庫向けの、マイナス６５℃環境対
自転車を除く)
応のLED照明システムの開発及び製造・販売

平成28年6月20日

㈱犬の専門店 HAPPY
LIFE

人にもペット犬にも優しい、既存ケージに合わ
静岡市駿河区 他に分類されない小売業 せて制作する減音仕様『Shizuka.box』の開発・
販売

㈱はの字食品

焼津市

水産食料品製造業

駿河湾の未利用資源「ハダカイワシ類」を活用
した食品開発

平成28年6月20日

㈲エム・ケイ機器

沼津市

電子部品製造業

手指消毒を簡便に行う事を可能とする除菌装置
の開発及び販売

平成28年6月20日

静宏産業㈱

沼津市

冷却効率アップにより成形サイクルを短縮化し
工業用プラスチック製品
た、車載ヘッドランプ用厚肉レンズの開発・販
製造業
売

平成28年6月20日

保科守彦（アイシャイ
ン）

沼津市

自動車整備業

取付け型自転車練習用補助用具「ケリダーロッ
ド」の開発・販売

平成28年6月20日

㈱髙田鉄工所

沼津市

３次元ＮＡＮＤフラッシュメモリの量産を実現
その他の金属製品製造業 する半導体製造装置向け部品の高精度・高生産
体制の開発・提供

平成28年6月20日

平成28年6月20日

㈱イージステクノロジー
沼津市
ズ

ソフトウェア業

極小型運行記録計ならびに大型車両事故軽減シ
ステムの開発・提供

平成28年6月20日

㈱ＷＩＳＤＯＭ

富士市

家具・建具・畳小売業

水分の少ない泡洗浄を駆使した椅子・ソファ等
のクリーニングサービスの提供

平成28年6月20日

㈱かごや

富士宮市

家具・建具・畳小売業

梱包方法の改善により平常時の保管場所を圧縮
できる防災対応用コイル式マットレスの開発

平成28年6月20日

富士パック㈱

富士宮市

紙製品製造業

７～8種のサイズのロゴ入り手提げ角底袋1,000
袋を1セットとするパッケージ商品の開発・販売

平成28年6月20日

㈱伊藤製作所

富士宮市

表面キズの発生を防ぎ製品歩留まりを向上させ
その他の生産用機械・同
るファイバーレーザーカッターによる打ち抜き
部分品製造業
加工工程の開発

平成28年6月20日

クッション性を持たせた紙風船のような触感の
多目的包装用ペーパー素材の開発と加工品販売

平成28年6月20日

アイパックスイケタニ㈱ 富士宮市

紙製容器製造業

平成28年7月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分27件（承認件数全29件）

経営革新のテーマ

承認日

㈱ピアックス

浜松市中区

家具製造業

新たな鏡面塗装技術を活用した雑貨の開発・販
売

平成28年7月22日

㈱山静

浜松市中区

塗装工事業

自動車コーティング技術を活用した建物外壁塗
装の提供

平成28年7月22日

㈲マルトク薬局

浜松市西区

医薬品・化粧品小売業

漢方薬やサプリメントを選べてその場で飲める
漢方薬セルフバーの提供

平成28年7月22日

㈱ケイテック

浜松市南区

金属素形材製品製造業

環境及び作業効率を優先させたオーダーメイド
型アルミ組立式作業台・台車等の開発・製造

平成28年7月22日

㈱魚磯

浜松市浜北区 配達飲食サービス業

過疎化と高齢化が進む山間地域向けの家庭催事
用仕出し宅配サービスの展開

平成28年7月22日

㈱マルエム

和装製品・その他の衣
営繕工事の施工や安全対策商品の販売にワンス
浜松市浜北区 服・繊維製身の回り品製
トップでつなげる会員制保守サービスの展開
造業

平成28年7月22日

㈲古田工業

磐田市

とび・土工・コンクリー 地上で栽培できる山芋栽培容器および栽培方法
ト工事業
の開発、販売

平成28年7月22日

㈱玉川きこり社

静岡市葵区

その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

きこりや山村の文化を題材とした玉川産材によ
る乳幼児向けキッズスペースの開発・販売

平成28年7月22日

アルファー工業㈱

静岡市駿河区

産業用電気機械器具製造 太陽光パネルを利用したバッテリー駆動による
業
自立型LED捕虫器の開発・製造・販売

平成28年7月22日

シークエンス㈱

静岡市駿河区

インターネット附随サー 富士山、駿河湾等を一望するヘリコプター周
ビス業
遊・遊覧飛行の提供

平成28年7月22日

㈱サスナデリコム

静岡市清水区 その他の食料品製造業

材料配合および加水率に配慮した新たな冷凍た
い焼き、今川焼の製造方法の開発

平成28年7月22日

松葉榮（松葉畳店）

焼津市

家具・建具・畳小売業

イ草と畳縁を使った小物雑貨のオーダーメイド
サービスの展開

平成28年7月22日

㈲丸生食品

焼津市

水産食料品製造業

「いつでも食べたくなるお魚スイーツ」の開発
及び販売

平成28年7月22日

㈱宮村鐵工所

島田市

農業用機械製造業（農業 複合伝熱による過熱蒸気対応蒸機の開発及び販
用器具を除く）
売

平成28年7月22日

㈱アルカンシェル

沼津市

他に分類されない小売業

香りを永く持続できるプリザーブドフラワーの
開発・販売

平成28年7月22日

㈲アイエーエフ石塚

沼津市

食肉小売業

養豚農家による、飼料の大麦量を増やした麦豚
ハム・ソーセージの生産・加工・販売

平成28年7月22日

睦工業㈱

沼津市

自動車・同附属品製造業

部材同士の嵌合精度向上に資する新たな製造方
法の開発、提供

平成28年7月22日

㈲エイチ・エスシー

沼津市

自動車整備業

二輪自動車のクイック診断によるチューニング
の短納期化と出張診断サービスの展開

平成28年7月22日

㈱桐山

富士市

木造建築工事業

気候条件の変化に対応した海外向けヒノキ風呂
の開発と生産・販売

平成28年7月22日

㈱望月庭園

富士市

土木工事業（舗装工事業
廃棄伐採枝を利用した木炭生産プロセスの開発
を除く）

平成28年7月22日

㈱山本食品

三島市

三島わさびの葉の色と茎のにおいや辛さを実現
野菜缶詰・果実缶詰・農
した、わさびオイルソース（アヒージョタイ
産保存食料品製造業
プ）の開発・販売

平成28年7月22日

㈲フソウ精工

富士宮市

自動車・同附属品製造業

軽量で強度があり、安価な自動車用エアデフレ
クター装置の開発及び販売

平成28年7月22日

エヌビーシー㈱

富士宮市

建設用・建築用金属製品
風に強く、静かに動く大型複連式引き戸の開発
製造業（製缶板金業を含
と販売
む）

平成28年7月22日

㈲空間工房匠屋

富士宮市

管理，補助的経済活動を 家主の将来構想を取り入れた、計画的住宅リノ
行う事業所
ベーション事業の推進

平成28年7月22日

アルシャン工業㈱

御殿場市

金属素形材製品製造業

簡易形アルミフレームと枠材の開発及び販売

平成28年7月22日

いさぶや印刷工業㈱

伊豆の国市

印刷業

研究者向け料金受取人払い郵便申請代行付き論
文製本印刷サービスの提供

平成28年7月22日

㈲吉正

伊東市

その他の食料品製造業

本葛粉を使用した素材の持つ本来の味・風味を
楽しめるゴマ豆腐の開発

平成28年7月22日

平成28年8月の経営革新計画承認一覧

公表同意分29件（承認件数全37件）

㈲マザーズナーシングケ
浜松市中区
ア

老人福祉・介護事業

高齢化等に伴う身体運動機能低下対策としての
新たな水中歩行運動機器の開発及び販売

平成28年8月26日

崇和㈱

浜松市西区

金属素形材製品製造業

IoTを活用して多品種少量生産と中量生産を効率
的に行う省力化生産体制の確立

平成28年8月26日

㈱河原圭一.事務所

浜松市北区

広告業

高齢者及び障害者が安心して暮らせる住宅の販
売支援システムの事業化

平成28年8月26日

㈲ＭＳモールド

掛川市

その他の金属製品製造業

レーザー溶接と熟練工の金型修理技術を組み合
わせたワンストップ金型修理体制の提供

平成28年8月26日

牧野優哉（mkystore）

袋井市

その他の無店舗小売業

日本のamazonへの参入を希望する海外事業主を
対象としたカスタマーサポート代行サービスの
提供

平成28年8月26日

㈱Happy Quality

袋井市

農畜産物・水産物卸売業 低カリウムのメロンおよびトマトの開発、販売

平成28年8月26日

㈱静岡カントリー浜岡
コース

御前崎市

スポーツ施設提供業

国際規格に準じたサッカー兼ラグビー場におけ
るトップアスリート向け合宿事業の展開

平成28年8月26日

㈲関本家具装芸

静岡市駿河区 家具製造業

IoT仕様の新たな鏡台家具の開発と販売

平成28年8月26日

ファシル㈱

静岡市駿河区 その他の繊維製品製造業

災害時の車中泊等に対応する屋外でも使用可能
な簡易トイレの企画販売

平成28年8月26日

㈱ガス檢中部

静岡市駿河区 計量証明業

大幅な環境負荷低減を実現する残ガスの有効利
用法の確立

平成28年8月26日

COSMIC

静岡市清水区

機械器具小売業(自動車, 片耳のみに挿入して同時通話のできる片耳挿入
自転車を除く)
型イヤーセットの開発及び製造・販売

平成28年8月26日

TRADING㈱

㈲清水ダイカスト

静岡市清水区 非鉄金属素形材製造業

新たな素材を使ったＬＥＤヒートシンクの開発
とそれに伴う社内一貫体制の構築

平成28年8月26日

中村シラトリ㈱

静岡市清水区 その他の金属製品製造業

より高い安全性に寄与するコーナーガードロム
（砂場枠）製造方法の開発

平成28年8月26日

山一園製茶㈱

焼津市

茶・コーヒー製造業（清 洋食に合う緑茶「scent of tea」シリーズの開
涼飲料を除く）
発・販売

平成28年8月26日

日本トリム㈱

焼津市

その他の生産用機械・同 微細な意匠形状を崩さない磨き加工の技術とプ
部分品製造業
ロセスの革新

平成28年8月26日

㈱チャンピオンシーフー
焼津市
ズ

水産食料品製造業

平成28年8月26日

タカタ工業㈱

藤枝市

工業用プラスチック製品 高品位メタクリル樹脂大型成形品の品質保証体
製造業
制の確立

平成28年8月26日

㈱育暮家ハイホームス

藤枝市

木造建築工事業

自宅等のエネルギー使用量確認アプリを使用し
た新築・リフォーム提案

平成28年8月26日

㈱BANDEL

藤枝市

がん具・運動用具製造業

ファッションで使用できる耐久性に優れた丈夫
で軽い「健康アクセサリー」の開発及び販売

平成28年8月26日

増田弘弥（パディプラ
ス）

牧之原市

機械修理業（電気機械器 刈刃を機械内部に設置することで作業中の安全
具を除く）
性に配慮した茶葉二段摘採装置の開発及び販売

平成28年8月26日

冷凍アカ海老の新たな加工、物流方法の開発

㈱フジネット

沼津市

金属線製品製造業（ねじ 手術台マットレスの下に金網下部を差し込んで
類を除く）
固定する、内視鏡手術用肘置き台の開発・販売

平成28年8月26日

㈱ホンダ

富士市

その他のプラスチック製 プラダンに繊細で精密な多色印刷を施した新商
品製造業
品の開発・生産・販売

平成28年8月26日

池上盛純（ピー・エス・
富士市
イー）

電気工事業

施工時間短縮・材料削減に役立つコーキング除
去材の開発・販売

平成28年8月26日

田辺建設㈱

木造建築工事業

富士の特産品を使用した組み立て式デザイン茶
室「モバイル茶室 Ｊスタイル」の開発・製
造・販売

平成28年8月26日

日向教夫（はんの日向） 富士市

書籍・文房具小売業

細長く転がり易い物に正しく押印できる補助具
の開発と販売

平成28年8月26日

㈱ユーシ・イレブン

富士宮市

紙製容器製造業

独自の治具を給紙装置に取り付けた立体・平面
兼用プリンターを活用した紙箱サンプル提案日
数短縮による受注体制の改善

平成28年8月26日

ムーンクラフト㈱

御殿場市

自動車・同附属品製造業

リバースエンジニアリング技術の高度化による
製品の高精度化・短納期化の展開

平成28年8月26日

㈱徳造丸

賀茂郡東伊豆
水産食料品製造業
町

プロトン凍結を利用し食材成分を破壊させない
伊豆伝統料理の提供

平成28年8月26日

医療用ウィッグ販売を通じたがん患者も通える
美容室の提供

平成28年8月26日

富士市

今村勝司（ブルーラグー
賀茂郡河津町 美容業
ン）

平成28年9月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分42件（承認件数全43件）
経営革新のテーマ

承認日

アールエフネットワーク
浜松市中区
㈱

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器 複数の変調方式に対応可能な、デジタル無線機
具・理化学機械器具製造 用小型測定器の開発と事業化
業

平成28年9月9日

㈱アローセブン

浜松市中区

通信機械器具・同関連機 無線コンサル技術を活かした、無線化生産管理
械器具製造業
システムの開発と販売

平成28年9月9日

㈱達美装

磐田市

塗装工事業

フッ素系塗料を活用し、シーリング方法を工夫
することで高耐候性を実現した外壁塗装サービ
スの提供

平成28年9月9日

今田万里子（ピュア産業
磐田市
看護事務所）

その他の専門サービス業

個人向けから事業所向けまでの産業看護のワン
ストップサービスの提供

平成28年9月9日

羽立工業㈱

湖西市

工業用プラスチック製品 製品取出搬送機の改良により高効率なインサー
製造業
ト成形を実現する新たな生産体制の構築

平成28年9月9日

㈱アート総合設計

袋井市

とび・土工・コンクリー 土木建築設計業務のトータルマネジメントシス
ト工事業
テムの構築と導入

平成28年9月9日

㈱イシフク

静岡市葵区

骨材・石工品等製造業

国産自然石を活用した共同墓の開発・販売

平成28年9月9日

不動産管理業

太陽光パネルの清掃サービスの開始

平成28年9月9日

アイワマネージメント㈱ 静岡市葵区

㈱ジャクソン

静岡市駿河区 がん具・運動用具製造業

大型でも腹部の水粘性を確保できる新型ルアー
の開発・販売

平成28年9月9日

㈱東洋機械製作所

静岡市清水区 金属加工機械製造業

微細精密横型加工機の開発及び販売

平成28年9月9日

静岡メンテ㈱

静岡市清水区

産業用電気機械器具製造 脱水助剤を使用しコンパクト化した低含水率ス
業
クリュープレスの開発、販売

平成28年9月9日

静岡県産醤油㈱

焼津市

調味料製造業

平成28年9月9日

㈱オカムラ

島田市

機械器具小売業(自動車, PCサーバー無償レンタルによるシステムサポー
自転車を除く)
トのワンストップサービスの展開

平成28年9月9日

㈲鈴木精工

榛原郡吉田町

その他の生産用機械・同 立形フライス盤加工品の検査工程改善による短
部分品製造業
納期・高精度加工体制の確立

平成28年9月9日

㈲山津精機

沼津市

金属素形材製品製造業

グラファイト電極に抜き穴を追加した形彫り放
電加工による自動車用照明装置金型の開発・販
売

平成28年9月9日

㈱共栄設機

富士市

その他の生産用機械・同 トランスファプレス加工非駆動シミュレーショ
部分品製造業
ン装置の開発による新役務の提供

平成28年9月9日

㈱ア・ジャストポリマー 御殿場市

工業用プラスチック製品 患部へのなじみが良く、効果的・効率的な放射
製造業
線治療を実現する樹脂製補助具の開発・販売

平成28年9月9日

新田はるみ（自然療法サ
伊豆市
ロンミモザ）

その他の洗濯・理容・美 土肥特産の白びわを活用したハマム浴サービス
容・浴場業
の展開

平成28年9月9日

㈲永岡モータース

伊豆市

自動車整備業

車利用観光客に向けた折り畳み電動アシスト付
自転車レンタルサービスの展開

平成28年9月9日

㈱コットンハウス

浜松市東区

木造建築工事業

ヒートポンプ式で基礎を温める床下暖房『スラ
ブサーモシステム』を搭載した快適省エネ暖房
住宅の販売

平成28年9月26日

その他の無店舗小売業

プロダクトローンチによる海外向けプロモー
ションサービスの展開

平成28年9月26日

自動車・同附属品製造業

自動測定システムを用いた新たなプレス加工シ
ステムの確立

平成28年9月26日

大石

泰介（Owltrade） 浜松市東区

塩分１％未満の醤油の開発・販売

三豊工業㈱

浜松市西区

㈲ぬしや仏具店

浜松市浜北区 宗教用具製造業

伝統製法と地元産材を活用した超小型仏壇等の
開発及び販売

平成28年9月26日

㈱フルーツワールド

浜松市浜北区 他に分類されない小売業

軽量で強度を持つボール紙製組み立て式盛篭の
開発による海外販路の獲得

平成28年9月26日

大石照雄（大石農場ハム
掛川市
工房）

畜産農業

肥育から加工まで一貫した非加熱サラミソー
セージの開発及び販売

平成28年9月26日

㈱藤田鉄工所

掛川市

自動車・同附属品製造業

熱間鍛造直後の成形品自体がもつ熱エネルギー
を利用する“自熱”焼準方法の開発

平成28年9月26日

㈱てらだ工房

袋井市

その他の食料品製造業

自園で採れたお米を100％使用した米粉麺の開発
と販売

平成28年9月26日

杉山公一（デンタルセラ
静岡市葵区
ミックス）

歯科治療時の患者の不快感と痛み等を軽減し、
医療に附帯するサービス
治療の妨げにならない顎・頬周りのガード帯
業
「アゴーレ」の開発と販売

平成28年9月26日

㈱ニッケーコー

静岡市駿河区 その他の設備工事業

可動式オールウェザーハウスの開発、販売

平成28年9月26日

㈲トクナガコーヒー

静岡市清水区 食料・飲料卸売業

富士山溶岩で焙煎したコーヒー豆の特徴を活か
すコーヒーラスクの開発

平成28年9月26日

良知樹園㈱

焼津市

土木工事業（舗装工事業 ハワイにおける本格日本庭園の手入れ事業の展
を除く）
開

平成28年9月26日

㈱キラメイク

藤枝市

発泡・強化プラスチック 折り畳み式車載用保冷・保温コンテナ等の開発
製品製造業
及び多品種小ロットに対応する生産体制確立

平成28年9月26日

㈱ＢＲＳ

藤枝市

電池製造業

廃棄電池の再生を通しゼロエミッションを推進
する新型装置の開発・販売

平成28年9月26日

㈱高野部品

沼津市

自動車卸売業

自動車用リビルト部品の自社製造と個人客向け
直接販売事業の展開

平成28年9月26日

福田吉秀（DESIGN
IMPACT）

三島市

デザイン業

MDFボードを活用したラウンドフォルムの三嶋柄
スピーカーランプの開発・販売

平成28年9月26日

㈲かなめ

三島市

その他の食料品製造業

循環式液体低温燻製器の開発および燻製醤油等
の開発・販売

平成28年9月26日

三丸機械工業㈱

三島市

生活関連産業用機械製造 医療機器『スピーチカニューレシステム』の開
業
発とＱＭＳ体制の構築

平成28年9月26日

協同ゴム工販㈱

富士宮市

ゴムベルト・ゴムホー
日本国内の自動車一次部品メーカーを対象とす
ス・工業用ゴム製品製造
る、高機能ゴム製品の開発・販売
業

平成28年9月26日

㈱マクルウ

富士宮市

非鉄金属・同合金圧延業 マグネシウム合金製『スマートフォン用パッシ
（抽伸，押出しを含む） ブスピーカー』の開発・生産と販売

平成28年9月26日

富士高砂酒造㈱

富士宮市

酒類製造業

高温多湿地域での雑菌(野生酵母他)増殖の懸念
を払拭するため、オゾン殺菌を実施した生酒の
海外での増販

平成28年9月26日

㈲三浦水産

伊東市

水産食料品製造業

特殊冷凍技術を最大限生かす魚類加工方法の開
発、提供

平成28年9月26日

井上産業㈱

駿東郡小山町 各種商品卸売業

取引先商品の新たな海外販路開拓支援サービス
の開発・提供

平成28年9月26日

平成28年10月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分17件（承認件数全22件）
経営革新のテーマ

承認日

パン・菓子製造業

味とデザインを融合させた「ふじのくにプレミ
アムギフト」の開発・販売

平成28年10月14日

上野礼奈（プリザ日和） 磐田市

他に分類されない小売業

亡くなったペットの思い出を形として残すプリ
ザーブドフラワーの制作と販売

平成28年10月14日

㈱瓦粋

袋井市

その他の職別工事業

いぶし瓦製法により炭素膜を纏った食器「粋
瓦」の開発と販売

平成28年10月14日

㈲山精水産

御前崎市

水産食料品製造業

たたみいわしを手軽に楽しめるしらすチップス
の開発・販売

平成28年10月14日

㈲富士エコティック

静岡市葵区

その他の生産用機械・同 リユースを促進させる新たなドラム缶更生処理
部分品製造業
方式への取組み

平成28年10月14日

㈲アント

静岡市葵区

ＢＣＡＡ（バリン、ロイシン、イソロイシン）
医薬品・化粧品等卸売業 とバニリルブチルエーテルを配合した温感効果
をもたらす目元ケア化粧品の開発

平成28年10月14日

㈲レキップ・ド・ニコ

磐田市

奥塩千恵（小さな野はら
静岡市葵区
の樹）
アートユニオン㈱

他に分類されない卸売業

静岡市駿河区 他に分類されない製造業

フレームで禅の教示を表したインテリア厨子
「まる さんかく しかく」の開発・販売

平成28年10月14日

効果的な販路拡大のための展示会アシストシス
テムの構築

平成28年10月14日

㈱セイユウ機工

静岡市駿河区 その他の金属製品製造業

再研磨技術を活用した金属切断用刃物（コール
ドソー）のリユースサービスの開発、提供

平成28年10月14日

真野奈緒美（カセラク
ルート）

静岡市清水区 菓子・パン小売業

短期間で必要なスキルを効率的に習得できる子
育てママ応援レッスンプランの企画・提案

平成28年10月14日

㈱江永化成

焼津市

その他のプラスチック製 紙製素材を使用した実験動物用白色床敷材の開
品製造業
発及び販売

平成28年10月14日

オーエフテクノ㈱

富士市

金属被覆・彫刻業，熱処
プラズマ技術による抜群の密着性を持つ、新機
理業（ほうろう鉄器を除
能膜コーティングの開発及び商品化
く）

平成28年10月14日

㈱ビオ・クリエイト

裾野市

食料・飲料卸売業

口開きを隠し、消臭効果のある遺体用マスク
「聖口布」の開発・販売

平成28年10月14日

勝又清光（スタジオ
O&K）

裾野市

映像・音声・文字情報制 音響設営に関するノウハウを活かしたご当地
作に附帯するサービス業 ボーカロイドによる３Ｄライブ事業の展開

平成28年10月14日

㈱かごや

富士宮市

家具・建具・畳小売業

㈲ケイ、アイ、サービス 伊豆市

中村明（だんざか）

３分割した裏表使えるポケットコイル式マット
レスを使い畳の上でベッド感覚を現出する「畳
でベッド」の開発・販売

平成28年10月14日

食堂，レストラン（専門 鰻の骨や頭（かしら）をスープエキスとして使
料理店を除く）
用した新たなラーメンの開発・販売

平成28年10月14日

指先の不自由な高齢者でも容易に手編み等がで
きるよう独自の補助具を活用した手芸教室の開
催

平成28年10月14日

賀茂郡松崎町 医薬品・化粧品小売業

平成28年11月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分42件（承認件数全46件）
経営革新のテーマ
木綿素材を活用した皮革風新素材の開発及び販
売

承認日

武藤染工㈱

浜松市中区

染色整理業

（同）ＡＺＵＲＥ

浜松市中区

農畜産物・水産物卸売業 FDA関連商品の成分分析データベースの構築

平成28年11月28日

㈱沢田鉄工所

浜松市東区

その他の生産用機械・同 ファンをカーブさせ吸引力を増加させた木屑用
部分品製造業
集塵粉砕機の開発

平成28年11月28日

白柳式撰果機㈱

浜松市北区

他に分類されない製造業 みかん選別工程自動化装置の開発と販売

平成28年11月28日

㈱須部商店

浜松市北区

その他の食料品製造業

地元野菜やフルーツをまるごと使用した豆腐の
開発・販売

クリエイティブテクノロ
その他の生産用機械・同 放電加工プロセスの大幅な効率化を図るIoTを活
浜松市浜北区
ジー㈱
部分品製造業
用した金型生産工程の確立

平成28年11月28日

平成28年11月28日

平成28年11月28日

洋食器・刃物・手道具・ 切れ味の良さを追求した重切削用チップソーの
金物類製造業
開発と海外市場の開拓

平成28年11月28日

浜松市浜北区 スポーツ施設提供業

スポーツジム運営のノウハウを活かした高齢者
向け機能訓練型リハビリサービスの提供

平成28年11月28日

㈲曽根田工業

磐田市

金属加工機械製造業

機械と工具の情報ポータルサイトの開発、情報
提供・検索サービス事業の展開

平成28年11月28日

山啓製茶㈱

掛川市

茶・コーヒー製造業（清 取引先ニーズに応じたお茶の成分カスタマイズ
涼飲料を除く）
と成分表示サービスの開発、提供

平成28年11月28日

㈱Ｓ.Ｇ.Ｍ

浜松市浜北区

㈱かねはら

ＴＳＫ㈱

袋井市

各種商品卸売業

電磁誘導加熱装置および軽合金ホイール製造方
法の開発・販売

平成28年11月28日

神誠商事㈲

周智郡森町

冠婚葬祭業

葬儀前後の定期的な相談体制の構築による会員
サービスの充実及び新規会員の獲得

平成28年11月28日

静和貿易㈱

静岡市駿河区 家具製造業

産業廃棄物生コンスラッジを活用したリサイク
ル建設資材等の開発・販売

平成28年11月28日

㈲河西新聞店

静岡市清水区 書籍・文房具小売業

新聞配達網を活用したモーニング（自家焙煎珈
琲豆・焼きたてパン）宅配サービスの展開

平成28年11月28日

㈱さまあ

静岡市清水区 ソフトウェア業

複数名が同時に仮想空間を共有できるお手軽ス
マホ・マルチＶＲアプリの開発

平成28年11月28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「ピーニャ」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28年11月28日

主観的指標と客観的指標を組み合わせたパーソ
その他の洗濯・理容・美
ナルオーダーに基づくコーピングヘッドスパ
容・浴場業
サービスの開発、提供

平成28年11月28日

戸田貴広（ヨツメグサ） 静岡市清水区

サイトー印刷㈱

静岡市清水区 印刷業

取引先の多様なニーズに対応できる新たな印刷
手法の開発、提供

平成28年11月28日

㈲井上シール

静岡市清水区 印刷業

薄紙を使用したテイクアウト用食品包装紙器の
開発・販売

平成28年11月28日

ヒイヅル㈱

静岡市清水区 各種物品賃貸業

複数のポイントカードを一括管理できるスマー
トフォンアプリの開発

平成28年11月28日

㈱カネヤマ水産

焼津市

水産食料品製造業

女性から選ばれる洋風テイストの「酒盗」の開
発及び販売

平成28年11月28日

㈲ワイズホーム

焼津市

木造建築工事業

地域住民が利用できる体験・イベント型モデル
ハウスサービスの事業展開によるエネルギー消
費の少ない住宅の販売

平成28年11月28日

十菱建材㈱

焼津市

建築材料卸売業

欠けにくく、水が流れやすい外用コンパクトサ
イズ流し台の開発・販売

平成28年11月28日

㈱カネス製茶

島田市

茶・コーヒー製造業（清 原材料にこだわり、風味を活かした抹茶・焙じ
涼飲料を除く）
茶・甘酒味の「生チョコ」の開発及び販売

平成28年11月28日

㈲吉永種苗園
大石忠幸（ピッツァ
オーラ）

栽培方法に関するアドバイス等を行うことで、
榛原郡吉田町 他に分類されない小売業 家庭でも好みの山野草を栽培できるミニ自然庭
園製作セットの開発・販売
料理カテゴリーごとのカロリー摂取量を均一に
イ
榛原郡吉田町 専門料理店
したセミオーダー式イタリアン会席料理の開
発・提供

平成28年11月28日

平成28年11月28日

長尾秀樹（沼津サンプル
沼津市
製作所）

他に分類されない製造業

透明度が高いディスプレイ用食品サンプルの開
発と販売

平成28年11月28日

㈲パスタイムプランニン
沼津市
グ

その他の娯楽業

習熟度に応じたSUP（サップ）などの海遊び体験
サービスの提供

平成28年11月28日

㈲増田製作所

富士市

自動車・同附属品製造業

独自プレス加工による自動車・医療機器分野の
精密部品の開発・生産・販売

平成28年11月28日

㈲サンアイ工業

富士市

建設用・建築用金属製品
傾倒式ゴミ回収車対応の反転式コンテナの開
製造業（製缶板金業を含
発・製造・販売
む）

平成28年11月28日

㈲日の出企画

三島市

経営コンサルタント業， 未活用物件を活かした不動産オーナー向けの新
純粋持株会社
たなサービスの提供

平成28年11月28日

㈱オンデマンド研究所

三島市

電子計算機・同附属装置 サーマルプリンター機構活用のケアラベル作成
製造業
プリンターの開発・販売

平成28年11月28日

㈱ライズ

富士宮市

施工性・安全性の向上とコスト低減を実現す
とび・土工・コンクリー
る、県産材合板を活用した軽量鋼製枠式残存型
ト工事業
枠（合板仕様）の開発と施工

平成28年11月28日

加藤鐵工㈱

富士宮市

その他の金属製品製造業

穴開け個所の設定用治具と完了後の検査用治具
の開発による原価低減

平成28年11月28日

ミルクランド㈱

富士宮市

畜産食料品製造業

園児・幼児が樹・落ち葉・虫・動物で遊ぶ朝霧
高原の自然資源を活用した循環型観光事業

平成28年11月28日

㈱ミツムロ

富士宮市

その他のはん用機械・同 各種介護福祉施設・住宅向け手すり固定金具の
部分品製造業
一体化加工研究と開発

平成28年11月28日

ダイヤ水処理㈱

御殿場市

管工事業（さく井工事業 ゴルフ場・庭園・公園等における池の水質浄化
を除く）
サービスの開発・提供

平成28年11月28日

㈲ストーンクラフトツー
駿東郡清水町 骨材・石工品等製造業
ル

クリーニング・補修・汚れ防止を同時に行う石
材クリーニングサービスの提供

平成28年11月28日

㈱木村鋳造所

人工砂を使用した3D積層造型によるターボ
チャージャー試作用鋳物部品の開発

平成28年11月28日

大石良則（シューズハウ
田方郡函南町 靴・履物小売業
スオオイシ）

最適なインソールとシューズの組合せを提案す
る出張足圧測定サービスの展開

平成28年11月28日

土屋政善（渚硝子店）

賀茂郡河津町 その他の職別工事業

自社開発の３層パネルで組み立てるパネル工法
のバイクガレージの開発・販売

平成28年11月28日

㈲芝崎商店

賀茂郡南伊豆
酒小売業
町

顧客の要望に応じて日本酒の長期熟成を可能と
する新たな海水熟成体制の構築

平成28年11月28日

駿東郡清水町 製鉄業

平成28年12月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分53件（承認件数全60件）
経営革新のテーマ

承認日

補聴器による聴能訓練の簡易化と高品質サービ
スを維持した多店舗展開

平成28年12月9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）

社会保険労務士による労務環境に関する評価を
付加した求人専用WEBサイトの開設と運営

平成28年12月9日

㈲いさごや

湖西市

菓子・パン小売業

福祉作業所と連携し、栗・サツマイモ加工技術
と「三重包餡」技術を活用した和菓子の開発

平成28年12月9日

㈱Ｍｙｕ

静岡市葵区

自動車小売業

オリジナル広告宣伝ツール付き事業者向け車両
リースサービスの展開

平成28年12月9日

ウンノ包装産業㈱

静岡市葵区

紙製容器製造業

静岡産緑茶入り粉末ラー油の開発と販売

平成28年12月9日

㈱トゥモローカレッジ

静岡市駿河区 教養・技能教授業

手軽に体幹を鍛える事ができる“バランスオー
バーシューズ”の開発・販売

平成28年12月9日

㈱リングラッド

静岡市駿河区

他に分類されない事業
サービス業

静岡に在住するスマートシニアの意欲的な活動
を応援する参加型無料情報誌「SENSE」の発行及
び事業化

平成28年12月9日

星成商事㈱

島田市

紙製品製造業

酸素・香りを通さない機能紙を使用した新商品
“バリア☆スター”の開発

平成28年12月9日

㈱大塚

浜松市中区

他に分類されない小売業

㈲インターリンク

沼津市

その他の機械器具卸売業

獣医師との連携による動物用サプリメントの開
発・販売

平成28年12月9日

渡邉真威（庭真）

富士市

土木工事業（舗装工事業 アーボリカルチャーを活かした子供向けツリー
を除く）
クライミングスクールの開催

平成28年12月9日

㈱三光ダイカスト工業所 三島市

非鉄金属素形材製造業

不要となった歯車やネジ、ダイカスト余材の風
合いを活かしたスチームパンク風アクセサリー
等の開発・販売

平成28年12月9日

笹俣江利子（ROSATO）

三島市

専門料理店

会場コーディネート・料理教室付きイタリア料
理ケータリング事業の展開

平成28年12月9日

㈲落合ハーブ園

三島市

耕種農業

純国産のオーガニック芳香蒸留水を活用した癒
しや香り等を演出する新たなサービスの提供

平成28年12月9日

西川商事㈱

富士宮市

機械・器具等をメーカーの委託在庫とし、在庫
管理，補助的経済活動を
欠品を無くすことで装置メーカー等の操業ロス
行う事業所
を極小化する24時間・365日納品体制の構築

平成28年12月9日

明和工業㈱

富士宮市

管理，補助的経済活動を 溶接・溶断ロボットのドーム型鏡板加工ソフト
行う事業所
開発による製品精度アップと迅速化

平成28年12月9日

屋比久操（Bean's
Studio）

田方郡函南町 その他の飲食料品小売業

チャフ吸引焙煎装置等の開発により焦げつきを
抑えたコーヒー豆の生産及び飲食店事業の展開

平成28年12月9日

㈲三栄ホーム

田方郡函南町 建物売買業，土地売買業

大きな居間を確保したリノベーションプラン付
き提案型中古住宅の販売

平成28年12月9日

㈱野口善市郎商店

浜松市中区

建築材料卸売業

㈱プログメイト

浜松市中区

教養・技能教授業

㈱ナユタ

浜松市東区

発電用・送電用・配電用 大型バッテリーパック（リチウムイオン電池）
電気機械器具製造業
用バッテリーチェッカーの開発・販売

㈱田中建設

浜松市北区

一般土木建築工事業

スギ・ヒノキの枝葉100％のアロマオイル及び芳
香蒸留水の開発・販売

平成28年12月22日

㈲魚兼商店

浜松市北区

その他の食料品製造業

鶏卵を使用しない冷凍三ヶ日牛メンチカツ、自
然解凍できる冷凍コロッケの開発及び販売

平成28年12月22日

東亜工業㈱

浜松市北区

生活関連産業用機械製造
新型全自動餃子製造機の開発及び販路開拓
業

小林レシピ開発㈱

浜松市浜北区 菓子・パン小売業

みかんを丸ごと利用したジュレ状の新食感ジャ
ムの開発・販売

平成28年12月22日

㈲山智農園

浜松市天竜区 耕種農業

有機栽培にこだわった、天竜区春野町産のあま
茶の製造・販売

平成28年12月22日

鈴木克典（ペロはまな
こ）

湖西市

旅館，ホテル

室内犬向け、マイクロバブルシャワーシステム
と関連製品の開発及び販売

平成28年12月22日

㈲アサナガ

袋井市

建築工事業（木造建築工 “自然との一体化”をコンセプトとした高い装
事業を除く）
飾性のアイアンスモールハウスの開発

平成28年12月22日

㈱原科製茶

静岡市葵区

茶・コーヒー製造業（清 オクシズ生まれ・浅蒸し仕様の水出し専用煎茶
涼飲料を除く）
商品の開発及び事業化

平成28年12月22日

㈱安田屋本店

静岡市葵区

そば・うどん店

復元した江戸末期の「駿府江戸そばつゆ」を用
いたメニューの開発

平成28年12月22日

内張りシートで塗料の飛散を防止するシート
『飛散ストップＷ』の開発とその使用方法の提
供
「個性を伸ばすチューター機能と再利用性・拡
張性を充実させた初中級者向けのプログラムオ
ンラインジャッジシステム」の開発と販売

平成28年12月22日

平成28年12月22日

平成28年12月22日

平成28年12月22日

㈱アドテクニカ

静岡市駿河区

情報処理・提供サービス 大規模な組織でも操作・管理容易性を実現でき
業
る災害安否確認システムの開発、提供

平成28年12月22日

㈱第一クリエイティブ

静岡市駿河区

その他の織物・衣服・身 化学繊維紙の試作研究に最適なサンプルシート
の回り品小売業
自動作製機の開発とレンタル提供の実施

平成28年12月22日

㈱アイワークシステム

静岡市駿河区 他に分類されない卸売業 大学講義室に対する一括管理サービスの開発

静岡油化工業㈱

静岡市駿河区 産業廃棄物処理業

均一の粉末状に加工し、吸水率や消臭効果を
アップさせる猫砂原料用おから乾燥工程の構築

平成28年12月22日

㈱サイエンス

静岡市清水区 計量証明業

環境計量証明事業における報告書の客観性を高
める考察サービスの開発・提供

平成28年12月22日

㈱エンジェルック

静岡市清水区

その他の輸送用機械器具 「小型車両で精密機械輸送の高品質化を図る小
製造業
型パレット（セル）」の開発

平成28年12月22日

平成28年12月22日

㈱ハートワークスデザイ
静岡市清水区 土木建築サービス業
ンオフィス

形を変えながら、生涯使える子供の秘密基地的
家具の開発・販売

平成28年12月22日

牧之原市

レクリエーション用吹き矢に使用する、安価で
的から落ちにくい用具の開発及び販売

平成28年12月22日

簡単にカバーができ、雨水が入りにくく、取出
他に分類されない製造業 しが容易な新聞配達用透明前かごカバーの開発
及び販売

平成28年12月22日

履行保証保険活用ノウハウを活かした建設業者
向け経営改善計画書立案サービスの提供

平成28年12月22日

㈱彩巧社

今村芳一（総合看板ＩＫ
牧之原市
Ｋ）

他に分類されない製造業

㈲リアス

榛原郡吉田町 保険媒介代理業

栄保㈱

榛原郡吉田町

機械修理業（電気機械器 機械の事前診断サービス｢設備ドック｣事業の展
具を除く）
開

平成28年12月22日

㈲杉長水産

沼津市

水産食料品製造業

旨みを閉じ込めて熟成させた竹炭干し干物の開
発と販売

平成28年12月22日

㈱ＫＳＩ

沼津市

医療用機械器具・医療用 髄内釘固定術の低侵襲性に寄与する新たな医療
品製造業
用機器｢ラグスクリューリーマー｣の開発

平成28年12月22日

三和製紙㈱

富士市

紙製品製造業

古紙を使用し、柔らかさを兼ね備えた長尺ロー
ルトイレットペーパーの開発・販売

平成28年12月22日

梅沢鋳工㈱

富士市

製鉄業

ＣＶ鋳鉄を用いた高強度鋳造品製造方法の確立

平成28年12月22日

㈱山本食品

三島市

野菜缶詰・果実缶詰・農 三島畑わさびを使用した業務用丸ごとおろしわ
産保存食料品製造業
さびの開発・販売

平成28年12月22日

東発不動産㈲

三島市

建物売買業，土地売買業

防災機能を備えた分譲地の開発と子育てママの
ニーズに対応した分譲住宅の販売

平成28年12月22日

（同）ＳＡＺＡＲＥ

三島市

身の回り品卸売業

交互に配置した縦収納ポケット付き雑貨類の開
発・販売

平成28年12月22日

㈱パピアパペル

三島市

その他の専門サービス業

静岡県の中小･小規模事業者を対象にした海外販
路開拓支援「MEET SHIZUOKA PROJECT」の展開

平成28年12月22日

大宮精機㈱

富士宮市

一般産業用機械・装置製 生産設備の連携による自動車電線用の極薄肉型
造業
定電圧電線用押出成形機の開発と販売

平成28年12月22日

㈱中里メッキ

富士宮市

金属被覆・彫刻業，熱処
事業所排水の平準化、排水処理設備の安定稼働
理業（ほうろう鉄器を除
化による受注量の増加への対応
く）

平成28年12月22日

富士宮市

変化の速いタッチパネル・有機ＥＬ等に対応す
その他の生産用機械・同 る、中型巻取式スパッタリング装置における部
品の共通化と可変式ユニット開発による短納期
部分品製造業
販売の実現

平成28年12月22日

東富士農産㈱

御殿場市

畜産食料品製造業

国内鶏肉の安心・安全な提供方法の開発

平成28年12月22日

㈱湯川商事

伊豆市

専門料理店

低温乾燥・微粉砕したおからパウダー等の開
発・販売

平成28年12月22日

㈱富士アールアンド
ディー

平成29年1月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

公表同意分39件（承認件数全43件）
経営革新のテーマ

承認日

㈱スズゲン

浜松市中区

自動車・同附属品製造業

型・治具の設計から製造までの社内一貫生産体
制の構築

平成29年1月20日

㈲阿古屋製パン

浜松市中区

菓子・パン小売業

無塩パンの高効率製造方法の確立と風味豊かな
無塩パンシリーズの展開

平成29年1月20日

山内美和（inner
beauty）

浜松市中区

その他の洗濯・理容・美 古民家を活用した発酵食品の量り売り事業と発
容・浴場業
酵食品を活用した料理教室の展開

平成29年1月20日

J-wire㈱

浜松市中区

インターネット附随サー 全世界のアマゾン及びその他主要通販サイトに
ビス業
一括で出品できるシステムの構築

平成29年1月20日

辻村染織㈲

浜松市東区

染色整理業

巾着式フラップポケットを装備した新たな作務
衣の開発・販売

平成29年1月20日

戸澤 智也子（AULA
SEWING SCHOOL）

浜松市東区

教養・技能教授業

重篤な介護を必要とする被介護者のための包み
型介護パジャマの開発と販売

平成29年1月20日

㈱田中造園

浜松市西区

その他の職別工事業

竹チップによるエコ循環型雑草対策サービスの
事業化

平成29年1月20日

㈱成興技研

浜松市西区

その他の生産用機械・同 トルコンのタービンシェルにブレードを高速か
部分品製造業
つ安定的に組付ける装置の開発と販売

平成29年1月20日

㈱井田商店

浜松市西区

その他の食料品製造業

遠州産落花生を岩塩で煎り上げたオリジナル
ピーナッツの開発と販売

平成29年1月20日

㈱浜松ベジタブル

浜松市南区

他に分類されない卸売業

空気中の水を回収し、オゾンガスで殺菌浄化す
る飲料水製造装置の開発と販売

平成29年1月20日

エイテック㈲

浜松市北区

自動車・同附属品製造業

チューブカットの自動検査装置の開発による検
査レス体制の構築

平成29年1月20日

㈱スカイプランニング

浜松市北区

その他の職別工事業

天窓を設置した時の「室内照度と省エネ効果シ
ミュレーションサービス」の事業化

平成29年1月20日

㈱ジーアクト

浜松市浜北区 金属素形材製品製造業

ＭＣ内加工スペースの拡大を目的とした汎用治
具の開発による高効率な試作品製造体制の確立

平成29年1月20日

㈱正久工業

浜松市天竜区

微細気泡生成時の水温を調整することで作業効
土木工事業（舗装工事業
率を向上させたコンクリート２次製品の洗浄・
を除く）
コーティングサービスの提供

平成29年1月20日

㈱小出製作所

磐田市

その他の生産用機械・同 海外(インド)における最先端金型を利用した量
部分品製造業
産アルミ部品業界への進出

平成29年1月20日

㈱古山鋼材

磐田市

その他の生産用機械・同
大型金型部品等の高能率加工方法の確立
部分品製造業

平成29年1月20日

丸幸製茶㈱

菊川市

茶・コーヒー製造業（清 量販店向けの地域産別のお茶「茶域創生」シ
涼飲料を除く）
リーズの開発と販売

㈲高柳製作所

湖西市

自動車・同附属品製造業

アルミ溶接工程の機械化と溶接条件の安定によ
る品質の均一化の取組み

平成29年1月20日

みたか工業㈱

袋井市

金属素形材製品製造業

単発プレス機を連結して使用する自動搬送装置
（高速ロボット搬送）の開発

平成29年1月20日

今泉智裕（Sky Wing)

周智郡森町

その他の各種商品小売業

木札や石札を吊り下げた祭り用天然石ネックレ
スの開発・販売

平成29年1月20日

㈱元気広場

静岡市葵区

老人福祉・介護事業

生活基盤動作プログラムの動作判定から個々に
あった基本改善プログラムを導く専用アプリの
開発

平成29年1月20日

静パック㈲

静岡市駿河区 他に分類されない製造業

デザインティーバッグの開発及び販売を通じた
売上拡大

平成29年1月20日

村田工業㈱

静岡市駿河区

その他の生産用機械・同 新素材（カーボン）ワイヤーハーネス自動組立
部分品製造業
装置の開発による販路拡大

平成29年1月20日

駿河重機建設㈱

静岡市清水区

土木工事業（舗装工事業 土層に応じた施工ノウハウを駆使することで高
を除く）
効率かつ高品質なICT施工体制の確立

平成29年1月20日

マーブ工業㈱

静岡市清水区 非鉄金属素形材製造業

8分割ライトを使用した立体物検査機器の開発・
販売

平成29年1月20日

㈲前田自動車塗装所

静岡市清水区 自動車整備業

輸入高級車の短納期修理サービスの構築

平成29年1月20日

平成29年1月20日

伊藤テクニカルフーズ㈱ 焼津市

調味料製造業

スモーク付与した液体調味料の新たな生産方式
の構築

平成29年1月20日

㈲燦有機研究所

無機化学工業製品製造業

独自のバクテリア発酵・乾燥技術を用い、コー
ヒー粕でつくるバイオコークス原料の開発

平成29年1月20日

平塚千里（ハニードロッ
榛原郡吉田町 喫茶店
プ）

クリエイターとの共作によるダチョウのたまご
の殻を使ったインテリア商品の開発

平成29年1月20日

不二運輸㈱

沼津市

一般貨物自動車運送業

在庫の見える化により、作業の効率化と適正な
在庫管理を実現する「棚マップ」システムの開
発と提供

平成29年1月20日

中川英俊（グランマ）

沼津市

菓子・パン小売業

沼津の海産物を使用したラスクの開発・販売

平成29年1月20日

㈱鳩のつえ

沼津市

その他の専門サービス業

静岡県に特化した高齢者施設選びの為の無料相
談所の運営による地域課題への貢献

平成29年1月20日

㈱テクノサイエンス

沼津市

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器 中容量の核酸分離抽出機器の開発、生産及び販
具・理化学機械器具製造 売
業

平成29年1月20日

東洋レヂン㈱

富士市

その他のプラスチック製 新素材CNFを用いた3Dプリンター用フィラメント
品製造業
の開発

平成29年1月20日

㈱Ｓ＆Ａ

富士宮市

労働者派遣業

派遣登録社員のパートタイム・フルタイム勤務
を可能とする、人材派遣会社による企業主導型
保育施設の運営

平成29年1月20日

芦澤 徹（芦澤写真閃光
富士宮市
堂）

写真業

少子化に対応した小ロットの卒業アルバム制作
サービスの展開

平成29年1月20日

㈱cero

美容業

美容室とコラボレーションさせた新型レストラ
ン・カフェの経営

平成29年1月20日

焼津市

御殿場市

井川克子（一二三荘）

伊豆の国市

旅館，ホテル

㈱ケルン

駿東郡長泉町 菓子・パン小売業

平成29年2月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

プロの鮎釣り師等による鮎釣りガイド宿泊プラ
ンの展開

平成29年1月20日

夏の気候に適した『夏ショコラ』の開発と販売

平成29年1月20日

公表同意分45件（承認件数全47件）
経営革新のテーマ

承認日

ECO METAL ENG㈱

浜松市中区

不良の原因となる気泡を極限まで抑制するコン
その他の技術サービス業 パクトなアルミダイキャスト製品製造装置の開
発と販売

平成29年2月20日

㈱プログメイト

浜松市中区

教養・技能教授業

「特定Ｗｅｂサイトに依存しないで対応可能な
レコメンドシステム｣の開発と販売

平成29年2月20日

㈲ディーズ

浜松市東区

石工・れんが・タイル・ 窯業系サイディング出隅材の接合部分を補強す
ブロック工事業
る工法の開発

平成29年2月20日

㈲ヤマト製作所

浜松市西区

㈲刑部製作

浜松市西区

㈱ユーエス

浜松市西区

金属素形材製品製造業

精密板金加工技術を駆使した金属パーツの「ね
じなし組立工法」の確立と新市場の開拓

平成29年2月20日

㈱バンテクニカ

浜松市西区

金属加工機械製造業

小型強力自動部品洗浄機の開発･試作･販売

平成29年2月20日

㈱アライブテック

浜松市南区

中小企業のロボット導入障壁を取り除く、初期
その他の金属製品製造業 コストを抑え導入サポートを充実させたロボッ
ト派遣事業の展開

平成29年2月20日

栗尾寛子（バイラビ）

浜松市北区

婦人・子供服小売業

高品質の既製品を活用し、新しいデザインの服
飾を企画・製作するリメイク事業の展開

平成29年2月20日

日本農産㈱

浜松市北区

耕種農業

有機・低カフェイン茶を用いた、海外向けのゼ
リー菓子の開発

平成29年2月20日

村松精機㈱

浜松市北区

自動車・同附属品製造業

アルミ鋳造品の鋳巣有無全量検査実施による高
品質試作部品の提供

平成29年2月20日

㈲うなぎの井口

浜松市浜北区 その他の飲食料品小売業

糖質制限・減塩のオリジナルうなぎ蒲焼たれの
開発

平成29年2月20日

㈲三ツ安製作所

磐田市

自動車・同附属品製造業

特殊切削技術を応用した次世代車両用部品加工
のための生産システムの確立

平成29年2月20日

太平フェルト工業㈱

湖西市

その他の繊維製品製造業

炭素繊維の製造工程で生ずる廃材を活用する高
吸音難燃フェルト製品の開発と新市場開拓

平成29年2月20日

㈲榮産業

周智郡森町

農耕用品小売業

市民農園利用者等を対象とした小型農業機械の
レンタル事業の開始と販路拡大

平成29年2月20日

Ｂｅｎｅｆｉｔｅａ㈱

静岡市葵区

清涼飲料製造業

｢コールドエクストラクション製法｣による各地
の茶の特徴を抽出したボトリングティーの開
発、製造及び販売

平成29年2月20日

フジパック㈱

静岡市駿河区 紙製容器製造業

ICT制御ストレートグルアーの導入及び製品の高
速搬送に対応したコンベアベルトの開発による
高効率生産体制の確立

平成29年2月20日

消耗部のパーツ化に加え、難削材を使用するこ
自動車・同附属品製造業 とでメンテナンス性と耐久性を向上させた新た
な深絞り金型の開発
金属製治具部品と樹脂製治具部品を組み合わせ
金属素形材製品製造業
ることで、加工品の規格変更にも柔軟に対応可
能な新たな治具の開発

平成29年2月20日

平成29年2月20日

大伸木工㈱

静岡市駿河区 宗教用具製造業

心身の変化が大きい50歳代の女性をターゲット
にした「光と音の厨子」の製造・販売

平成29年2月20日

㈲関本家具装芸

静岡市駿河区 家具製造業

地域産材を活用した古材風塗装家具の開発

平成29年2月20日

徳三運輸倉庫㈱

静岡市清水区 一般貨物自動車運送業

食品廃材を利用した和紙風板紙の開発と販売

平成29年2月20日

富士護謨産業㈱

静岡市清水区

㈱システムオリジン

静岡市清水区 ソフトウェア業

マルチデバイス対応タクコンの開発・販売

平成29年2月20日

サワイリ食品㈱

静岡市清水区 水産食料品製造業

寿司ネタ用マグロの新たな加工方法“手切り”
の開発、提供

平成29年2月20日

㈱リーガルエイト

焼津市

その他の専門サービス業

新たな赤外線ＬＥＤトイレーザーガンの開発・
販売

平成29年2月20日

㈱創和

焼津市

畳等生活雑貨製品製造業 もみ洗い感覚の高機能洗濯ネットの開発・販売

平成29年2月20日

㈱はの字食品

焼津市

水産食料品製造業

｢ハラール対応静岡おでん｣の商品開発及び販売

平成29年2月20日

焼津冷蔵㈱

焼津市

水産食料品製造業

焼津の鯖と静岡産の茶を使用した「静岡茶しめ
さば」の開発と販売

平成29年2月20日

㈱パドック

焼津市

自動車小売業

大型自動二輪車に特化した店舗展開と、「バイ
クドッグサービス」・「ライディング教室」等
の実施

平成29年2月20日

斉藤和美（パラディ）

榛原郡吉田町 美容業

外国人向けの着物着付けサービスと和文化体験
サービスによる顧客開拓

平成29年2月20日

サツマ電機㈱

沼津市

産業用電気機械器具製造 電動機用制御ブレーキのメンテナンスサービス
業
事業の展開

平成29年2月20日

㈱田方自動車学校

沼津市

他に分類されない教育， 運転免許教習と技能講習を含んだ物流向け職業
学習支援業
訓練の展開

平成29年2月20日

㈱杉初水産

沼津市

水産食料品製造業

沼津鯖節等を使用した｢おだしティーパック｣の
開発、販売

平成29年2月20日

佐野隆司（佐野源スズキ
富士市
販売）

自動車小売業

会員家族へのチャイルドシート無料貸出等、子
育てママの悩みに対応した新たなカーライフサ
ポートサービスの開発・提供

平成29年2月20日

雅設備㈱

その他の設備工事業

外国人技能実習生向け住まいの提供及び空き家
問題解決への貢献

平成29年2月20日

木暮昌平（こぐれ歯科ク
富士市
リニック）

歯科診療所

歯の再生療法確立からの低侵襲治療サービスの
提供

平成29年2月20日

㈱オリエンテック

富士市

他に分類されない製造業

メッシュ仕様で風圧を軽減することにより転倒
防止を実現する新型立看板の開発、販売

平成29年2月20日

富士木材㈱

富士市

紙製容器製造業

富士ひのきでつくる木製組立てパレットの製造
販売

平成29年2月20日

㈱マイプロテック

富士市

印刷業

ワンペーパーリバーシブルシートの製造・販売

平成29年2月20日

富士市

その他のプラスチック製 女性の「うたた寝」をサポートする「ＡＧＯ－
品製造業
ＭＩＮ」（仮称）の開発

平成29年2月20日

㈲ナチュラルスウィート
富士市
カンパニー

その他の飲食店

新規顧客の獲得と売上げＵＰを目的とした愛犬
撮影ブースによる写真サービスの確立

平成29年2月20日

㈱SHOUJI

三島市

管理，補助的経済活動を 伊豆産の菊芋とマコモダケを練り込んだ乾麺の
行う事業所
開発・販売

平成29年2月20日

㈱アントレ・サン・フ
ラッペ

三島市

広告業

「塩っ茶」の製品開発と地域資源同士のコラボ
レーションによる新たな地域ブランド化の推進

平成29年2月20日

㈱かごや

富士宮市

家具・建具・畳小売業

家具据付後の部屋全体のリニューアルイメージ
を簡易着彩色のデザインスケッチで提案する方
法による、旅館への家具販売と工事の一括受注

平成29年2月20日

㈱エフ・シー・エス

富士宮市

富士山南西部の観光ガイド内容を整備し随時モ
情報処理・提供サービス
バイル機器（i-pad、スマートホン等）から変更
業
可能なポータルサイトを開設

㈱もちや

富士宮市

その他の飲食店

朝霧高原産牛乳のきめ細やかなアイスクリーム
と芝川産のもち米を合体させた『アイス草大
福』の開発と販売

平成29年2月20日

塩谷昇（塩谷技工所）

駿東郡清水町

医療に附帯するサービス CAD／CAMシステム導入による、歯科技工の効率
業
化及び地域センター事業

平成29年2月20日

平成29年3月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

平成29年2月20日

公表同意分158件（承認件数全166件）
経営革新のテーマ

承認日

㈱ピアックス

浜松市中区

家具製造業

デザイン性の高い多種多様な形状物へのピアノ
塗装に対応する新たな治具の開発と事業化

平成29年3月3日

薗田基一（茶ッ葉屋）

浜松市中区

その他の飲食料品小売業

均一に加熱ができる焙煎機の開発と、お茶の
オーダーメイド焙煎サービスの展開

平成29年3月3日

テクノエレメント㈱

浜松市東区

その他の電気機械器具製 温熱・電位を自動制御する面状ヒーターの開
造業
発・販売

平成29年3月3日

㈱竹杉商事

浜松市東区

和装製品・その他の衣
訪日外国人向け純国産土産品「旅館のゆかた 美
服・繊維製身の回り品製
杉堂」の開発･販売
造業

平成29年3月3日

㈱オーエス機工

浜松市東区

金属加工機械製造業

シャフト端面の加工にも活用できる低価格セン
ターもみつけ専用機の開発と販売

平成29年3月3日

アイ・ピー・テック㈱

浜松市東区

半導体・フラットパネル
チップマウンター大型化による台座部品の新た
ディスプレイ製造装置製
な生産方式の確立
造業

平成29年3月3日

河口精機㈱

浜松市西区

自動車・同附属品製造業

水素自動車用超高圧対応部品の切削加工におけ
る、負荷データ収集・解析システムの開発

平成29年3月3日

㈱オフィスSANO

浜松市北区

不動産代理業・仲介業

不動産の特殊物件の売買等に特化したワンス
トップサービスの提供

平成29年3月3日

榎本工業㈱

浜松市北区

長年の特注品造りから産み出したモジュール化
その他のはん用機械・同
ハイブリッド化によるカスタマイズ性と開発効
部分品製造業
率を高めた小型精密工作機械の開発と事業化

平成29年3月3日

改新建設㈱

浜松市浜北区

土木工事業（舗装工事業 一般住宅向けエクステリア工事の施工体験等を
を除く）
盛り込んだ工事プランの開発・販売

平成29年3月3日

塩見亮太（養紡屋）

浜松市天竜区 畜産農業

ミツバチの成長を促す養蜂技術等を活用するこ
とで、浜松の地域資源を用いた新たな蜂蜜の開
発・販売

平成29年3月3日

㈲暮らしの衣料村松

浜松市天竜区 婦人・子供服小売業

地域の高齢者が好む柄生地を盛り込んだリバー
シブルポンチョの開発及び長寿祝パックの販売

平成29年3月3日

酒井利行（ＳＰＴ）

浜松市天竜区 その他の無店舗小売業

女性向けの品揃えや軽量化を実現した女性防災
士監修防災セットの開発・販売

平成29年3月3日

㈱赤松電気

磐田市

電気工事業

災害時や停電時に外部電源から建物に電力を供
給する新システムの開発

平成29年3月3日

㈲酒のすぎむら

掛川市

酒小売業

居酒屋のメニューを小冊子とし、注文した日本
酒銘柄を即ネット購入できる販売方法の開発

平成29年3月3日

㈱RiN

湖西市

その他の織物・衣服・身 体型調整メカニズムを働かせる「抵重力はらま
の回り品小売業
き」の企画開発と販売

平成29年3月3日

㈱スズトヨ

袋井市

土木工事業（舗装工事業 岩石、漆喰調のデザインを備え、丸みのある形
を除く）
状のＦＲＰ製の塀の開発・販売

平成29年3月3日

サンファーム中山㈱

袋井市

耕種農業

日平均気温を考慮した先進的な農作物栽培手法
の開発

平成29年3月3日

㈱ネクスト

静岡市葵区

建物売買業，土地売買業

独居老人の住宅問題を一元的に相談対応・提案
する「高齢者居住支援サービス」の提供

平成29年3月3日

㈲ニワ環境設計

静岡市葵区

土木建築サービス業

燃料が目詰まりしない構造の災害時炊き出し用
バケツ型コンロの開発・販売

平成29年3月3日

㈱都

静岡市駿河区

移動デモ車両の活用と症状に合わせた健康相談
医療用機械器具・医療用
実施による介護施設職員向け内臓トレーニング
品製造業
普及事業

平成29年3月3日

コンパクト梱包により航空輸送を可能にした本
格茶室の開発

平成29年3月3日

一般産業用機械・装置製 災害時緊急避難用装置「ライフガードリフト」
造業
の開発

平成29年3月3日

高齢者や要介護者向けの出張＆パスチケットに
よるきめ細かな理美容等のサービスの提供

平成29年3月3日

鹿肉の食感を保ち、臭みを除去する独自の調理
伊藤忠雅（ごはん屋さく
食堂，レストラン（専門
静岡市清水区
方法の開発による「イズシカめんち定食」の開
ら）
料理店を除く）
発・提供

平成29年3月3日

ピュアライフサポート
(同)

静岡市清水区 老人福祉・介護事業

安価に多用可能な弱酸性次亜塩素酸水供給シス
テムの開発と販売

平成29年3月3日

㈱らいふサポートセン
ター

静岡市清水区 老人福祉・介護事業

自宅でもIADL訓練を可能にする「IADL教室」
サービスの開発と自社介護事業のブランド化の
取組

平成29年3月3日

伊豆川飼料㈱

静岡市清水区 飼料・有機質肥料製造業

静岡産魚粉を絡めた農水産事業者の事業支援
サービスの開発

平成29年3月3日

日本搬送機㈱

焼津市

一般産業用機械・装置製 工場内の動線確保を容易にするローラー型コン
造業
ベアにおける折り畳み式補助ローラーの開発

平成29年3月3日

㈱焼津精機

焼津市

一般産業用機械・装置製 宇宙航空機機器部品の開発による新たな生産工
造業
程の確立

平成29年3月3日

㈱いずみ屋庄兵衛

藤枝市

その他の食料品製造業

荻須

豊（創房 荻須） 静岡市駿河区 家具製造業

双葉工業㈱

静岡市駿河区

佐野計司（髪遊庵）

静岡市清水区 理容業

おやつ感覚で食べられる「揚げいなり」の開
発・販売

平成29年3月3日

アールエフ・アンテナ㈱ 島田市

電気通信・信号装置工事 無線標識を利用した新たな集客支援システム
業
「ウィズオンエア」の開発、提供

平成29年3月3日

㈱クイック

他に分類されないサービ リーフ茶の浸透に寄与する新たな商品開発なら
ス業
びに茶葉生産農家支援体制の構築

平成29年3月3日

榛原郡吉田町

㈱マルニ茶業

沼津市

茶・コーヒー製造業（清 生茶葉を発酵させて生じる酵母を使用した石窯
涼飲料を除く）
焼きパンの開発・販売

平成29年3月3日

㈱平成建設

沼津市

一般土木建築工事業

天然漆を用いた新たな模様漆膜付建材の開発

平成29年3月3日

㈱茶通亭

沼津市

茶・コーヒー製造業（清
茶の新しい愉しみ方を提案する新商品の開発
涼飲料を除く）

平成29年3月3日

前島伸哉（１０ｔａｋｕ
富士市
＋）

建築工事業（木造建築工 災害時避難用シェルターの機能を備えたコンテ
事業を除く）
ナハウスの販売

平成29年3月3日

㈱前島製材所

木造建築工事業

ＤＩＹ環境提供による建築材のエンドユーザー
への販路拡大

平成29年3月3日

富士市

秋山惠一（秋山惠一製茶
富士市
工場）

茶・コーヒー製造業（清
ブルーベリーの葉で製造した発酵茶の開発
涼飲料を除く）

㈱エイコウサービス

富士市

一般廃棄物処理業

㈱ハヤブサ

富士市

穿刺の際の安定的な固定を実現し、固定手技を
工業用プラスチック製品
標準化する胸腹腔穿刺針等の固定具の開発及び
製造業
事業化

平成29年3月3日

食品廃油と麦茶ガラを利用した粉体燃料の開
発・販売

平成29年3月3日

平成29年3月3日

㈲ストラテジックセキュ
三島市
リティ

ソフトウェア業

発注翌日から１名単位で利用可能な在宅勤務リ
モートアクセスシステムの開発・販売

平成29年3月3日

富士宮ホーム㈲

一般土木建築工事業

要介護者の入浴の際に浴槽の床面を上下させる
ことのできる「リフトベッド」の開発・販売

平成29年3月3日

勝又俊治（Craft farm農
御殿場市
園芸勝又）

耕種農業

高糖度・高品質な希少品種のトマトを使用した
コンフィチュールの開発・販売

平成29年3月3日

㈲渋谷木工所

御殿場市

建具製造業

合板家具の再生と廃材利用による新製品開発

平成29年3月3日

㈱久遠

熱海市

パン・菓子製造業

パンの耳を原料にしたラスクの生産の安定化と
増産

平成29年3月3日

㈱木村鋳造所

駿東郡清水町 鉄素形材製造業

車載の三次元デジタイザにより文化財等のリ
バースエンジニアリングを実現するチームの発
足と事業化

平成29年3月3日

㈲エルテック

ゴムベルト・ゴムホー
駿東郡長泉町 ス・工業用ゴム製品製造 レーザー模擬弾の開発及び販売
業

小柴重喜（ＫＳ設計工
業）

田方郡函南町 機械設計業

片側のロックで両輪をロックできる車椅子用ブ
レーキシステムの開発と販売

平成29年3月3日

アローズジャパン㈱

浜松市中区

教養・技能教授業

視覚機能と身体訓練を通じた高齢者の運転能力
向上サービスの提供

平成29年3月23日

㈱ジュークジョイント

浜松市中区

他に分類されない事業
サービス業

複数メーカーの多品種製品を公平に扱うウォー
ターサーバー専門店舗の開設及び多店舗の展開

平成29年3月23日

㈱フジテック

浜松市中区

産業機械器具卸売業

ﾈｼﾞ締めﾄﾙｸﾃﾞｰﾀを記録・集計できるIoT対応の自
動機用ﾌﾞﾗｼﾚｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの開発

平成29年3月23日

スミコーホームズ㈱

浜松市中区

木造建築工事業

地下水を利用する大型空気循環システム「スパ
イラル三重式 Well Power System」の開発・販
売

平成29年3月23日

㈱ＡＮＳｅｅＮ

浜松市中区

電子応用装置製造業

大学発技術を活かし小型化と汎用性を実現した
放射線計測器の開発と販売

平成29年3月23日

富士宮市

平成29年3月3日

製材業，木製品製造業

世界に通用するコンサート用ピアノイスの開
発・販売

㈱山一木研

浜松市中区

㈱シーエス技研

浜松市東区

太田義尾機械工業㈱

浜松市東区

㈲浜松アルミ

浜松市東区

非鉄金属素形材製造業

鋳造技術を活用したアルミ素材部品の軽量化の
実現

平成29年3月23日

ビンクロファーム㈱

浜松市西区

耕種農業

身体への負担が少なく作業効率の良い「チンゲ
ン菜」等セルトレイ用の定植作業機の開発及び
事業化

平成29年3月23日

㈱アルプスエンジニアリ
浜松市西区
ング

その他の生産用機械・同 高機能セラミックスに対応した難削材微細加工
部分品製造業
受託サービスの事業化

平成29年3月23日

㈱浜名湖さんぼし養鰻

浜松市南区

内水面養殖業

廃棄するうなぎ稚魚を成鰻へと育成する養鰻技
術の開発と販売

平成29年3月23日

仲山貴金属鍍金㈱

浜松市南区

その他の金属製品製造業

医療用ほか様々な分野で利活用できる超撥水
めっき技術の開発、提供

平成29年3月23日

１トンまで分銅校正可能なJCSS認定校正事業を
付加した産業用計量器総合事業の確立

平成29年3月23日

静岡県産ヒノキの根元材を用いたデザイン性に
優れた小型家具の開発・販売

平成29年3月23日

ハートなどの模様がついたデザイントマトの生
産・販売

平成29年3月23日

一括吊り上げ方式によるパネル（足場）間の隙
土木工事業（舗装工事業
間が生じない、新たな足場架設工法による高架
を除く）
道路補修工事の受注拡大
メキシコに進出する日系自動車メーカー向けに
産業機械器具卸売業
行うプレス機械修理・メンテナンス及び新・中
古機械の販売

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
その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

平成29年3月23日

平成29年3月23日

平成29年3月23日

松浦計量器㈱

浜松市北区

㈲豊岡クラフト

浜松市北区

鈴木良彦（まるたか農
園）

浜松市北区

耕種農業

リンクウィズ㈱

浜松市北区

ソフトウェア業

㈲デザインスタジオス
リーズン

浜松市浜北区 広告業

㈲マサル織布

浜松市浜北区 織物業

町田慶児郎（おんぷ）

浜松市浜北区 家具製造業

知識がなくても適切・正確にオーダーでき、価
格も明確なカントリー家具の提供

平成29年3月23日

社労士法人村松事務所

浜松市浜北区 社会保険労務士事務所

社会保険労務士による、会員向け労務情報提供
等のサービス事業の展開

平成29年3月23日

㈱エヌエー

浜松市浜北区 電子部品製造業

磁気センサ用検出体製造の部品支給、完成品取
出し工程の完全自動化

平成29年3月23日

耐水加工を施した綿麻生地をポケット部に採用
植木 啓夫（グローイン
その他の織物・衣服・身
浜松市天竜区
し、用途に応じて使い分け可能なリュック型カ
ウッド）
の回り品小売業
メラバッグの開発・販売

平成29年3月23日

ＧＡＢＡ含有量を増やし機能性に優れた発芽玄
米の開発・販売

平成29年3月23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

非接触レーザーセンサーにより部品形状を認識
し自動的にズレを修正する次世代自動熔接ロ
ボットの開発と販売
パフォーマンスプログラムを盛り込むことで集
客効果を高めた個店向けイベント企画サービス
の開発・提供
縦絽織生地の両面に異なるデザインを印刷する
ことで、用途に応じて使い分け可能なリバーシ
ブルシャツの開発・販売

平成29年3月23日

平成29年3月23日

平成29年3月23日

丸大鐵工㈱

磐田市

建設用・建築用金属製品
短時間で厚いシリコーンゴム層を形成するスプ
製造業（製缶板金業を含
レー工法の開発
む）

平成29年3月23日

㈲又一庵

磐田市

パン・菓子製造業

２種類のわらび餅とそれに合う粒餡をアルミ缶
容器に充填した新食感和菓子の開発

平成29年3月23日

熱耐久性が強く、組立・収納が簡単なバーベ
キュー用調理台の開発及び製造販売

アウトリガー㈱

菊川市

その他の金属製品製造業

㈲佐原製作所

湖西市

自動車・同附属品製造業 カシメ加工機の改造による２台持ち体制の確立

平成29年3月23日

にしたな㈱

袋井市

茶・コーヒー製造業（清 袋井市三川地区の特産品である茶、苺を活用し
涼飲料を除く）
た苺和風紅茶の開発

平成29年3月23日

㈲喜分食品

御前崎市

野菜缶詰・果実缶詰・農 さつま芋の甘みや食感を再現した一口サイズの
産保存食料品製造業
芋ゼリーの開発・販売

平成29年3月23日

㈲太田茶店

周智郡森町

青殺処理を丁寧に行った茶葉を仕入れるととも
茶・コーヒー製造業（清
に、独自の火入れ加工を行うことで火香を強め
涼飲料を除く）
た国産烏龍茶商品の開発・販売

平成29年3月23日

（同）にんたま

周智郡森町

食肉小売業

烏骨鶏のたまごを使用した「にんたま塩プリ
ン」の開発と量産体制の確立

平成29年3月23日

㈱サカエ

静岡市葵区

電気工事業

爆発物検査用サンプリング装置の開発

平成29年3月23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

プラモデル筒形状部品の内外径や縁部分の切削
加工や面取り用工具の開発と販売

平成29年3月23日

㈱丸〆

静岡市葵区

食料・飲料卸売業

冷凍保存後も品質維持が可能な液状蒟蒻を活用
するキムチの開発と販売

平成29年3月23日

㈱松永畳店

静岡市葵区

畳等生活雑貨製品製造業

遠赤外線装置による暖かな畳を使った椅子
「座・暖○（ざ・だんまる）」の開発

平成29年3月23日

成茶加納㈱

静岡市葵区

静岡県内で選抜された茶品種「香駿」、「藤か
茶・コーヒー製造業（清
おり」等を使った“花香のする半発酵茶”の開
涼飲料を除く）
発と販売

平成29年3月23日

㈱藤田屋

静岡市葵区

他に分類されない小売業

静岡県伝統工芸の布・織物を使ったオリジナル
日傘の開発

平成29年3月23日

IT総合マネジメント協同
静岡市葵区
組合

ソフトウェア業

パソコン等OA機器等の廃材を活用したデジタル
小物の開発と販売

平成29年3月23日

㈱季咲亭

県内産の素材を使い、食べやすさやヘルシーに
野菜缶詰・果実缶詰・農
こだわった浅漬け商品『SHIZUOKA漬け』の開発
産保存食料品製造業
及び提案

平成29年3月23日

静岡市葵区

平成29年3月23日

共創経営コンサルティン
静岡市葵区
グ（同）

貸家業，貸間業

空き家をリノベーションしたシェアハウス提供
サービスの開発、運営

平成29年3月23日

㈱ＣＲＥＡ

耕種農業

オリーブ栽培から同加工食品の製造・販売を通
じた新たな県産品６次産業化システムの開発・
提供

平成29年3月23日

茶畑の高収益化を実現する営農型太陽光発電シ
ステム「茶畑ソーラー.ver2」の開発

平成29年3月23日

ＦＡＲＭ

静岡市葵区

㈱ＬＥＡＦ

静岡市駿河区 その他の専門サービス業

㈱稲垣金型製作所

静岡市駿河区

その他の生産用機械・同 自動車部品の軽量化に向けた超高硬度なプラス
部分品製造業
チック製品用金型の開発及び事業化

平成29年3月23日

㈱丸仲鐵工所

静岡市駿河区

生活関連産業用機械製造 鏡面化粧パネルにおけるサンダー研磨・バフ研
業
磨一体型自動処理装置の開発

平成29年3月23日

㈲しずおかタオル

静岡市駿河区 洗濯業

生地を傷めず抗菌性にも優れたおしぼり洗浄方
法の開発と事業化

平成29年3月23日

杉山開知（ヘリオステ
ラ）

静岡市駿河区 その他の無店舗小売業

太陽系の惑星の位置関係から地球の位置で年月
日を表示するアプリケーション商品の開発、提
供

平成29年3月23日

野菜缶詰・果実缶詰・農 低温濃縮技術を活用した無添加・超濃厚フルー
産保存食料品製造業
ツソースの開発及び販売

平成29年3月23日

静岡市清水区 水産食料品製造業

だし文化の普及を目的とした『だしの学校』開
校による新たな顧客開拓への取り組み

平成29年3月23日

静岡市清水区 水産食料品製造業

取引先の商品に応じたエビ等の超微粒子粉末の
開発及び販売

平成29年3月23日

様々な形状に対応する避難所用セパレートキッ
ト

平成29年3月23日

産業用電気機械器具製造 ５ｍｍから１０ｍｍの残渣を選別するメンテナ
業
ンスフリーの残渣選別機の開発

平成29年3月23日

マコジャパン㈱

静岡市清水区

㈲西尾商店

㈱カネジョウ

㈱ハートワークスデザイ
静岡市清水区 土木建築サービス業
ンオフィス
㈱プラントシステム

静岡市清水区

㈱山崎製作所

建設用・建築用金属製品
静岡市清水区 製造業（製缶板金業を含 高機能ステンレスかんざしの開発と販売
む）

㈱スギエピプロ

静岡市清水区

㈲伊藤セロファン

㈱三保製薬研究所

平成29年3月23日

管工事業（さく井工事業 医薬品の生産現場のバーチャルデータ化による
を除く）
リスク管理及び保守管理サポートの提供

平成29年3月23日

静岡市清水区 他に分類されない小売業

包装資材等の提供を通した創業者準備支援サー
ビスの開発、提供

平成29年3月23日

静岡市清水区 医薬品製造業

顧客との強固なリレーション構築に寄与する新
たな医薬品販売サービスの開発、提供

平成29年3月23日

㈱ディ・エッチ・エー・
静岡市清水区 水産食料品製造業
マリンフーズ

ネギトロ加工で生じる副産物を利用した新たな
マグロ加工食品の開発、販売

平成29年3月23日

㈱鈴木商店

アルマイト処理に代わる新たなコーティング技
術の開発

平成29年3月23日

㈲ＡＫＬ Ｔｅｃｈｎｉ
焼津市
ｃａ

他に分類されない生活関 スマートキー紛失等による鍵開け・エンジン始
連サービス業
動サービスの提供

平成29年3月23日

㈱カネシンＪＫＳ

焼津市

水産食料品製造業

なまり節加工技術を活用した「まぐろカツ」の
開発・製造・販売

平成29年3月23日

㈱メナック

焼津市

発泡・強化プラスチック ３Ｄ立体造形加工と特殊表面処理技術で取組む
製品製造業
大型ＥＰＳ製品の開発及び事業化

平成29年3月23日

西光エンジニアリング㈱ 藤枝市

一般産業用機械・装置製 マイクロ波減圧乾燥機用乾燥トレイ自動搬入出
造業
装置の開発と販路拡大

平成29年3月23日

㈱きのこランド

藤枝市

その他の食料品製造業

オゾン水を利用した乾燥椎茸の水戻しによる椎
茸加熱真空パックの開発と販売

平成29年3月23日

やまさ製茶㈱

島田市

茶・コーヒー製造業（清 「菊芋」を粉砕加工した新商品「菊芋茶」の商
涼飲料を除く）
品化と販売

平成29年3月23日

㈱テーラートミヤ

島田市

男子服小売業

遠州綿紬地に藤花の刺繍をほどこした藤枝市の
ご当地シャツの開発

平成29年3月23日

㈱みらいふコンサルティ
島田市
ング

経営コンサルタント業， 法的見地を踏まえた一人暮らしの高齢者の変化
純粋持株会社
に対応したトータルサポート事業の展開

平成29年3月23日

㈱きずな

老人福祉・介護事業

高齢者の孤食を解消する配食サービスの提供

平成29年3月23日

他に分類されない製造業

電気を使わずに保冷効果を保つ手動式減圧保冷
庫の開発・販売

平成29年3月23日

焼津市

沼津市

山本美保（いいもの製作
沼津市
所）

他に分類されない卸売業

㈲エス.

沼津市

その他の洗濯・理容・美 アロマトリートメントとパーソナルストレッチ
容・浴場業
を組み合わせた美容と健康サービスの提供

平成29年3月23日

㈱あっぷる・しーど

沼津市

老人福祉・介護事業

看護師による医療処置付き旅行行程の提案

平成29年3月23日

㈱塚田精機

沼津市

金属加工機械製造業

難削材における切削加工技術の高度化による製
品の高精度化・短納期化の展開

平成29年3月23日

㈱テクノサイエンス

沼津市

㈲剛健エンタープライズ 沼津市

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器
小型路面検査装置の開発、製造及び販売
具・理化学機械器具製造
業
三方原産新じゃがを使用した『スリランカカ
一般貨物自動車運送業
レーチップス』の開発と販売

平成29年3月23日

平成29年3月23日

㈲ふなと

沼津市

水産食料品製造業

干物製造技術を活用した「干物屋が造った熟成
漬け魚」の開発、生産、販売

平成29年3月23日

カヌキフーズ㈱

沼津市

畜産食料品製造業

ウインナーの具材を春巻の皮で包んだ自社商品
「プロースト（仮称）」の開発及び販売

平成29年3月23日

山本和則（日本パワーテ
沼津市
クノ）

生活関連産業用機械製造 農業関係向け小型水素ガス発生器アプリケー
業
ションの開発・販売

平成29年3月23日

㈱プラエンジ

沼津市

液晶及び半導体製造の効率化に資する溶着技術
工業用プラスチック製品
を駆使したプラスチックの新たな加工方法の開
製造業
発

平成29年3月23日

㈱トライ・カンパニー

沼津市

その他のプラスチック製 保冷材と遮熱材を用いた新たな保冷輸送アイテ
品製造業
ムの開発

平成29年3月23日

㈱イージステクノロジー
沼津市
ズ

ソフトウェア業

超小型センシングモジュールによる水産漁獲物
のトレーサビリティーシステム開発、提供

平成29年3月23日

㈲渡辺工作

富士市

その他の生産用機械・同 介護施設等に設置できる小型の使用済紙オムツ
部分品製造業
処理装置の開発・販売

平成29年3月23日

㈱西村電気工業所

富士市

電気工事業

フロン排出抑制法の定める業務用エアコン点
検・修理サービスをパッケージした、業務用電
気設備の電力コンサルティング事業

平成29年3月23日

㈱静岡県富士自動車学校 富士市

他に分類されない教育， 下肢障害者向け普通自動車技能教習サービスの
学習支援業
展開

平成29年3月23日

アイキ樹木メンテナンス
富士市
㈱

林業サービス業

菌根イソギクの植栽による雑草防除サービスの
提供

平成29年3月23日

勝亦優祐（勝亦・丸山建
富士市
築計画事務所）

土木建築サービス業

紙管の移動式家具プレイスメイキングキットの
製造販売

平成29年3月23日

西山工業㈱

富士市

民生用電気機械器具製造 市販の水出しパックやジュースが使える「マル
業
チ型冷水機」の開発と販売

平成29年3月23日

㈱ＥＩＫＯ

富士市

その他の食料品製造業

豆腐を練りこんだヘルシー麺の開発販売

平成29年3月23日

望月加工紙㈱

富士市

紙製品製造業

柔軟性を持った紙バンドの開発・販売

平成29年3月23日

丸富製紙㈱

富士市

紙製造業

再生紙を使用しかつ紙の量を４倍に増やした防
災用トイレ紙の開発、販売

平成29年3月23日

丸富衛材㈱

富士市

紙製造業

吸水性、厚み、柔軟性が高いプレミアムロール
の開発、販売

平成29年3月23日

天間特殊製紙㈱

富士市

紙製造業

ＣＮＦを活用した新たな高品質建材用紙の開
発、販売

平成29年3月23日

㈱ナカノ

富士市

機械器具設置工事業

製造ラインの効率化に寄与する新たな機械設備
設置手法の開発、提供

平成29年3月23日

オリバーラボ㈱

三島市

その他のプラスチック製 画面・情報が即座に確認できる、手首装着のス
品製造業
マートフォンアクセサリーの開発・販売

平成29年3月23日

㈱IRODORI

裾野市

障害者福祉事業

知的障害者向け自立支援塾の展開

平成29年3月23日

㈱クラーロ

裾野市

理容業

個人にあったダメージケアサービス『輝髪（き
らがみ）』の事前カウンセリングとアフターケ
アシャンプーの開発・販売

平成29年3月23日

㈱さの萬

富士宮市

畜産食料品製造業

乾燥熟成肉技術の導入によるドライエイジング
ポークの開発及び販売

平成29年3月23日

東海シーラント工業㈱

富士宮市

㈲高野電気商会

富士宮市

上野製菓㈱

富士宮市

㈱ミヤテック

富士宮市

ソフトウェア業

高い粘着力を維持し、洗浄だけで交換不要な粘
着ローラー『ミラクルシリーズ』の開発

平成29年3月23日

田邉耕一（Endless
AUDIO）

伊豆の国市

機械器具小売業(自動車, 試聴体験会を通じたアナログ未体験新規顧客の
自転車を除く)
獲得

平成29年3月23日

㈱アイム

伊豆の国市

教養・技能教授業

西伊豆地域の海岸の地形、施設を活かした着地
型旅行商品の素材提供

平成29年3月23日

㈲下山養魚場

伊豆市

内水面養殖業

自社養殖した大型あまごの蒲焼重の提供とあま
ご蒲焼パックの開発及び販売

平成29年3月23日

㈱さくらパートナーズ

伊東市

不動産代理業・仲介業

中高年層に向けた、生活するだけで運動になる
トレーニング住宅の開発・販売

平成29年3月23日

デザイン業

デザイン業を取り入れたガイドツアー事業の展
開

平成29年3月23日

佐藤潤（佐藤デザイン事
下田市
務所）

ゴムベルト・ゴムホー
断熱性を高めるペアガラス向けシーラントの開
ス・工業用ゴム製品製造
発、販売
業
富士富士宮への訪日外国人旅行者のための、当
その他の電気機械器具製
社外国人労働者によるボランティア通訳兼観光
造業
ガイド広場の開設
朝霧高原牛乳と朝霧産の四季の産物を使用し
パン・菓子製造業
た、ひと口サイズの『朝霧みるく羊羹』シリー
ズの開発・製造・販売

平成29年3月23日

平成29年3月23日

平成29年3月23日

㈱協和アルテック

田方郡函南町 非鉄金属素形材製造業

大玉で高糖度な「丹那高原トマト」の製造・販
売と同トマトを使用したスープ製品の開発・販
売

平成29年3月23日

後藤清也（SEIYA
Design）

賀茂郡河津町 デザイン業

花と食をテーマにした新たなコンセプトの飲食
店の展開

平成29年3月23日

㈲かわづの里

賀茂郡河津町 旅館，ホテル

静岡県産素材をふんだんに使った新商品『ご
ろっと煮こごり』の開発と販売

平成29年3月23日

鰹節及び塩鰹の製造工程見学ツアー事業の確立
とツアー参加者向け限定メニューの開発・販売

平成29年3月23日

芹沢里喜夫（カネサ鰹節 賀茂郡西伊豆
水産食料品製造業
町
商店）
㈲三角屋水産

賀茂郡西伊豆
水産食料品製造業
町

鈴木美智子（ジオガシ旅 賀茂郡南伊豆
パン・菓子製造業
町
行団）

新たな加工方法と鮮度保持方法を用いることで
出来立てのような食感が味わえる漬け魚商品の
開発、提供
縄文時代のライフスタイル等に関する知識を深
められる土器型クッキー「ドッキー」の開発及
び体験型ツアーの企画・実施

平成29年3月23日

平成29年3月23日

