H17年度経営革新計画承認企業

番号 承認日

企業名

代表者名

所在地

承認
テーマ

伝送線路シミュレーション用デバイスモデル標
厚木市泉町14-2
準化パッケージの開発
横浜市神奈川区神奈川本町 宅配ネットワークによる地域密着型中・高齢者
7-8
向け新サービスの提供
横浜市都筑区荏田南2-18-4 独自の賃貸事業プラン策定システムによるニー
ズに応じた土地の有効活用の提案
川崎市麻生区高石4-5-32 電話による顧客聴力特性把握システムの開発
と補聴器の通信販売
餅の通年商品開発と製造による製造・販売一体
藤沢市石川3-22-15
型の事業体制の構築
綾瀬市深谷6606
24時間体制による精密板金のコンビニ化
横浜市都筑区池辺町4614 光触媒を利用した新しい溶液と塗布装置の開発
カットウィックの新たな廃棄処理サービスの提供
伊勢原市伊勢原1-4-8
及び新商品開発、販売
鉄道用保線機器の新製品開発及びセル生産方
厚木市戸田674
式の導入による生産性の向上
横浜市鶴見区駒岡2-17-30 塗装ラインの一元集約化並びに定量供給装置
付き塗装機導入による生産能力の向上
横浜市中区根岸旭台21-1- タンク火災消火システム及び消火シミュレーショ
402
ンソフトの開発・販売
横浜市中区山下町273甘糟山 半田付けの鉛フリーラインの導入
下町ﾋﾞﾙ4階
横浜市港北区綱島東3-6-5 アルミ製自動車部品の無加工化かつ大量生産
が可能なダイカスト製法の開発
川崎市川崎区砂子1-10-2ｿｼｵ 「やわら果ミート」（低咀嚼者向け食肉）及び関連
砂子ﾋﾞﾙ1304
商品による、幼児食などの事業の確立
新工場取得による既存事業集約化、生産技術
厚木市恩名4-15-28
の融合による生産効率の向上と新製品開発の
促進
横浜市神奈川区松見町3-1-5 24時間対応できる新たな社内防災システムの
強化
横浜市神奈川区金港町5-36 セキュリティーファイルサーバの開発販売
横浜市鶴見区矢向16-33-401 フルオートドライエッチング装置及びフルオート
プラズマＣＶＤ装置の開発
横浜市神奈川区守屋町3-9 6 熱硬化型（レジン）インクを使用したプリンタシス
号棟Ｄ
テムの開発・販売事業
横浜市港北区新横浜2-7-19 事業所等から処理依頼される業務用産業廃棄
天幸ﾋﾞﾙ50-6F
物等のリサイクル化による経営革新
当社開発の医療に関する個人情報（病歴、既往
症等のセンシティヴ情報含む）コンプライアン
21 H17.12.9 ㈲イーメッタ
永井 智雄 横浜市都筑区荏田南町4139ス・プログラムと連動した医療機関の医療情報
4
の一元化の確立
㈱ジェイエイアイコーポ
22 H17.10.5 レーション
長谷川 孝美 横浜市神奈川区栄町10-35 製品の環境配慮型への対応、及び小型高精細
化
23 H17.10.5 ㈱サージュ
村上 穣視 横浜市中区石川町3-105-6 ライブラリ開発推進による受託開発増進
24 H17.9.29 アシスト㈱
秋本 孝行 相模原市津久井町長竹240 新たな生産システム導入による社内生産体制
の強化
25 H17.10.14 川崎鍛工㈱
小田川 晃 川崎市川崎区日ノ出2-2-4 既存生産ラインの改善及び新規生産ライン導入
による乗用車部品の拡販
26 H17.10.13 ㈲ライフアップ
遠藤 照光 横浜市中区桜木町1-1桜木町
特許取得による自社商品化と販売
ぴおシティ4F
27 H17.11.18 ㈱ヤバネスポーツ
望月 量三 横浜市磯子区洋光台3-1-1 高齢者向け小型健康器具の開発による経営革
新
スラリーリサイクルシステムの導入及び事業展
28 H17.11.11 ㈱キーファー・テック 松尾 喬 大和市桜森2-16-28
開
ICタグカード使用の病院情報自動配信システム
29 H17.11.30 ㈲２Ｒ
鈴木 幸一 横浜市神奈川区反町2-15-14 の開発
30 H17.11.14 ㈲ジェイビル
大林 幸仁 川崎市多摩区登戸2578-1 顧客情報データベースに基づくモデルルームを
活用した提案型リフォーム事業
一般建築業における新たな老人介護用共同住
31 H17.10.27 瀬戸建設㈱
瀬戸 良幸 小田原市久野2267
宅（在宅支援ハウス）の総合受注計画システム
の開発
32 H17.10.27 ㈱セルタン
八木 美樹男 厚木市金田1655
オリジナルキャラクタグッズの開発
横浜市神奈川区鶴屋町1-8-1 IT活用による新築マンション在庫処理フロー構
33 H17.11.14 ㈱ディーアンドシー
川口 和雄 GSﾋﾞﾙ5階
築とそれを基盤とした販売支援による売上拡大
物流動線の改善による効率的な多品種生産体
34 H17.11.11 南進工業㈱
土屋 順嗣 綾瀬市深谷1414-2
制の構築
35 H17.11.24 協和加工㈱
及川 睦雄 横浜市中区海岸通4-23
連続乾式バイオマスガス化システムの事業化
36 H17.11.24 日本精密㈱
佐藤 章 横浜市港北区日吉7-15-22 アスベストばく露対策環境保全機器の開発、製
造、販売
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㈱パターンアート研究所 木下 浩雄
㈱メイショクアソシエイツ 中山 雅善
㈲エー・アイ・ジェイ
木村 実
心和ゆとり㈱
髙部 禎司
㈱アクアフーズ
渡辺 恒夫
㈱野口製作所
野口 勲
㈱フジテックス
湯本 勇一
㈲コックス
高木 興志
㈱山崎歯車製作所
山崎 清水
㈱カドワキカラーワークス 門脇 正樹
㈱ＦＰＥＣ
加藤 義幸
東立通信工業㈱
柴田 恒晴
山崎ダイカスト㈱
山崎 博次
㈲クマビー・インターナ 熊部 良子
ショナル
㈱柿生精密
本間 誠
東宝防災㈱
若井 毅
㈱ＩＣＯＮ
土屋 敏子
片桐エンジニアリング㈱ 片桐 俊郎
㈱二樹エレクトロニクス 宮竹 正仁
㈱江川工芸社
梶田 博文

37 H17.11.30 池田貫建設㈱
38 H17.12.8 ㈱モーゼ広告社
39 H17.11.11 民家工房常栄㈲
40 H17.11.30 ㈱八千代エキソロン
41 H17.11.30 一成工業㈱
42 H18.3.30 ㈱ＡＣＴＹ ＪＥＴ
43 H17.11.24 ㈱ショウカンパニー
44 H17.12.8 ㈱勝洋
45 H17.12.16 ㈱南州工業
46 H17.12.9 ㈲ﾊﾟﾃﾝﾄ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
47 H17.12.15 ㈱ﾗｲｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
48 H17.12.9 インフロント㈱
49 H17.12.13 ㈱ｼﾞｰｱｲ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
50 H17.12.13 茅ヶ崎紡織㈱
51 H17.12.13 ㈱アトムシステム
52 H17.12.13 東新工業㈱
53 H17.12.27 日本アクセサリー㈱
54 H17.12.16 ㈱フジックス
55 H17.12.27 平川建設㈱
56 H18.1.18 東邦ロード㈱
57 H18.1.18 ㈱パスポート
58 H18.1.11 ターボ工業㈱
59 H18.1.11 ㈱協栄ダイカスト
60 H18.2.7 ㈲ティティエス
61 H18.2.7 ㈲建設ケア
62 H18.2.9 ﾑ㈱ｴﾌ･ｼﾞｪｲ･ｹｲ･ｹｲ･ﾄﾞｯﾄｺ
63 H18.2.9 ㈱ｴﾇ･ｱｲ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
64 H18.2.7 マイクロ･ダイヤモンド㈱
65 H18.1.27 日吉化学工業㈱
66 H18.1.27 第一塗装工業㈱
68 H18.1.23 ㈱ロボット工業
69 H18.1.27 サンライフ㈱
70 H18.2.20 ㈲ｴﾌ･ｲｰ･ｴﾇ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
71 H18.2.15 ㈱双葉エレクトロニクス
72 H18.2.15 テルコム㈱
73 H18.2.7 ㈱スズキ
74 H18.3.3 ㈲エムプロジェクト
75 H18.2.20 ㈱サンルーク
76 H18.2.20 ㈲ミドリエンジニアリング
77 H18.2.20 ㈱脳機能研究所
78 H18.3.7 ㈱特殊工機

池田 貫太郎 川崎市宮前区初山1-37-27 伐採木・竹を用いた炭商品の開発・事業化
駅構内トイレ等における電子広告配信システム
青柳 逞郎 横浜市中区山下町2産業貿易
センタービル6階
の構築
山本 常美 愛甲郡愛川町半原1523-4 公約に基づく「コミットメント住宅」の提供
高橋 嘉明 横浜市金沢区能見台2-14-11 汚泥灰等を硬化するヤチヨ－ＥＲの生産・販売
による国内外での事業化
既存建物に住みながら省エネルギー・耐震増改
野澤 淳 横浜市保土ヶ谷区今井町7661
築が実現できる新工法
阿子島 誠人 横浜市保土ヶ谷区新井町45 売れ残り新刊書籍の配送販売事業
①植物性乳酸菌入り食品調味料及び応用製品
中野 正章 小田原市十字4-1016-18 の商品開発と販売、②「加熱式セラミック鍋」の
開発と生産
横浜市中区吉田町48
ﾀｸｴｰ関
ＩＴを活用したオリジナル施工管理システムの構
西田 洋一 内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5階－Ｂ
築
紙折機のＯＥＭ受託製作から新商品の自社開
古園 三七男 横浜市港北区新吉田町286213
発への事業転換
岩切 章 川崎市高津区下作延745-7 特許情報を理解しやすくするための支援サービ
スと支援ツールの開発
独自の筋トレ・健康体操による介護予防サービ
菊地 康夫 川崎市多摩区西生田2-6-7西
川ﾋﾞﾙ3F
スの提供
ＭＳ３の開発・製造・販売による提案型企業への
石関 啓粘 横浜市神奈川区鶴屋町1-721ﾀｸｴｰ横浜第三ﾋﾞﾙ3F
転換
大容量、多数の便器を備えた非常時対応型折
渡辺 義 東京都港区白金1-25-2和田ビ
りたたみ式トイレ「カンタン君」の商品化に向け
ル
ての開発及び販売
新ニット糸の開発とそれを利用した新織物の開
鵜飼 恒久 茅ヶ崎市萩園2650
発・商品化によるファッション業界への進出
インターネットおよび情報セキュリティ社会に関
細野 哲也 藤沢市南藤沢5-9朝日生命藤
連した新たな商品の開発・サービスの開発と提
沢ビル8F
供
山﨑 慎介 横浜市金沢区福浦2-10-13 新加工方法の開発
伊藤 悦子 横浜市港北区太尾町794-1 特許取得したスライド式調整留め具の製造方式
の導入と販売ルートの開拓
電力メーターのリニューアル工法の改善とそれ
藤田 篤與 藤沢市遠藤2005-21
による事業化
建設業のIT活用管理システムの開発によるシス
平川 裕秋 横浜市神奈川区西寺尾4-1620
テム販売運用事業
岩見 眞人 横浜市都筑区池辺町3505 ＴＯＨＯの環境・災害対策工法
濵田 総一郎 川崎市宮前区犬蔵1-23-13 新業態の開発（独自の配送センターシステムに
よる酒＆業務スーパー＆生鮮）
矢野 喬嗣 横須賀市内川1-2-10
新高粘度用ビーズミルの開発・事業化
新たな生産システム導入による社内生産体制
佐藤 輝雄 相模原市橋本台3-5-12
の強化
松本 雅彦 横浜市港北区新横浜2-5-22 タイヤ操縦性試験機の開発・販売
中小建設専門業者を対象としたトータルサポー
棚木 昭四郎 横浜市港南区港南中央通842
ト事業の展開
中井 浩平 横浜市港北区師岡町1128-36 不動産物件情報のマッピング技術の開発
業界初新ＢＹＯシステムを導入したシニア層向
仲條 栄一郎 横浜市中区太田町5-69山田ﾋﾞ
ﾙ3F
けワインショップとレストランの一体経営
ｃBN焼結体によるスパイラル付マイクロボール
中島 博邦 川崎市高津区坂戸3-2-1KSP
東棟603
エンドミル（2枚刃）の開発と事業化
反応性接着剤及び反応性合成樹脂加工物の開
村上 敬信 平塚市堤町3-11
発並びに製造ラインの自動化・省力化
早川 政男 横浜市都筑区佐江戸町739 溶剤・粉体塗装を同一ラインでロット生産を行
い、コスト削減と新規顧客の開拓を目指す
新商品「ピッチングマシン（ｽﾄﾚｰﾄ機、ｽﾗｲﾀﾞｰ
徳竹 茂 愛甲郡愛川町中津6762
機）」の開発
自家発電多品種廃棄物処理機の開発並びに製
宇野 秀敏 秦野市戸川10
造
駅近店舗を使った眼鏡技術者育成（スクール）
浅野 英人 横浜市中区本牧和田4-2ｱｲﾗﾝ
ﾄﾞ和田山B-3号室
事業
ニオイ環境計測システム及び装置：「e-nose
川本 幸一 横浜市青葉区荏子田2-24-10 Mobile（普及型）」の生産、「e-nose station（定
点式ニオイ測定装置）」並びにシステムの開発
小林 照男 横浜市港北区高田西2-14-13 ペット用高濃度酸素供給装置（ＩＣＵ）の開発と販
売
化粧品製造の本格化に伴う新たな生産方式の
鈴木 浩二 小田原市延清204-3
構築
益田 典彦 横浜市磯子区岡村6-8-16 横浜発定年退職者向け独立開業支援事業の展
開
小林 信隆 横浜市緑区霧が丘6-8-1 業務用洗濯機向け洗濯活性の開発及び販売
松元 伸二 横浜市緑区白山1-23-1
ゴムローラリサイクルの新技術導入
認知症とその他の脳疾患の鑑別と早期発見の
武者 利光 川崎市川崎区南渡田町1-1京
浜ﾋﾞﾙ8F
ための脳波解析システムの開発
ペットボトル口部寸法測定機「ＰＦＭ-2000」の新
松崎 晃一郎 横浜市鶴見区駒岡2-7-20 規生産

中嶋 達夫 川崎市幸区南加瀬1-8-6 機密情報記録媒体の廃棄処理管理システムの
構築による新役務の提供
中澤 克之 鎌倉市二階堂117-8
泉質対応排水処理剤及び処理装置の開発
丸山 泰夫 綾瀬市大上1-10-1
船舶シリンダー内径計測システムの開発
岡崎 聖一 横浜市鶴見区佃野町10-1 植物栽培用ＬＥＤ照明器の開発・販売
山口 伸治 座間市相模が丘2-31-48 中・大型建機部品の製造に対応した新生産ライ
ンの構築による生産性の向上
浅野 良明 横浜市中区本牧三之谷8-6 放射線遮蔽材と環境コンサルティングを用いて
新規事業展開を図る
志賀 孝三 足柄上郡中井町久所674-1 金型メンテ119番ショップシステムの開発事業
浅田 高春 横浜市中区尾上町6-90-1HS
Web活用システムの開発
大江橋ﾋﾞﾙ8階
高蛋白・低カロリーの高機能魚肉ペプチド（マリ
鈴木 博晶 小田原市風祭245
ンサプリ）などの研究開発と事業化
大気水質清浄化（滅菌、消臭、防カビなど）機能
青柳 博英 横浜市金沢区福浦1-3-23 を有する光触媒担持抗菌性繊維織物の製法開
発と市場開発
金子 寛一 川崎市中原区宮内1-20-60 事業所統合・集約化による新たな生産・開発体
制の構築
若林 義正 横浜市泉区中田南5-10-3 独自の調理、仕入れ方法の開発によるメニュー
提案
五十嵐 孝雄 横浜市神奈川区金港町5-32ﾍﾞ
病院ＩＴサポート業務の展開
ｲﾌﾛﾝﾄ横浜
五味 美史 横浜市南区唐沢33
新商品ハイブリッド式のスタンド看板の開発
テレパソロジー、テレサイトロジー兼用顕微鏡シ
小島 秀作 川崎市麻生区麻生7-2-29 ステムの開発
シリコンウエハホルダーへのＤＬＣコーティング
岸田 信一 逗子市池子2-3-70
技術の開発
水質浄化を目的とした業界初の網状接触材「商
長谷川 一男 横浜市鶴見区東寺尾東台1849
品名：アクリマ」の新開発および販売
金子 雅 横浜市瀬谷区目黒町7-10 医療系廃棄物リサイクルの事業化
久下 幸男 川崎市高津区久地3-14-41 光デバイス自動光学検査機（標準品）の開発
石塚 保行 横浜市鶴見区末広町1-1-48 歯周病の検査診断及び関連予防商品の事業化
による収益基盤の拡大
パーソナルコンピュータ自動保守システム実用
吉田 長治 横浜市中区豆口台1-5
化技術の開発
岩 和志 川崎市川崎区大川町11-13 ものづくりサポート事業
鍜原 巖 横浜市港北区新横浜1-3-1 新商品ＣＨＡttiepadの開発・販売
西澤 信二 綾瀬市蓼川2-18-22
銅材料を用いた抗菌作用商品の開発
当社独自開発の「インテグラルホーム構法」を
北川 武史 藤沢市南藤沢15-10-305 実現することにより標準化仕様での高品質・低
価格住宅の提供
マリンレジャー愛好者やマリン産業関係者が必
104 H18.3.30 ㈱デジサーフ
高橋 祐美子 藤沢市鵠沼海岸6-16-25-101 要とする「海岸映像配信システム」の開発と新
販路の開拓
南足柄市関本565-5ヴェルミ
新業態（お持ち帰りスパゲティショップ）の展開と
105 H18.3.23 林檎のあくび
後藤 文則 305
そのための商品開発
独自の企業広告ポータルサイトによる営業代行
106 H18.3.23 オーシャンインダストリー
安部
友博
足柄上郡開成町牛島70-1
㈱
サービスの提供
貸し衣装のＩＴ提案システムによる顧客満足の向
107 H18.3.31 ㈱モリノブライダルサロン 森野 知良 川崎市川崎区東田町8
上と顧客の裾野拡大
108 H18.3.16 サンハウジング㈱
川田 正 横須賀市西浦賀町6-40
新商品対震ドアパーツの開発
109 H18.3.31 ㈱ベビーユニバース 五十嵐 隆典 藤沢市鵠沼石上1-13-13-304 アパレル業界向けWEBショッピングシステムの
開発
下水道・建設機械・環境機器等に必要な大型円
形部品の新たな生産方法により、大幅なコスト
110 H18.3.31 ㈲日置工業所
日置 喬 茅ヶ崎市矢畑995
ダウンと時間短縮を図り、新規需要と新分野に
進出する
111 H18.3.29 横浜高周波工業㈱
佐藤 健一 横浜市港北区新羽町1292-1 真空浸炭焼入分野への進出と新たな生産体制
の確立
112 H18.3.29 新羽金属工業㈱
森田 紳 横浜市港北区新羽町2268 新しい熱処理分野への進出と新たな生産体制
の確立
113 H18.3.29 ㈱シルファー
川口 和子 横浜市都筑区池辺町3323-4 換気口部品販売から換気システム販売へ拡大
する
生産効率を追求できる作業環境の整備と新規
114 H18.3.29 東京瓦斯電炉㈱
丸茂 富士雄 横浜市港北区新吉田東8-4733
事業棟の増設
115 H18.3.29 日本軸受加工㈱
伊藤 正憲 横浜市鶴見区駒岡2-7-33 ベアリングメーカーとしての地位の確立
116 H18.3.29 共進電機工業㈱
田畑 光夫 横浜市港北区岸根町566 既存事業の強化と高技術化
117 H18.2.29 東洋測器㈱
串田 武 横浜市青葉区上谷本町90-4 新規防災分野及び医療分野への更なる進出
団塊の世代における健康志向
119 H18.3.29 ㈲マツハシ
橋山 幹夫 横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘224-20
120 H18.3.29 ㈱ｶﾙﾃｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 鈴木 喜博 横浜市中区本牧満坂187-115 米国における自然触媒製品の循環型販路の構
築
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H18.3.7
H18.2.7
H18.2.15
H18.3.3
H18.2.20
H18.3.30
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H18.2.27
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H18.3.30
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㈱中商
スパライズ㈱
㈱湘洋エンジニアリング
㈱ランドマーク
大島機工㈱
㈱ﾆｭｰｸﾘｴｲﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
㈲旭舟技研
㈱ＡＳＰ
㈱鈴廣蒲鉾本店
大進熱機㈱
エスイー㈱
㈲若林フードサービス
日本ソフトウェアマネジメ
ント㈱
美和建装㈱
ユーエスディ㈱
㈱岸田製作所
㈱資源水工社
日本化鉱㈱
久下精機㈱
㈱ｴｰｼｰﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
㈲ホロンテック
サンテック㈱
㈱インターファンクス
㈲クリーンアップ
㈱インテグラルホーム

