静岡県 経営革新計画承認企業一覧 （平成30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30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33件（承認件数全41件）

経営革新のテーマ

承認日

㈱シーエス技研

浜松市東区

土木建築サービス業

橋梁補修工事の短工期化に役立つ足場移動工法
の確立による点検工事の受注拡大

平成30年4月18日

㈲三ヶ日紙工

浜松市北区

紙製容器製造業

段ボール製簡易組立式スタンディングテーブル
キット商品の開発・販売

平成30年4月18日

㈱ポリシス

浜松市浜北区

発泡・強化プラスチック 集合住宅の軽量コンクリート床に設置する遮音
製品製造業
防振材の開発と販売

平成30年4月18日

㈱丸憲

浜松市浜北区 農畜産物・水産物卸売業

専業農家から排出される廃棄野菜を活用した加
工品生産事業の展開と販路開拓

平成30年4月18日

㈱前田商店

磐田市

アクリルゴムの代替となる高度な耐熱性を持っ
たゴム素材の開発と販路開拓

平成30年4月18日

㈱大成エンジニアリング 磐田市

その他の生産用機械・同 高精度鋳物少量部品の工程削減を可能にする高
部分品製造業
効率加工技術の事業化

平成30年4月18日

羽立工業㈱

湖西市

がん具・運動用具製造業

カーボン素材の代替となる新樹脂素材及び高性
能スポーツ用品の開発と販売

平成30年4月18日

羽立化工㈱

湖西市

工業用プラスチック製品 発泡ブロー成形による車両空調用エアーダクト
製造業
の開発と販売

平成30年4月18日

㈲お茶の宝玉園

袋井市

自園で採れた新芽を使った黒茶と白茶をブレン
茶・コーヒー製造業（清
ドした「和製美発酵茶 黒寿眉（くろじゅ
涼飲料を除く）
び）」の開発と販売

平成30年4月18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

模型用エッチングパーツの折り曲げ加工専用プ
ライヤーの開発と販売

平成30年4月18日

工業用プラスチック製品 エレベーター等のボタンカバーを３ステップで
製造業
注文できるシステムの開発と提供

平成30年4月18日

㈲杉山プラスチック工業 静岡市葵区

その他のゴム製品製造業

田中克典（Ｃｏｎｃｈ
ｅ）

静岡市駿河区 パン・菓子製造業

カカオ豆の加工法の見直しによるチョコレート
の製造効率化と品質の向上

平成30年4月18日

㈱ナナミ

静岡市駿河区 がん具・運動用具製造業

３歳未満児の保育ニーズにマッチした空間トー
タルコーディネートサービスの提供

平成30年4月18日

金属被覆・彫刻業，熱処
ステンレス材等に鏡面研磨と面取りを施した新
廣野眞明（広野鍍金工業
静岡市駿河区 理業（ほうろう鉄器を除
商品（住宅用ドアノブ等）の開発と販売
所）
く）

平成30年4月18日

道路使用現場での安全歩行通路における注意喚
起システムの開発

平成30年4月18日

その他のプラスチック製 医療機器向けクリーン梱包緩衝材の多品種少量
品製造業
加工技術の確立と生産性向上

平成30年4月18日

東海安全警備保障㈱

静岡市駿河区 警備業

富士護謨産業㈱

静岡市清水区

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱プラポート

ゴムベルト・ゴムホー
新たな刃物チップによる医療向け樹脂加工品の
静岡市清水区 ス・工業用ゴム製品製造
製造と短納期化
業

平成30年4月18日

㈱YSK Watch
Instruments

静岡市清水区 その他の修理業

多品種少量生産用の腕時計部品製造機械の開発
と腕時計修理部品の提供

平成30年4月18日

㈱いちうろこ

静岡市清水区 水産食料品製造業

賞味期限が長く、魚臭さを抑えた燻製黒はんぺ
んの開発と販売

平成30年4月18日

徳三運輸倉庫㈱

静岡市清水区 一般貨物自動車運送業

カラーバリエーションは豊富な板紙を小ロット
で提供するための着色紙生産体制の確立

平成30年4月18日

㈱クロースパーツ

島田市

自動車・同附属品製造業

ＬＥＤ電極固定用熱カシメ装置の開発と３次元
座標測定器を使った品質保証体制の構築

平成30年4月18日

㈱オカムラ

島田市

他に分類されない事業
サービス業

ドローンを活用したプログラミング教育サービ
スの提供

平成30年4月18日

松浦食品㈲

榛原郡吉田町 パン・菓子製造業

サツマイモを原料とした備蓄用食品の開発と販
売

平成30年4月18日

㈱ナカダ工業

榛原郡吉田町

生活関連産業用機械製造 「曲げ工程」の改善による自社製品製造への参
業
入と生産性の向上

平成30年4月18日

㈱エステートシオン

沼津市

不動産代理業・仲介業

リフォーム等を含めた企画提案による中古住宅
売買の仲介サービスの提供

平成30年4月18日

松本産業㈱

富士市

他に分類されない卸売業

静岡県内の企業に特化した一括決済型ショッピ
ングサイトシステムの製作・運営

平成30年4月18日

㈱カンナ工業

富士市

民生用電気機械器具製造 難削材加工のプログラム化による品質安定化と
業
生産性向上

平成30年4月18日

㈲落合ハーブ園

三島市

食料・飲料卸売業

ハーブの残渣とエキス及び馬糞を混ぜ合わせた
堆肥の製造と販売

平成30年4月18日

㈱フジヘン

裾野市

省エネ化および省スペース化を可能とする、高
発電用・送電用・配電用
調波抑制させる高周波トランスおよびリアクタ
電気機械器具製造業
の開発・販売

平成30年4月18日

㈱ミツムロ

富士宮市

民生用電気機械器具製造 溶接ビート除去装置製作によるフィルター通水
業
ハウジング部品の加工工程の効率化

平成30年4月18日

福井勝紀（まるふくばん
駿東郡小山町 自動車整備業
きん）

ファイルを工夫した面出しとスポット溶接を組
み合わせた自動車修理サービスの提供

平成30年4月18日

富士山サーモンの規格外品を活用した生食用粕
漬商品の開発・販売

平成30年4月18日

黒香米おにぎりを地元の地域資源「川海苔」入
野菜缶詰・果実缶詰・農
りさつま揚げで包んだ新たな惣菜商品の開発・
産保存食料品製造業
販売

平成30年4月18日

㈲三角屋水産

賀茂郡西伊豆
水産食料品製造業
町

端山智充（さつまあげ
はやま）

賀茂郡松崎町

平成30年5月の経営革新計画承認一覧
企業名

㈱Ｎ．Ｇ．Ｍ

所在地

浜松市中区

業種

療術業

公表同意分39件（承認件数全45件）
経営革新のテーマ
体内のビジュアル化による個別トレーニングメ
ニューの提供

承認日

平成30年5月17日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

コウ・クレツセント㈱

浜松市中区

その他の繊維製品製造業

赤ちゃんに優しく安全なベビー用品の開発・販
売

平成30年5月17日

㈲ディーズ

浜松市東区

石工・れんが・タイル・
外壁の雨だれを低減する笠木の板金形状の開発
ブロック工事業

平成30年5月17日

東宏工業㈱

浜松市東区

自動車・同附属品製造業

粉砕した竹材の有価物化ソリューションシステ
ムの開発と提供

平成30年5月17日

三豊工業㈱

浜松市西区

自動車・同附属品製造業

ウルトラハイテン材のプレス用小型カムスライ
ドの開発及び販売

平成30年5月17日

㈱マルマツ

浜松市西区

その他の食料品製造業

チルド餃子の皮製造工程の完全自動化

平成30年5月17日

㈱鈴三鉄工所

浜松市西区

金属加工機械製造業

工作機械重要加工部品の大型化と形状の複雑
化・短納期化へ対応する量産体制の確立

平成30年5月17日

㈱浜松ベジタブル

浜松市南区

他に分類されない卸売業

飲料供給装置の吐出口をオゾンガスで殺菌・消
毒するシステムの開発と販売

平成30年5月17日

ＣＤシステム㈱

浜松市北区

その他の生産用機械・同 輻射熱を遮断し帽子内の温度上昇を大幅に削減
部分品製造業
できる簡易装着シートの商品化

平成30年5月17日

花の舞酒造㈱

浜松市浜北区 酒類製造業

㈱Ｓ．Ｇ．Ｍ

浜松市浜北区

洋食器・刃物・手道具・ 熟練技能者の作業プロセス可視化とＩＴ活用、
金物類製造業
設備総合効率の向上による生産工程の改善

平成30年5月17日

㈱一橋工業

浜松市浜北区

工業用プラスチック製品 無人塗装ラインの構築による防曇塗装の受注拡
製造業
大

平成30年5月17日

福田製パン(資)

磐田市

パン・菓子製造業

販路に対応した、アレルギー対応パンの開発

平成30年5月17日

やさいバス㈱

菊川市

農畜産物・水産物卸売業

巡回やさいバス無人集出荷拠点の多機能型拠点
サービスの開発

平成30年5月17日

鈴木克典（ペロはまな
こ）

湖西市

旅館，ホテル

人用マイクロバブルシャワーシステム等の開発
及び販売

平成30年5月17日

ＴＳＫ㈱

袋井市

各種商品卸売業

アルミインゴットを短時間で加熱できる電磁誘
導加熱装置の開発と販売

平成30年5月17日

㈱くらた

静岡市葵区

その他の木製品製造業
（竹，とうを含む）

ユーカリ材を使用したビル建築、住宅建築向け
木質系外装ユニットの開発と販売

平成30年5月17日

㈱石川総研

静岡市葵区

金属加工機械製造業

ＣＮＦ予備解繊サービスの開発と提供

平成30年5月17日

他に分類されない卸売業

ミウラ折りを短時間で習得できるテンプレート
の開発と販売

平成30年5月17日

白井純子（ＯＦＦＩＣＥ
静岡市駿河区 デザイン業
ＤＥＣＯ）

着物の帯を活用したインテリア椅子「おびぃー
す」の開発・販売

平成30年5月17日

㈱岡崎製作所

超硬ドリル使用と治具改良によるアキュムレー
タの増産と生産性向上

平成30年5月17日

㈱イメージミッション木
静岡市葵区
鏡社

静岡市駿河区 ポンプ・圧縮機器製造業

ワイン酵母で醸した日本酒の開発及び販売

平成30年5月17日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

映像・音声・文字情報制 無人航空機によるSLAM技術を利用したレーザー
作に附帯するサービス業 測量技術の開発

平成30年5月17日

静岡市清水区 木造建築工事業

日常で使用できる発泡スチロール製防災型シェ
ルターの開発と販売

平成30年5月17日

㈱大洋アレスコ

焼津市

その他の設備工事業

冷凍機のみを熱源とする省エネ型温湿度管理シ
ステムの開発と販売

平成30年5月17日

㈱松永特殊溶接

焼津市

金属素形材製品製造業

レーザー溶接によるプレス金型の破損補修法の
確立

平成30年5月17日

殿村食品㈱

藤枝市

食料・飲料卸売業

菌床生椎茸の軸足を裁断する「ドラム式あしと
るくん」の開発・販売

平成30年5月17日

㈱丸晶

藤枝市

食料・飲料卸売業

乾椎茸への冷凍工程導入による虫害の根絶

平成30年5月17日

ラトナエンジニアリング
島田市
（同）

建築材料卸売業

高機能無機系土質改良剤の開発・販売と、環境
保全型の土木工事の構築

平成30年5月17日

山下定吉（桃林堂）

牧之原市

菓子・パン小売業

駿河湾産しらすと桜えびの食感と見た目にこだ
わった海鮮おこわの開発と販売

平成30年5月17日

菊地工業㈱

榛原郡吉田町 その他の繊維製品製造業

梱包作業の合理化を可能とする、３軸式パレタ
イジング装置の開発

平成30年5月17日

㈱トライ・カンパニー

沼津市

その他のプラスチック製
快適生活のための冷涼まくらの開発・販売
品製造業

平成30年5月17日

㈱ダイワ・エム・ティ

富士市

その他の輸送用機械器具 熱圧着による車両内装用表皮材の巻き込み装置
製造業
の開発・販売

平成30年5月17日

㈱リムスポーツ

富士市

スポーツ施設提供業

テクニカル・フィジカル・メンタル３方向から
のトレーニングにより具体的な目標スコア達成
を目指すゴルフレッスンサービスの提供

平成30年5月17日

㈱かごや

富士宮市

家具・建具・畳小売業

水拭きできて痛みにくい新型襖の開発・商品化

平成30年5月17日

㈲東伸工業

富士宮市

自動車・同附属品製造業

高硬度金属部品の加工精度の高度化と短納期化
の実現

平成30年5月17日

(有)永久工商

駿東郡清水町 自動車小売業

定期的なトライアル体験等のサービス提供によ
る販売促進

平成30年5月17日

㈱フルーツバスケット

田方郡函南町

野菜缶詰・果実缶詰・農 ジビエ肉をテーマとしたエコツアーの開催とイ
産保存食料品製造業
ズシカ肉の広域流通化事業

平成30年5月17日

㈱一粒万倍

田方郡函南町 その他の飲食料品小売業

人参、リンゴ、レモンのジュースに栄養豊富な
食材を加えた健康ジュースの開発

平成30年5月17日

㈱しょうじ建設

田方郡函南町 一般土木建築工事業

リサイクル生コンや再生材を利用した富士山型
サイクルスタンド等の開発・販売

平成30年5月17日

㈱シーズプロジェクト

静岡市駿河区

㈱小野田産業

平成30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13件（承認件数全17件）
経営革新のテーマ

承認日

企業名

所在地

Ｐｏｒｔｏ ｄｏ
ｒｔｏ（同）

Ｐｏ

業種

経営革新のテーマ

承認日

浜松市中区

その他の飲食料品小売業

リユースしたくなるストーリー付加型のギフト
ボックスの開発

平成30年6月22日

㈲太悦鉄工

浜松市東区

その他の生産用機械・同 簡易性と強度を兼ね備えた建築・土木用固定具
部分品製造業
の開発と強度確認サービスの事業化

平成30年6月22日

㈱ウラノ

磐田市

管工事業（さく井工事業 ハウスメーカーと連携した災害井戸掘削サービ
を除く）
スと定額プラン化

平成30年6月22日

㈱ニューハレックス

磐田市

スポーツ用品・がん具・ トレイルランニングに特化した外国人向け
娯楽用品・楽器小売業
“ニューハレテーピング”の開発と販売

平成30年6月22日

㈱石田研磨工業所

菊川市

その他の金属製品製造業

㈱神沢川酒造場

㈱ホームアシスト

アルミナ加工の機械化による安定供給体制の構
築と新分野進出

平成30年6月22日

静岡市清水区 酒類製造業

インバウンド向けの酒蔵ツアーや商品づくりの
事業展開

平成30年6月22日

富士市

木造建築工事業

リーファーコンテナを活用した住宅の開発と販
売

平成30年6月22日

その他の食料品製造業

食品に適した未活用乳酸菌の商品開発事業の展
開

平成30年6月22日

書籍・文房具小売業

折り込み広告とポスティングの融合による効率
的な宣伝広告サービスの創出

平成30年6月22日

ホーミーコスメティクス
富士宮市
㈱

地域資源を活かした新しい化粧品・コスメ商品
化粧品・歯磨・その他の
の開発と富士山に縁のある伝承をリンクさせた
化粧用調整品製造業
ブランド化による事業展開

平成30年6月22日

㈱クックランド

その他の食料品製造業

常温保存が可能なスッポンのしぐれ煮の開発と
販売

平成30年6月22日

中森 てる美（ｋｏｔｏ
駿東郡長泉町 療術業
－ｄａｍａ）

ＳＢＴプログラムを取り入れた整体サービスの
提供

平成30年6月22日

㈱ムロフシ

丹那牛乳の全粉乳を麺とスープに使用した新た
なミルクラーメンの開発・販売

平成30年6月22日

Ａｃｒｏｓｓ

Ｂｉｏ㈱ 三島市

㈱三島新聞堂

三島市

下田市

駿東郡長泉町 その他の食料品製造業

平成30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17件（承認件数全20件）
経営革新のテーマ
海外（タイ）における浜名湖産うなぎを中心と
した伝統的日本料理の普及

承認日

㈱徳

浜松市中区

専門料理店

大佑工業㈱

浜松市東区

金属被覆・彫刻業，熱処
メッキの多品種少量受注に対応したスピード
理業（ほうろう鉄器を除
ラッキングシステムの確立
く）

平成30年7月23日

㈱ワールドテック

浜松市東区

その他の生産用機械・同 ローラー回転による金型レスでの端末加工処理
部分品製造業
技術の開発

平成30年7月23日

㈱ジー・ディー・エス

浜松市西区

食堂，レストラン（専門 地域課題となっている放置竹林を有効活用した
料理店を除く）
浜松産メンマの開発

平成30年7月23日

㈱双輝

浜松市南区

金属加工機械製造業

超小型オフィスサイズ製本機の開発と販売

平成30年7月23日

㈱田中建設

浜松市北区

一般土木建築工事業

引佐地域の薬草を利用した加工商品の開発と販
売

平成30年7月23日

平成30年7月23日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱ｓｏｔｏ．Ｃｒａｆｔ 磐田市

土木工事業（舗装工事業 建物と外構の一体的空間デザインの体感と外構
を除く）
メンテナンス施工体験サービスの提供

平成30年7月23日

名倉 英恭（ちゃんこ富
袋井市
士司）

専門料理店

採光率・発電効率を上昇させたソーラーシェア
リングと運営新手法によるブルーベリー農園の
開発

平成30年7月23日

㈱オクセム

その他の電気機械器具製 設計支援から行う多品種少量向きのハーネス生
造業
産用冶具の製造・販売事業への進出

平成30年7月23日

沼津市

厚志（富士工芸） 富士市

家具製造業

静岡ブランドの“富士ヒノキ”を利用した動物
が心休まるペット専用家具の開発・販売

平成30年7月23日

福田吉秀（ＤＥＳＩＧＮ
三島市
ＩＭＰＡＣＴ）

デザイン業

レーザー加工による「ほぞ組み」の再現と新し
い雑貨の製造・販売

平成30年7月23日

㈱蓮

三島市

その他の洗濯・理容・美 ストレッチ施術を活用したカウンセリング事業
容・浴場業
の展開

平成30年7月23日

㈲みよし

裾野市

専門料理店

アジア圏から来訪する外国人観光客向け各種製
作体験メニュー付き飲食プランの開発・提供

平成30年7月23日

㈲シロタ

富士宮市

野菜缶詰・果実缶詰・農 竹の子育成による水煮タケノコの姫皮の珍味
産保存食料品製造業
「酒の姫皮」の開発・販売

㈲空間工房匠屋

富士宮市

木造建築工事業

独自の建築実績を組み込んだリフォーム積算ソ
フトの開発によるビジネススピードの向上

平成30年7月23日

㈲オフィス・ユーカリ

ルアーアクション等を加えなくても小刻みな動
駿東郡長泉町 がん具・運動用具製造業 きが得られるルアー（クランクベイト）の開
発・販売

平成30年7月23日

㈱ＢＡＳＥ

賀茂郡松崎町 スポーツ施設提供業

西伊豆のアウトドアアクティビティ利用者に特
化した宿泊施設の事業化

平成30年7月23日

若月

ＴＲＥＳ

平成30年8月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

業種

平成30年7月23日

公表同意分30件（承認件数全31件）
経営革新のテーマ

承認日

鈴木 良治（アイアンク
ラフト＆ガーデンデザイ 浜松市中区
ンじんぱち）

その他の金属製品製造業

当社の鉄文字表札にポストとライトをセットに
した門柱の開発と販売

平成30年8月21日

サクラ工業㈱

自動車・同附属品製造業

高付加価値、高品質、低コストに対応する四輪
自動車マフラーカッターの製造工程構築

平成30年8月21日

木造建築工事業

木造住宅における傾斜屋根の緑化施工の普及

平成30年8月21日

大瀧

浜松市東区

義男（大瀧建築） 浜松市西区

その他のはん用機械・同 ＩｏＴを活用した次世代型プリント基板加工装
部分品製造業
置の開発と装置管理サービスの事業化

平成30年8月21日

浜松市浜北区 その他の繊維製品製造業

軽量・高強度、折畳み収納可能な搬送ラック用
荷崩落下防止カバーの開発及び販売

平成30年8月21日

エイグローブ㈱

磐田市

その他の専門サービス業

中小企業と海外バイヤーをウェブ上でマッチン
グする「ウェブエキスポ」の事業化

平成30年8月21日

㈱藤本組

掛川市

一般土木建築工事業

複雑な地層条件を精度良く設計計算に反映でき
る「非線形対応解析」を活用した、支柱と杭の
一体化構造とする新基礎工法の開発

平成30年8月21日

真由美（ぽーも） 湖西市

婦人・子供服小売業

ダウン症女性に向けた和・洋服飾品の開発・販
売

平成30年8月21日

ショーダテクトロン㈱

浜松市西区

市川産業㈱

野末

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

㈱メディカルプロジェク
静岡市葵区
ト

医療用機械器具・医療用 シートベルトに取り付ける呼吸・脈拍検知セン
品製造業
サーシステムの開発と販売

㈱お佛壇のやまき

静岡市葵区

家具・建具・畳小売業

㈲谷口工芸

静岡市駿河区 家具製造業

承認日

平成30年8月21日

地域密着型お墓データベースの作成とお墓の
パッケージ販売方式導入による事業展開

平成30年8月21日

強度と安全性を持たせた木製車椅子・歩行器「T
ＨE CLASSIC」の開発と販路開拓

平成30年8月21日

㈱キシヤマホールディン
静岡市清水区 食料・飲料卸売業
グス

県内食品メーカーと連携による醤油やソースな
ど調味料を切り口とした東南アジア市場向けの
商品開発および事業展開

平成30年8月21日

㈱大洋アレスコ

焼津市

その他の設備工事業

活魚の鮮度維持管理システムの開発と販売

平成30年8月21日

㈱サイダ・ＵＭＳ

焼津市

金属加工機械製造業

２軸同時加工を実現する汎用旋盤の開発と販売

平成30年8月21日

㈱南食品

焼津市

水産食料品製造業

チップで燻した鰹のたたきの開発及び販売

平成30年8月21日

㈱ソーキナカタ

藤枝市

生活関連産業用機械製造 スチームジェネレーターを搭載した電気式バウ
業
ムクーヘン焼成装置の開発と販売

平成30年8月21日

㈱日翔工業

藤枝市

金属被覆・彫刻業，熱処
スパッタリング技術によるチタンの立体コー
理業（ほうろう鉄器を除
ティングの生産性向上と新分野への事業展開
く）

平成30年8月21日

イトウシャディ㈱

牧之原市

他に分類されない小売業

㈲電研テックプロダクツ

ギフトを受け取った方が好みのコーヒーを選択
できるコーヒーギフトの開発

平成30年8月21日

榛原郡川根本
電子回路製造業
町

低水量のマイクロ水力発電に使用する発電と充
電が可能な充電装置の開発及び販売

平成30年8月21日

㈱光輝製作所

沼津市

電線・ケーブル製造業

接着技術等の加工ノウハウを活かした光ファイ
バー単品端末加工事業の展開

平成30年8月21日

㈱フジネット

沼津市

金属線製品製造業（ねじ 点滴台に簡単に設置できる電動式低圧吸引器用
類を除く）
ホルダーの開発・販売

平成30年8月21日

柿田川ブリューイング㈱ 沼津市

酒類製造業

沼津産の桃を使ったクラフトビールの開発と販
売

平成30年8月21日

井手口
ラー）

富士市

男子服小売業

オーダースーツ専門店によるスーツレンタル
サービスの展開

平成30年8月21日

丸山工業㈱

富士宮市

金属素形材製品製造業

軽量・高音質で音程調整が容易なサンポーニャ
の開発・販売

平成30年8月21日

㈲土屋米穀店

熱海市

精穀・製粉業

顧客ニーズに対応した「雑穀混合無洗米」の供
給体制の確立

平成30年8月21日

斧 喜秋（coffee house
熱海市
茶々）

喫茶店

熱海の観光施設、宿泊施設向けオリジナルブレ
ンドコーヒーの提供

平成30年8月21日

アフィン㈱

伊豆の国市

喫茶店

伊豆修善寺産黒米粉等を配合することで、もち
もち感を高めたアンダギーの開発・販売

平成30年8月21日

㈲ベネテック

駿東郡小山町 自動車・同附属品製造業

軽量で折りたたみができるカーボン製車椅子の
開発・販売

平成30年8月21日

俊二（アイテー

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱Ｖｉｃｔｏｒｙ

駿東郡清水町 自動車整備業

移動販売車のレンタルサービスの展開

平成30年8月21日

三島給食㈱

駿東郡長泉町 配達飲食サービス業

凍結含浸法を活用し、これに用いる酵素の味を
踏まえ味のバランスを整えた病院食事業の展開

平成30年8月21日

平成30年9月の経営革新計画承認一覧
企業名

所在地

㈱ＢＳＪ

浜松市中区

業種

公表同意分24件（承認件数全28件）
経営革新のテーマ

承認日

インターネット附随サー アマゾン用販売管理アプリケーションの開発と
ビス業
販売

平成30年9月19日

㈱ｍｏｃｈａ－ｃｈａｉ 浜松市中区

デザイン業

浜松地域の文化を学ぶ外国人観光客向け“修行
型”体感商品の造成・販売

平成30年9月19日

笑み社会保険労務士法人 浜松市南区

社会保険労務士事務所

社会保険労務士法人と医療機関の連携による中
小企業向けヘルスケア事業の展開

平成30年9月19日

㈲竹泉浜北店

浜松市浜北区 その他の食料品製造業

浜松の旬の魚介類を使用した「遠州浜松季節の
押し寿司シリーズ」の開発・販売

平成30年9月19日

福澤
ｌ）

郁子（Ｓｐｉｒａ

浜松市天竜区 男子服小売業

食肉解体施設で廃棄される獣皮を使った革製品
の開発と販売

平成30年9月19日

藤本
ム）

篤信（フジモホー

浜松市天竜区 木造建築工事業

農地付き古民家のリフォームによる県内中山間
地への定住促進

平成30年9月19日

一般産業用機械・装置製 通過性、耐久性、リユース性に優れたアルミ溶
造業
解用セラミックフィルターの製造及び販売

平成30年9月19日

㈱ヴァインテック

磐田市

土井 俊（どい整形外科
磐田市
スポーツクリニック）

一般診療所

理学療法士のチームへの定期派遣によるアマ
チュアスポーツチームとの連携体制の構築

平成30年9月19日

㈱えんしゅう共栄堂

掛川市

通信販売・訪問販売小売 複数のスポーツを自由に選択できる女性専用
業
レッスンの提供

平成30年9月19日

㈱Ｓｗｅｅｔｓ
ｅｓｔｍｅｎｔ

静岡市葵区

建物売買業，土地売買業

空き家リノベーション物件の移住体験バスツ
アーによる中古住宅販売

平成30年9月19日

Ｉｎｖ

㈲アイ・リンク・コンサ
静岡市葵区
ルタント

経営コンサルタント業， 地図アプリケーションを活用した中小企業向け
純粋持株会社
マーケティング支援サービスの展開

平成30年9月19日

㈲片平木材

静岡市清水区 産業廃棄物処理業

廃食油再生燃料を活用した循環型アクアポニッ
クス事業の確立と展開

平成30年9月19日

㈱志太泉酒造

藤枝市

藤枝産カシスを使った日本酒ベースのリキュー
ルの製造・販売

平成30年9月19日

㈱静岡物産

建設用・建築用金属製品
遮音性向上に貢献するアルミ構造材の吸音機構
榛原郡吉田町 製造業（製缶板金業を含
の開発
む）

平成30年9月19日

宮原

淳（あさゐ）

榛原郡川根本 食堂，レストラン（専門
農家民宿における五右衛門風呂体験の事業化
町
料理店を除く）

平成30年9月19日

大嶽
店）

一郎（大嶽寝具

㈱中物産

酒類製造業

沼津市

呉服・服地・寝具小売業

あしたか茶を使用した茶葉部分の交換可能な
「茶葉まくら」の製造・販売

平成30年9月19日

三島市

他に分類されない小売業

ブロック状の置き台「尊壇」を用いた組立式の
小型仏壇の開発及び販売

平成30年9月19日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈲海老鮮

三島市

その他の食料品製造業

ビュッフェスタイルを取り入れたお弁当の移動
販売サービスの提供

平成30年9月19日

富士パック㈱

富士宮市

紙製容器製造業

色文様、ＰＲ文字を自由に指定できる丸みを帯
びた紙製巾着の開発・販売

平成30年9月19日

㈲若木屋

伊豆市

その他の食料品製造業

広域流通が可能で高品質な冷凍生湯葉の開発

平成30年9月19日

チェリースター㈱

駿東郡清水町 医薬品・化粧品小売業

顔ヨガとボイストレーニングを掛け合わせたア
ピールトレーニング事業の展開

平成30年9月19日

田中 智大(ＡＰＰＬＥ
管理，補助的経済活動を 花とオリジナルキャンドルを組合せたギフト用
ＳＥＥＤ ＦＬＯＷＥＲ 田方郡函南町
行う事業所
アレンジメント商品の提供
Ｓ)

平成30年9月19日

㈲石橋製作所

田方郡函南町 自動車・同附属品製造業

放電加工機の活用に加え、部品加工経験の応用
による効率的な金型開発体制の構築

平成30年9月19日

㈲斎藤製作所

田方郡函南町 自動車・同附属品製造業

自社の切削ノウハウを活かし顧客仕様にリメイ
クを加えた切削工具再研磨サービスの提供

平成30年9月19日

平成30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10件（承認件数全11件）
経営革新のテーマ

承認日

浜松わた協業組合

浜松市中区

その他の繊維製品製造業

古い綿布団を再利用した勾玉型抱き枕の開発と
販売

平成30年10月23日

㈲きくや

浜松市西区

菓子・パン小売業

自社製チョコレートペーストなどを使ったチョ
コレートテイストのかき氷の開発と販売強化

平成30年10月23日

スズエ電機㈱

磐田市

プラスチック板・棒・
防災用品を収納する再生プラスチック製ベンチ
管・継手・異形押出製品
の開発と販売
製造業

平成30年10月23日

㈱旭エンジニアリング

袋井市

管工事業（さく井工事業 海水ろ過・滅菌装置と茶餌を用いたキジハタ陸
を除く）
上養殖プラントの開発と販売

平成30年10月23日

家具製造業

端材を活用した木製プランターの開発及び販売

平成30年10月23日

佐藤洋一（木工房一木一
藤枝市
木）
㈲村田商店

榛原郡吉田町 水産食料品製造業

鰻加工の際に発生する端材を利用した新商品の
開発

平成30年10月23日

㈱黎明社

沼津市

印刷業

紙文書のデータ化移行サービスの提供

平成30年10月23日

㈱フジケンプラス

富士市

その他の生産用機械・同
安全装置を備え付けた裁断機の開発と販売
部分品製造業

平成30年10月23日

㈱伊藤製作所

富士宮市

その他の生産用機械・同 燃料電池の基幹部品（セパレータ板）の高精度
部分品製造業
加工技術の確立と量産体制の構築

平成30年10月23日

㈲多美咲

駿東郡長泉町 がん具・運動用具製造業

足と下駄を同時に固定し、安定した歩行を可能
とした下駄バンドの製作販売

平成30年10月23日

平成30年11月の経営革新計画承認一覧
（同）Ｄ．Ｃ．キャッス
浜松市中区
ル

公表同意分27件（承認件数全28件）

他に分類されない生活関 動物病院と連携したペット向け長期療養施設の
連サービス業
開設と運営

平成30年11月21日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱加藤建設

浜松市中区

大工工事業

建築型枠の廃材を活用したリサイクル型枠パネ
ルの製造と木製型枠加工事業の展開

平成30年11月21日

㈱モリロボ

浜松市中区

その他の生産用機械・同 “レインボー”クレープ焼きロボットの開発と
部分品製造業
販売

平成30年11月21日

㈱ポリシス

浜松市浜北区

発泡・強化プラスチック 冷凍時でも柔軟性を保持した保冷剤の開発と販
製品製造業
売

平成30年11月21日

鈴木 圭（ウインドブロ
医療に附帯するサービス 耐久・親和性を備えた歯科補綴物への審美性を
ウデンタルラボラト
浜松市浜北区
業
高める色付けコーティング技術の開発と提供
リー）

平成30年11月21日

西岡
舗）

伸治（本多屋菓子

浜松市天竜区 菓子・パン小売業

春野の四季折々の農産物を使った「春野銘菓7色
あおねり」の開発と販売

平成30年11月21日

磐田化学工業㈱

磐田市

有機化学工業製品製造業

セルロースを主成分とする茶殻・コーヒー殻の
食品残渣メタン発酵分解処理技術の開発

平成30年11月21日

㈱冨士ネーム

菊川市

海外（タイ）における先端意匠加工技術導入、
自動車・同附属品製造業 及び外装機能部品分野参入による製造体制の強
化

平成30年11月21日

御前崎市

他に分類されない卸売業

建設業向け「Bbトーキン」の企画開発と販路開
拓

平成30年11月21日

㈱ＯＮ’Ｓ
ＮＹ

ＣＯＭＰＡ

山崎

道（久松）

周智郡森町

専門料理店

鹿肉を使ったフランクフルト開発と新規顧客の
開拓

平成30年11月21日

安田

昌弘（安田木匠） 静岡市葵区

家具製造業

水性塗料を利用した環境対応型木製品の製造工
程の確立と事業化

平成30年11月21日

プラス産業㈱

静岡市駿河区 電子部品製造業

立体抄紙技術が創る、耐水性が高い紙製カップ
蓋の開発・販売

平成30年11月21日

神野
ン）

焼津市

家具製造業

自動車マニア向けの家具の開発と販売

平成30年11月21日

飯塚正（紅家）

藤枝市

パン・菓子製造業

和洋折衷の「みたらしパウンドケーキ」の開発
と販売

平成30年11月21日

大洋㈱

島田市

家具製造業

出張採寸や組立代行が対応できる、事業者向け
のセミオーダー家具の販売展開

平成30年11月21日

㈱港

沼津市

一般廃棄物処理業

ゴルフ模範動作トレーニングマシーンの開発・
販売

平成30年11月21日

㈲ボデーショップトキタ 富士市

自動車整備業

地域密着型カーライフコンシェルジュ事業によ
る個人顧客の開拓

平成30年11月21日

津田製紐㈱

富士市

その他の生産用機械・同
手芸用極細組紐の開発と販売
部分品製造業

平成30年11月21日

㈱山本食品

三島市

野菜缶詰・果実缶詰・農 アレルギー物質27品目を含まないわさびマヨ
産保存食料品製造業
ネーズ調味料の開発・販売

平成30年11月21日

㈲清水研磨工業所

三島市

その他の非鉄金属製造業

難加工素材であるチタンの研磨加工体制の確立
とチタン製タンクの開発

平成30年11月21日

㈱フジヤマリゾート

裾野市

公園，遊園地

ゴルフ場の芝生や起伏を活用した準高地クロス
カントリートレーニング場の運営

平成30年11月21日

克昭（木工のデ

企業名

㈲セザムテック

所在地

御殿場市

業種

通信機械器具・同関連機 車体に加工を施さずに取付可能な自動車用オリ
械器具製造業
ジナルラックの製作・販売

㈱TRANSIT ENGINEERING
駿東郡小山町 自動車整備業
JAPAN
㈲京和工業

冨田

経営革新のテーマ

ヒストリックレーシングカーを安全確実に走行
可能状態に調整補助する器具の開発

駿東郡長泉町 他に分類されない製造業 在宅で血栓予防を行う運動機器の開発・販売

春巳（富田製茶） 田方郡函南町

承認日

平成30年11月21日

平成30年11月21日

平成30年11月21日

茶・コーヒー製造業（清 火入れ度合いの違う茶葉を掛け合わせた自家焙
涼飲料を除く）
煎ブレンドほうじ茶の開発・販売

平成30年11月21日

無垢材の香りを楽しめるトレーラーハウスの開
発及び置き方等の空間プランニングを付加した
販売

平成30年11月21日

河津桜酵母の酒粕を原料とした甘酒のコンフィ
チュールの開発・販売

平成30年11月21日

㈱天城カントリー工房

賀茂郡河津町 木造建築工事業

㈱ファブリック

賀茂郡河津町

他に分類されない事業
サービス業

平成30年12月の経営革新計画承認一覧

公表同意分30件（承認件数全35件）

ビッグウェーブホール
ディングス㈱

浜松市東区

自動車小売業

マイクロバスを活用した青空喫煙所に代わる完
全分煙バスの開発と事業展開

平成30年12月21日

㈱ナユタ

浜松市東区

発電用・送電用・配電用 全天候下で長時間利用できる移動式蓄電システ
電気機械器具製造業
ムの開発と独立型監視カメラなどへの応用展開

平成30年12月21日

㈱さいわいトータルフー
浜松市東区
ドサービス

配達飲食サービス業

介護用ソフト食にも対応したビュッフェ型ケー
タリングサービスの実施

平成30年12月21日

大野建具㈲

浜松市西区

建具製造業

建具製造技術を応用した現代建物の空間にマッ
チするデザイン性の高い神棚の開発

平成30年12月21日

㈱横須賀設備

浜松市浜北区

管工事業（さく井工事業 災害・緊急時における停電断水の備えとする生
を除く）
活用水確保のための仕組み開発

平成30年12月21日

中野秀道（中野プロダク
磐田市
トデザイン）

デザイン業

雪の結晶をデザインしたスタッドレスタイヤ用
アルミホイールの開発と販売

平成30年12月21日

㈱たこ満

掛川市

パン・菓子製造業

和洋菓子店が「味」と「健康」にこだわった機
能性表示食品（オリーブ茶、焼菓子）の開発・
販売

平成30年12月21日

鈴木功三（Honey！ハ
ニー！！）

袋井市

その他の飲食店

子メロン漬を添加したタルタルソース「袋井タ
ルタル」の開発と販売

平成30年12月21日

他に分類されない小売業

静岡の職人との連携によるペルー産アルパカ素
材100％のフェアトレード服飾品の開発と販売

平成30年12月21日

幅広い用途で利用できるプリント可食シートの
開発と飲食店向けメニュー製作支援による販売
展開

平成30年12月21日

県産ヒノキの間伐材を使用したカッティング
ボード付きパンボックスの開発と販売

平成30年12月21日

今井奈保子（フェアト
静岡市葵区
レードショップTeebom）
清水海苔㈱

八木

静岡市清水区 水産食料品製造業

真人（フランク） 藤枝市

家具製造業

㈱アイ・ピー・オー

島田市

その他の生産用機械・同 生存状態で腸に届く植物性乳酸菌と農作物のフ
部分品製造業
リーズドライ加工食品の開発

平成30年12月21日

㈲まるととづか

牧之原市

野菜缶詰・果実缶詰・農 若年女性層をターゲットとしたパウダーを塗す
産保存食料品製造業
新食感熟成干し芋の開発と事業化

平成30年12月21日

㈱くるくる

沼津市

パン・菓子製造業

シリコン製の鋳型を用いた３Ｄデザインケーキ
の開発・販売

平成30年12月21日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱イージステクノロジー
沼津市
ズ

ソフトウェア業

画像認識を用いた茶園状況の把握および分散茶
園の遠隔管理システムの開発

平成30年12月21日

㈱三富工業

富士市

その他の金属製品製造業

投射方向調整の自由度が高い可変翼灯式LED投光
器の開発・販売

平成30年12月21日

齋藤食品工業㈱

富士市

調味料製造業

富士宮産のタケノコを材料とした「たけのこ
ジャーキー」と「たけのこラー油」の開発と販
路拡大

平成30年12月21日

㈲星野葬祭

富士市

冠婚葬祭業

葬祭業における新たな死化粧等のサービスの開
始

平成30年12月21日

㈱駿河商事

富士市

機械修理業（電気機械器 中小企業のコンプレッサ高効率運用サポート事
具を除く）
業の開始

平成30年12月21日

㈲沼田

三島市

食料・飲料卸売業

完全無添加だしパックを活用した、事業所向け
「店のだし」提供サービスの展開

平成30年12月21日

㈱ナガショウ

三島市

左官工事業

湿度調整に特長を持った内装用の漆喰「ゾノ
エース」の開発・販売

平成30年12月21日

㈱FARMENT

富士宮市

酒類製造業

自社農園で栽培した原材料だけを用いた地ビー
ルの開発と販路拡大

平成30年12月21日

アイパックスイケタニ㈱ 富士宮市

紙製容器製造業

包装印刷の多様化に対応する３面式ブレードの
開発

平成30年12月21日

㈱ライズ

富士宮市

建築材料卸売業

残存型枠材のつなぎ目に使用するフレームを減
量化する留め具の開発による経費節減と作業ス
ピード向上

平成30年12月21日

㈱Roofer

御殿場市

電気工事業

専門工事業者の強みを活かした高所向け点検・
修理のワンストップサービスの展開

平成30年12月21日

㈱TRANSIT ENGINEERING
駿東郡小山町 自動車整備業
JAPAN

FIA(国際自動車連盟)へのHTP申請等サービスの
提供

平成30年12月21日

㈱市山

胡麻豆腐に茎わさびを練り込んだわさび豆腐の
開発と販売

平成30年12月21日

山本 精一（シーランド 賀茂郡西伊豆
その他の娯楽業
ダイビングサービス） 町

ブルーウォーターダイビングサービスの提供

平成30年12月21日

（企）松崎桑葉ファーム 賀茂郡松崎町 その他の飲食料品小売業

桑の実と桑の葉粉末及び松崎産天草を使った桑
天ゼリーの開発販売

平成30年12月21日

厚い幅広無垢天板の木組みテーブル製作事業の
展開

平成30年12月21日

㈲小関建設

賀茂郡河津町 その他の食料品製造業

賀茂郡南伊豆
木造建築工事業
町

平成31年1月の経営革新計画承認一覧

公表同意分28件（承認件数全28件）

㈱パパラボ

浜松市中区

電気計測器製造業

㈱エヌエスティー

浜松市北区

その他の生産用機械・同 AIで学習するアルゴリズムを搭載した金属表面
部分品製造業
検査装置の開発と販売

平成31年1月24日

アクトテック㈱

浜松市天竜区 産業機械器具卸売業

発砲ポリウレタンフォーム用カッターの開発と
販売

平成31年1月24日

山下貢史（やまひち食
品）

磐田市

「健康志向篭盛」の開発と販売

平成31年1月24日

各種食料品小売業

自然光による屋外での色彩計測装置の事業化

平成31年1月24日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱フィリット

湖西市

土木建築サービス業

アイトラッキング機能を付加したＰＣ一斉コン
トロール型ＶＲコンテンツの開発・販売

平成31年1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

微量の接着剤を細かな模型パーツに塗布する際
のマイクロ接着針の開発と販売

平成31年1月24日

㈱Apollon

静岡市駿河区

装身具・装飾品・ボタ
ン・同関連品製造業

足元に空間を持たせ、椅子に座って作業がしや
すい「オートクチュール刺繍台」の開発と販路
開拓

平成31年1月24日

㈱ケー・ミックス

静岡市駿河区 その他の各種商品小売業

乳酸菌と不飽和脂肪酸を使用したサプリメント
の開発と販路開拓

平成31年1月24日

㈱あすなろ設計事務所

静岡市駿河区 土木建築サービス業

子育て世代応援！コミュニティ形成から始める
リノベーション住宅の販路拡大

平成31年1月24日

㈱ウエルビーフードシス
静岡市清水区 その他の食料品製造業
テム

生活習慣病の予防・改善に寄与する機能性を有
したソフト食のシリーズ商品の開発と事業展開

平成31年1月24日

久留聡（HAND WORKS
FACTORY）

静岡県産の針葉樹を使用し、木組みのみで製作
した高品質家具の開発と販売

平成31年1月24日

ワラシナプロトテック㈱ 藤枝市

アヤ目ローレット加工のコストダウンを実現す
その他の金属製品製造業 るシングルホイールタイプ加工工具の製作、販
売

平成31年1月24日

㈱不二熱設備

管工事業（さく井工事業 顧客が望むデザインでラッピングを施したエア
を除く）
コンの開発と販売

平成31年1月24日

藤枝市

沼津市

家具製造業

秋山美和（自然酵母の店
沼津市
パン屋和ん）

パン・菓子製造業

鯵の粉末を使用したコロッケの米粉パン「ぬま
づコロッケパン」の開発と販売

平成31年1月24日

㈲長谷川多作商店

沼津市

その他の飲食料品小売業 整粒率90％を目標に粒を全て揃えた玄米の販売

平成31年1月24日

植田産業㈱

富士市

紙製品製造業

富士市の地域資源を活用した『紙バンドと木の
イス』の製造・販売

平成31年1月24日

アドバンスコンポジット
富士市
㈱

メタルベイン欠陥（材料不均一）の解消による
その他の非鉄金属製造業 アルミニウム基複合材料の開発・販売・販路拡
大

平成31年1月24日

㈲ふるいや旅館

富士市

旅館，ホテル

バラのマドレーヌを用いた一輪花とブーケの開
発と販売

平成31年1月24日

㈱アズサワ

富士市

自動車・同附属品製造業

部品に付着する油分と切粉の自動分離装置の開
発と生産性向上

平成31年1月24日

㈲よしだ

三島市

呉服・服地・寝具小売業

休眠着物を活用した着物診断・シェア着物用預
けボックス・着物シェア和体験サービスの展開

平成31年1月24日

㈲葛山製作所

裾野市

自動車・同附属品製造業

ＡＩを利用した画像解析による金属部品内部全
周自動検査装置の開発、導入及び販売

平成31年1月24日

㈱フューレン

富士宮市

学習塾

随時解答・随時添削が可能な小学生向けプリン
ト学習通信講座の開講

平成31年1月24日

㈱マクルウ

富士宮市

遊びの一環として片付けが手軽に実践できるマ
非鉄金属・同合金圧延業
グネシウム合金を使用した「子ども用家具シ
（抽伸，押出しを含む）
リーズ」の開発・販売

平成31年1月24日

㈲アサギリ

富士宮市

産業廃棄物処理業

施肥効果の高い牛ふん堆肥のペレット化製造方
法の開発と販売

平成31年1月24日

企業名
塩谷
秀）

秀樹（丸太工房

所在地

伊豆の国市

業種

木造建築工事業

夏目 敏弘（ヘアカット
伊豆市
スクエアなつめ）

理容業

㈲まるさ食品

伊東市

その他の食料品製造業

㈱インク

駿東郡清水町 書籍・文房具小売業

平成31年2月の経営革新計画承認一覧

経営革新のテーマ
部分的にログハウス風リフォームを行う（ココ
ログ）を進化させた施主参加型リフォームの提
案
新たなシェービングサービスと自宅で出来る
シェービング法の提供、シェービングセットの
販売

承認日

平成31年1月24日

平成31年1月24日

ミャンマーの大豆発酵食品、「トナオ」風粉末
納豆の商品開発と販売

平成31年1月24日

利用者目線を意識した販売手法の確立と既製品
にはない潜在的ニーズに対応した下敷きの開発

平成31年1月24日

公表同意分27件（承認件数全31件）

㈲ヤマト製作所

浜松市西区

自動車・同附属品製造業

解析ソフトの導入による高難度金属プレス金型
の受注拡大

平成31年2月19日

㈱玉澤

浜松市南区

食料・飲料卸売業

ジビエの「生ハンバーグ」の開発と販売

平成31年2月19日

㈱しあわせ野菜畑

掛川市

耕種農業

有機野菜の産地直販ビジネスモデルの構築と海
外展開

平成31年2月19日

㈱ベジラボ

菊川市

耕種農業

小水力で栽培するドロップ農法をベースとし
た、新規農業支援の事業展開

平成31年2月19日

㈱望月プレス工業所

袋井市

金属素形材製品製造業

精密配列シュート製作によるライン内生産方式
の企画開発と導入による販路拡大

平成31年2月19日

㈱スクラムクリエイショ
袋井市
ン

各種物品賃貸業

情報拡散型の顔はめパネル水槽の開発とサービ
ス展開

平成31年2月19日

川口興産㈱

御前崎市

基礎素材産業用機械製造 単色成形機を多色成形機に変える後付け可能な
業
金型回転テーブルユニットの開発と販売

平成31年2月19日

安間製箸㈱

周智郡森町

家具・建具・じゅう器等 寺社向け高付加価値木製品の開発による販売強
卸売業
化

平成31年2月19日

成茶加納㈱

静岡市葵区

茶・コーヒー製造業（清 静岡浅間神社境内七社をイメージした７種のお
涼飲料を除く）
茶セット「静岡浅間七社巡り」の開発と販売

平成31年2月19日

㈱イデア

静岡市葵区

金属加工機械製造業

鏡面嵌合及び目視検査工程を自動化するAI機能
搭載嵌合ロボットの開発と販売

平成31年2月19日

㈱Ｑｕｅｅｎ Ｂｅｅ
ａｎｄ Ｄｒｏｎｅ

静岡市葵区

教養・技能教授業

スズメバチの巣駆除小型無人航空機（ドロー
ン）の開発・販売

平成31年2月19日

協和食品工業㈱

静岡市駿河区 その他の食料品製造業

ふりかけてかき混ぜるだけ。オブラートを顆粒
状にした「とろみの精」の開発と販路開拓

平成31年2月19日

するが夢苺㈱

静岡市駿河区

農業サービス業（園芸
サービス業を除く）

久能の石垣いちごの葉を用いた化粧品の開発と
販売

平成31年2月19日

理研軽金属工業㈱

建設用・建築用金属製品
静岡市駿河区 製造業（製缶板金業を含 アルマイト漆器の復刻と工業化に向けた取組
む）

㈱メンテックカンザイ

静岡市駿河区 建物サービス業

新商品 調味料「茶ルト」の研究開発及び販売
事業の取組み

平成31年2月19日

髙橋

静岡市清水区 自動車整備業

シラン配合のコーティング剤を用いた自動車の
コーティングサービスの提供

平成31年2月19日

宏宗（Cent）

平成31年2月19日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

産業用電気機械器具製造 サイズや形状にとらわれず、連続作業が可能な
業
ダンボール解体機の開発と販売

平成31年2月19日

海運輸送と県外同業中小企業と連携したリレー
配送による新物流システムの展開

平成31年2月19日

産業利用に向けた動的粘弾性測定装置の開発・
販売

平成31年2月19日

静岡市清水区 耕種農業

農業廃棄物を再利用した混合ペレット燃料用の
搬送システムの開発

平成31年2月19日

沼津市

居室環境や患者の状況を一元管理できるナース
コールシステムの開発と販売

平成31年2月19日

深澤 英和（カネトミ深
沼津市
沢製茶）

茶・コーヒー製造業（清 粒度調整や小ロット対応による業務用抹茶加工
涼飲料を除く）
サービスの展開

平成31年2月19日

福泉産業㈱

富士市

調味料製造業

情報処理技術を活用したキャップの打栓不良低
減による生産性の向上

平成31年2月19日

マコト自動車工房㈱

三島市

自動車整備業

携帯アプリを活用した情報提供と事前点検等を
付加したスタッドレスタイヤレンタルの提供

平成31年2月19日

オサキ製作㈱

富士宮市

生活関連産業用機械製造 生産性・耐久性を大幅に向上させた紙紐製造機
業
械の開発・販売

平成31年2月19日

㈱ユーシ・イレブン

富士宮市

紙製容器製造業

外観やデザイン性を損なわず、紙加工だけで貼
箱をロックする機能の開発

平成31年2月19日

㈱エルムジャパン

駿東郡清水町 旅館，ホテル

宿泊者向けの時間帯不問で運動可能な宿泊プラ
ンの提供

平成31年2月19日

㈱プラントシステム

静岡市清水区

丸徳運送㈱

静岡市清水区 一般貨物自動車運送業

㈱マイクロサポート

静岡市清水区 試験機・測量機械器具・理化

計量器・測定器・分析機器・
学機械器具製造業

瀧戸

徹

㈱平和テクノシステム

電気機械器具卸売業

平成31年3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100件（承認件数全108件）
経営革新のテーマ

承認日

中島成人（印度カレーｍ
浜松市中区
ａｎａ）

専門料理店

植物性食品のみ摂取するビーガン対応インドカ
レーの開発

平成31年3月6日

鈴木晒整理㈱

染色整理業

花粉やダニ等のアレルゲンを沈静化させる機能
性加工の開発と新規市場開拓による売上拡大

平成31年3月25日

㈱ＣＨＩＬＬ ＤＩＮＥ
浜松市中区
Ｒ

酒場，ビヤホール

舞阪港水揚げ真鯛のしゃぶしゃぶセットの新商
品開発

平成31年3月25日

ＮＡＮＡシステム開発㈱ 浜松市中区

ソフトウェア業

低価格で確実に業務効率が上がる生産管理シス
テムの開発

平成31年3月25日

㈱エフテーシー

浜松市中区

自動車・同附属品製造業

新濾材発掘で実現した低価格、長寿命の油分除
去フィルター開発による売上拡大

平成31年3月25日

㈲あおい

浜松市東区

パン・菓子製造業

木下藤吉郎（豊臣秀吉）の歴史的逸話を活用し
た浜松地域名物みそまんの開発

平成31年3月6日

㈱はまはくＨａｐｐｉｎ
浜松市東区
ｅｓｓホールディングス

デザイン業

子ども服の新たなアップサイクルサービス”
sengi”の開発と提供

平成31年3月25日

㈱スフィロアクア

管理，補助的経済活動を 新たな生餌昆虫品種の増強による市場ニーズへ
行う事業所
の対応と両生類ブリーディングの取組み

浜松市中区

浜松市東区

平成31年3月25日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ
ＡＢローションを使用するとともに、適切な頭
皮ケアにより、薬剤による頭皮への痛みを抑え
たカラーリングサービスの提供

承認日

藤田佳人（カミキリベ
ヤ）

浜松市東区

学習塾

㈱ぬくもり工房

浜松市西区

建築工事業（木造建築工
「空とぶガーデンハウス」の事業展開
事業を除く）

㈲ザ・ダイブス

浜松市西区

教養・技能教授業

浜名湖特有の海洋生物の魅力発信強化によるダ
イビング顧客増と売上拡大

平成31年3月25日

㈱月と蛍

浜松市北区

食料・飲料卸売業

災害食用干し芋の開発・販売

平成31年3月25日

田中建設㈱

浜松市北区

一般土木建築工事業

食物減圧平衡発熱乾燥機にIoT技術を導入して自
動運転を実現する新たな乾燥機の開発と販売

平成31年3月25日

㈱サンユー設備工業

浜松市北区

管工事業（さく井工事業 住環境設備工事イノベーションによる顧客満足
を除く）
向上と売上拡大

平成31年3月25日

河合良浩（ＹＫ・コラ
ボ）

浜松市浜北区 その他の技術サービス業

子供から高齢者まで全世代の運動能力向上等を
図るカラータッチ装置の開発、販売

平成31年3月25日

㈱レッツリフォーム

浜松市浜北区 衣服裁縫修理業

スニーカーに特化したトータルメンテナンス
サービスの提供

平成31年3月25日

平成31年3月25日
平成31年3月6日

鈴木良彦（鈴木製作所） 磐田市

CNC旋盤を導入するとともに、耐久性の高い工具
その他の金属製品製造業 の開発、選定による高硬度なシャフト部品の製
造体制の構築

平成31年3月6日

中部レジン㈱

磐田市

紙製容器製造業

段ボールと発砲スチロールを貼り合わせた2層品
による低コスト耐衝撃BOXの開発・販売

平成31年3月25日

㈱発芽玄米

磐田市

精穀・製粉業

半生発芽玄米フレイクの開発と販売

平成31年3月25日

㈱伊藤熔接工業所

磐田市

中村正明（南洋社クリー
磐田市
ニング）

プラズマ溶接機の導入、及び独自の機構をもつ
自動車・同附属品製造業 治具の開発による複雑形状部品の量産体制の構
築
グリース汚れ等、工場作業着等の汚れに対応し
洗濯業
た染み抜き技術の確立による高品質な業務用ク
リーニングサービスの提供
折り目加工方法を工夫することで、密閉性の高
紙製品製造業
いワンタッチ組立式段ボール箱の安定的な生産
体制の構築
店舗の設計・施工からオリジナル設備等の製作
木造建築工事業
までワンストップで対応する新たなサービスの
提供
高機能床材を畳表に使用し機能性とデザイン性
畳等生活雑貨製品製造業 に優れた畳縁を付けたオリジナル畳の開発と販
売

平成31年3月25日
平成31年3月25日
平成31年3月25日

㈲三井パッケージ

磐田市

㈱ｎｏｖｅｌｓ

磐田市

㈱コクショウ

掛川市

川﨑工業㈱

菊川市

自動車・同附属品製造業

持ち運びがしやすく、収納構造を工夫した防災
用レスキュージャッキの開発と販売

平成31年3月25日

㈱つきの丘

菊川市

農畜産物・水産物卸売業

Ｉｏｔカメラを活用した無人直売所開発と販売
体制の構築

平成31年3月25日

仲田静雄（ナカダ食品） 菊川市

パン・菓子製造業

深蒸し茶の色と風味を残した緑茶味ポップコー
ンの開発と販売

平成31年3月25日

㈱ケミカルバンテージた
菊川市
かひろ

その他の職別工事業

各種装置を一体化した工事車両による中・小規
模な防水・防食工事の短工期手法の開発と提供

平成31年3月25日

平成31年3月25日
平成31年3月25日

企業名

笹瀬利也（笙磨溶接）

所在地

湖西市

業種

経営革新のテーマ

建設用・建築用金属製品
アイアン風アルミ製家具の企画製造販売とDIY
製造業（製缶板金業を含
サービスの提供
む）

承認日

平成31年3月25日

㈲カスタムワールドハタ
周智郡森町
ナカ

自動車整備業

福祉車両用カスタマイズ事業の開始と新規客開
拓による売上の向上

平成31年3月25日

稲垣有里（染織ユトリ） 静岡市葵区

教養・技能教授業

天然染料による染色体験キット付オンライン講
座｢はじめての染め｣の企画と販売

平成31年3月25日

Ｇｌｏｂａｌ Ｊａｍ㈱ 静岡市葵区

その他の専門サービス業

和の特性を持つ飲食店のインバウンド対応を支
援する「英語deおもてなし」サービスの展開

平成31年3月25日

㈲フラワーサーカス

静岡市葵区

アタッチメント方式で安全かつ作業の効率化を
他に分類されない小売業 実現する室内向けウェディングアーチの開発及
び事業化

平成31年3月25日

㈱マルヒデ岩崎製茶

静岡市葵区

食料・飲料卸売業

大橋塗料㈱

静岡市葵区

フランス産の原料で製造した漆喰塗り壁材「プ
他に分類されない小売業 ロヴァンスウォール・アンジュミュール」の開
発と販路開拓

平成31年3月25日

㈱エピネス

静岡市葵区

経営コンサルタント業， 竹チップを利用したたけのこの促成栽培方法の
純粋持株会社
導入

平成31年3月25日

静岡県産ほうじ茶とコーヒーをブレンドする
「コーヒーホウジチャ」の開発と販売

平成31年3月25日

満藤直樹（ＡＯＩ ＢＲ
静岡市葵区
ＥＷＩＮＧ）

酒類製造業

静岡市産生ホップを活用したクラフトビールの
開発と販売

平成31年3月25日

㈲富士エコティック

静岡市葵区

その他の生産用機械・同
防災等向け更生オープンドラム缶の開発と販売
部分品製造業

平成31年3月25日

㈱平岡商店

静岡市葵区

茶・コーヒー製造業（清 高品質な一番茶を使った欧州仕様の粉末茶商品
涼飲料を除く）
の開発及び事業化

平成31年3月25日

小林佐和子（Ｓｏ Ｊｕ
静岡市葵区
ｉｃｅ）

喫茶店

ＱＲコード決済を可能とするセルフオーダーレ
ジシステムの開発と事業展開

平成31年3月25日

㈱ＣＳＡｔｒａｖｅｌ

静岡市葵区

旅館，ホテル

静岡街中の商業ビルを利活用する「ビル泊」の
事業化

平成31年3月25日

㈱田丸屋本店

静岡市駿河区

野菜缶詰・果実缶詰・農
わさびを粒状に仕上げた「わさビーズ」の開発
産保存食料品製造業

平成31年3月6日

㈲Ｔ.Ｎ.Ｍ. ＩＮＴＥＲ
静岡市駿河区 建築材料卸売業
ＮＡＴＩＯＮＡＬ

流煙＋ライティングの演出と自然な香りで癒し
を提供する香炉商品の開発と販売

平成31年3月25日

Ｓａｋｅ Ｅｘｐｅｒｉ
静岡市駿河区 広告業
ｅｎｃｅ Ｊａｐａｎ㈱

富士山の伏流水を使った、ヨーロッパ向けブレ
ンド日本酒の開発と展開

平成31年3月25日

㈲環プロダクツ

静岡市駿河区 デザイン業

アクリル板に凹凸を施し、光の屈折を利用した
建築材の開発と販売

平成31年3月25日

㈱就職情報センター

静岡市駿河区 職業紹介業

静岡県企業に特化したグローバル人材採用のた
めの多言語に対応した就職応援サイトの開発

平成31年3月25日

佐藤美紀（Ｍｏｎ Ｃｈ
静岡市駿河区 公園，遊園地
ｏｕ Ｃｈｏｕ）

公園で豊かな時間を提案する「グランピック」
サービスの提供

平成31年3月25日

㈱鰹工房

手削りの厚さを実現した本枯節『ソフト削り』
の開発と販売

平成31年3月6日

静岡市清水区 水産食料品製造業

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱トマト

静岡市清水区 他に分類されない製造業 重度障がい者向けの入浴用洗い台の開発・販売

平成31年3月6日

㈲渡辺商店

静岡市清水区

建築工事業（木造建築工 ラドン発生を効率化させた温浴カプセル・温湿
事業を除く）
浴ルームの開発と販売

平成31年3月25日

セイシマシーン㈱

静岡市清水区

その他のはん用機械・同 オイル等不純物の混入を防ぐバルブの開発と販
部分品製造業
売・展開

平成31年3月25日

㈱竹屋旅館

静岡市清水区 旅館，ホテル

ホテル清掃特化コンサルティング事業開発と事
業者ネットワークの確立

平成31年3月25日

㈲東洋音響

静岡市清水区 その他の金属製品製造業

カラクリオルゴール｢ゆめの木“Mitte”｣の開発
と販売

平成31年3月25日

富士護謨産業㈱

静岡市清水区

その他のプラスチック製 治具と裁断機による高厚・高硬度ウレタンの加
品製造業
工方法の開発と短納期化

平成31年3月25日

望月健司（ツカサクラフ
静岡市清水区 自動車整備業
ト）

美観にこだわったマフラーカスタムのトータル
サービスの展開

平成31年3月25日

㈲東海金属

静岡市清水区 再生資源卸売業

引き抜きによる分別が困難なステーターの高効
率な分別作業の確立の実現

平成31年3月25日

スズコー㈱

静岡市清水区 食料・飲料卸売業

電解水洗浄と沖漬けを融合させた長期保存が可
能な“沖漬けしらす”の開発と販売

平成31年3月25日

㈱エンゼル産業

焼津市

発泡・強化プラスチック ベース素材と珪藻土マットで構成された尿吸収
製品製造業
トイレマットの開発・販売

平成31年3月6日

㈲サンレイ

焼津市

靴・履物小売業

サイズ・フィット感の事前確認サービス「ア
シーレ」及び消費者参加型紳士靴の開発・販売

平成31年3月25日

大井洋之（はんこの店た
藤枝市
んぽぽ）

書籍・文房具小売業

和柄デザインに金箔加工を施した印章の開発・
販売

平成31年3月25日

井上玩具煙火㈱

島田市

他に分類されない製造業

独自の火花で感動を与える国産の高級花火の開
発と販売

平成31年3月25日

㈲丸新柴本製茶

牧之原市

茶・コーヒー製造業（清 お茶の生産から直接販売までを実現するITを活
涼飲料を除く）
用した販売手法の導入

平成31年3月6日

鈴木亜美（Ｃｈｏｕｅｔ
牧之原市
ｔｅ）

その他の洗濯・理容・美 スーパーフード「スピルリナ」と掛川産オリー
容・浴場業
ブを使用したナッツバーの開発及び販売

平成31年3月25日

㈱廣川組

管工事業（さく井工事業 浄化槽転換工事の際の地盤調査における新工法
を除く）
の開発とトータルサービスの提供

平成31年3月25日

榛原郡吉田町

渡邊隆太郎（フレンチ・
カフェ シェ・ワタナ 沼津市
ベ）

菓子・パン小売業

卵・乳製品・小麦粉を含まないグルテンフリー
クッキーの開発と販売

平成31年3月6日

㈲Ｏｎｅｓｔｏ Ｆａｂ
沼津市
ｂｒｉｃａ

自動車・同附属品製造業

自動車部品製造におけるテスト量産体制の確立
と短納期化

平成31年3月25日

ウォーマー㈱

沼津市

その他の生産用機械・同 組立ラインで指定数量を自動で払い出しできる
部分品製造業
コンパクト型部品供給装置の開発・販売

平成31年3月25日

㈲はごろも

沼津市

旅館，ホテル

西伊豆エリアの海洋観光開発に向けた、マリン
スポーツのプロフェッショナル指導者養成サー
ビスの開発・提供

平成31年3月25日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱エムアイモルデ

富士市

クリエイターの作品をプラキット商品化する
その他の生産用機械・同
「cavico（キャビコ）」による新たなマーケッ
部分品製造業
トの開拓

平成31年3月6日

佐野恵（福子）

富士市

その他の織物・衣服・身 横モレ防止を強化した介護用食事エプロンの開
の回り品小売業
発・販売

平成31年3月6日

関野昭夫（関野木型製作
富士市
所）

他に分類されない製造業 携帯が容易で立体的な木製パズルの開発と販売

平成31年3月6日

㈱三富工業

その他の金属製品製造業 過熱水蒸気式暖房機器の開発・販売

平成31年3月25日

富士市

㈱ＩＴＯ Ｐｈｏｔｏｓ
富士市
ｔｕｄｉｏ

写真業

フォトポートレートを駆使した『アルクール』
風肖像写真撮影サービスの展開

平成31年3月25日

酒井一任（ＮＡＳＵＢＩ
Ｍｔ.Ｆｕｊｉ Ｂａｃｋ 富士市
ｐａｃｋｅｒｓ）

簡易宿所

富士市の観光資源を巡る英語ガイド付き自転車
ツーリングツアー事業の展開

平成31年3月25日

(同)ａｓｔｅｒｉｓｋ柚 富士市

他に分類されない教育， 助産師としての経験を活かした骨盤底筋（ペリ
学習支援業
ネ）ケア専門サロンの開設と売上拡大

平成31年3月25日

㈱フジケンプラス

富士市

その他の生産用機械・同 吸引構造を工夫した工場向けエアー掃除機の開
部分品製造業
発と販売

平成31年3月25日

㈲サイクルセブン

富士市

自転車小売業

アフターフォローサービス付き高齢者向け電動
アシスト三輪自転車の販売

平成31年3月25日

㈱アーバンゲート

富士市

冠婚葬祭業

“場所”の選択肢を広げる新たな葬儀手法の導
入

平成31年3月25日

㈱アクア富士天間

富士市

清涼飲料製造業

ネックの組換え式によるハードPETボトル及びソ
フトPETボトルの同一ライン製造体制の確立と売
上拡大

平成31年3月25日

ソリューションデータ
サービス㈱

富士市

情報処理・提供サービス 中小・小規模事業者向け、ビッグデータを活用
業
した商圏分析サービスの提供

平成31年3月25日

㈱ウエストトラスト・ラ
富士市
イフサポート

老人福祉・介護事業

介護事業を軸とした新たな多世代交流拠点の開
発

平成31年3月25日

秋元邦博（高邦精機）

三島市

金属加工機械製造業

回転式小型バーベキューグリルの開発・販売

平成31年3月6日

㈱ハイスペック

三島市

インターネット附随サー 擬人化した３Ｄキャラクターによる、法人向け
ビス業
リアルタイム動画配信サービスの展開

平成31年3月6日

水品雅也（ＭＡＮＸＭＡ
三島市
Ｎ ＧＡＲＡＧＥ）

自動車整備業

日本人の若い女性や外国人の観光客向けツーリ
ングコース付レンタルバイク事業の展開

平成31年3月25日

㈲わたなべサイクル

自転車小売業

手ぶらで参加できるツアーガイド付きe-bike専
用ツアーの開発と提供

平成31年3月25日

㈱フジカラーフォトセン
三島市
ター

写真業

オリジナルの合成写真の提供を含む会員・月額
定額制写真サービスの提供

平成31年3月25日

萩原裕明（ＪＯＩＮＴ） 三島市

自動車整備業

国産ＳＵＶ車両を対象としたカスタム用マフ
ラーの開発・販売

平成31年3月25日

蛭海宏志（わた文）

三嶋大社に参拝する外国人旅行者向け、着物レ
呉服・服地・寝具小売業 ンタルと人力車を活用したアクティビティ体験
の提供

三島市

三島市

平成31年3月25日

企業名

所在地

業種

経営革新のテーマ

承認日

㈱キャド・プランナー

三島市

機械設計業

圧力計付き電動彫刻刀による「透かし彫り」技
術を活用した竹灯籠等竹製品の開発・販売

平成31年3月25日

㈱クラーロ

裾野市

美容業

髪質等の特徴に応じたお手入れ方法の助言を付
加した『キラ髪』用トリートメントの開発・販
売

平成31年3月6日

㈱佳秀屋

熱海市

管理，補助的経済活動を 富士山麓のダイダイ醤油と米を活用した熱海産
行う事業所
焼きおにぎりの開発と販売

平成31年3月25日

山下 弘美(キネヤ企画) 伊豆市

木造建築工事業

深軒の支柱やリビング空間の演出に古材を使用
することで、古材の風合いを楽しめる家の開
発・販売

平成31年3月25日

㈱ワイ・エス・エス

伊東市

他に分類されない生活関 潜水技術を活かした、小規模水域環境及び生物
連サービス業
の調査・分析サービスの提供

平成31年3月6日

松田由己（米乃花）

伊東市

他に分類されない生活関 産業廃棄物であるおからを活用した『おから味
連サービス業
噌』の開発・商品化と販路拡大

平成31年3月25日

工房カワイ㈱

駿東郡清水町 呉服・服地・寝具小売業

静岡県産緑茶ペーストを用いた天然塩“塩ttea
（シオッティ）”の開発・販売

平成31年3月6日

大静テクノ㈱

駿東郡長泉町

カセットコンロ用ガスボンベのガス回収装置の
開発、導入及び販売

平成31年3月6日

Ｈｏｔ Ｓｐｒｉｎｇｓ
駿東郡長泉町 その他の娯楽業
㈱

ファンサービスを可視化するコネクトバッジ
『カンコネ』の開発と販売

平成31年3月25日

㈱ケルン

駿東郡長泉町 菓子・パン小売業

カカオハスクと緑茶の茶葉をブレンドしたカカ
オティーの開発と販売

平成31年3月25日

㈲コムネット

田方郡函南町

個社毎の健康課題や口腔ケアに着目した運動プ
ログラム等サービスの提供

平成31年3月25日

藤邉正行(藤邉製菓)

賀茂郡東伊豆町
菓子・パン小売業

地元食材を使用した天然酵母食パンの開発と販
売

平成31年3月25日

他に分類されない事業
サービス業

他に分類されない事業
サービス業

