H29年度経営革新承認企業
番号

承認日

企業名

代表者名

所在地

承認テーマ

山﨑 重利

大和市下鶴間4383-7

ワンウェイ方式ビール樽の製造・販売及び樽生クラフトビールのネット販
売

1209 H29.4.12 アマンダリーナ

奥井 奈都美

横浜市栄区尾月10-11

横浜青みかん商品化プロジェクト

1210 H29.4.12 ㈱ネクストリー

佐藤 浩治

横浜市戸塚区平戸2-18-5

「結婚に本気になる手法」を取り入れたコンサルティング型結婚相談所の
開設・運営

1211 H29.4.13 ㈱野口護謨工業

野口 哲彦

横浜市港北区高田西4-30-39

樹脂型とシリコン樹脂を活用した「試作屋」事業

1212 H29.4.26 ㈱さくら電気クリエート

野沢 淳一

横浜市鶴見区馬場1-7-8

女性のお客様向けの、女性スタッフによる安心の電気設備工事

1213 H29.5.19 ㈲津久井せんべい本舗

藤本 都子

相模原市緑区太井121

津久井せんべい製造技術の分析・継承による製造効率化

1214 H29.5.19 ㈱SANTA CALA

望月 貴史

厚木市幸町9-6

「生餃子」の製造販売の事業化による店舗展開

1215 H29.5.25 ㈱サニタ

津田 康徳

横浜市緑区竹山3-1-8

高齢者に対する医療・健康関連の在宅・訪問サービスの利便性の向上
及び一元的提供

鈴木 美由紀

相模原市中央区相模原4-9-4

プロ仕様不動産調査サイトの構築および運営

1208

H29.4.6 メイクラフト㈱

1216 H29.5.26 ㈲ブラソン
1217

H29.6.6 ㈱Ｈ＆Ｈ

池畑 健太

横浜市都筑区富士見が丘1-40

ITと独自器具を取り入れたデイサービスの新事業展開

1218

H29.6.9 ㈲とちぎや

平井 順一

藤沢市本町4-2-3

飲食店が使用する｢史上初！こぼすのにこぼれない業務用日本酒専用
計量カップ『kagencup』（カゲンカップ）」の製造販売

1219 H29.6.16 セキュアロジック㈱

平井 靖

横浜市青葉区新石川4-13-26

クラウド展示会ポータルサイトの構築及び商品化

横浜市西区北幸2-1-22

鍼灸マッサージ治療院の業務効率改善と顧客獲得の包括的支援サービ
ス

横浜市西区相生町3-60 泰生ビル
308

リアルタイム日程調整システムによる顧客満足度の向上及び業務効率
化

藤沢市高倉739-8

保育現場で乳児の昼寝を見守るシステムの開発

1220

H29.6.9 ㈱エニー

1221

H29.6.9 ㈱ファーストブレイク

佐々木 雅一
宮崎 大地

1222 H29.6.14 ㈲フランジー

臼井 加奈美

1223 H29.6.29 松永商工㈱

松永 晃一

相模原市中央区田名塩田1-14-3

高機能樹脂素材PEEK、PPSの切削加工方法の開発

1224 H29.6.29 ㈱ハルツ

近藤 大輔

横浜市金沢区福浦2-7-25

三次元測定サービスを通した事業拡大の仕組みづくり

1225 H29.6.30 横浜商工㈱

河合 昭彦

横浜市西区平沼1-40-17

自動車の高性能特殊整備サービスの提供による同業他社との差別化の
実現

1226 H29.6.30 ㈱江川工芸社

梶田 博文

横浜市港北区新横浜2-7-19

希少価値の高い鮮魚の販売システムの構築

1227 H29.7.11 ㈱エムズリビング

森松 長裕

横浜市鶴見区豊岡町27-20

商店街の空き店舗を予防する店舗後継入居者マッチングシステムの開
発・事業化

1228 H29.7.24 ㈱アプトシステム

田村 学

横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4

次世代バーコードを使用したシステム開発による介護施設支援

1229 H29.7.24 三和印刷工業㈱

竹内 栄司

大和市桜森3-5-5

マニュアル製作コンテンツ・マネジメント・システムの商品化

1230 H29.7.24 ㈲中山石材店

中山 常夫

厚木市七沢1389

粉骨混錬樹脂製モニュメント「縁（えん）」の開発・生産・販売の展開

1231

H29.8.4 ㈱アベック

佐藤 裕也

横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル
404号室

派遣スタッフへの階層別研修の実施による安全確保・マナー向上・業務
効率向上の実現

1232

H29.8.4 ㈱アドヴァンスオート

山田 和彦

綾瀬市小園616-1

実店舗に依存しない、ネット時代のレンタカーサービスの事業化

野中 秀訓

川崎市高津区末長2-36-11-115 ロ
クラウド対応型ＳＹＮＣ-ＬＩＧＨＴ ＬＥＤシステムの開発及び生産
イヤルシーズンズ39

1233 H29.8.21 アジアブリッジジャパン㈱
1234 H29.8.31 ㈱ユウ・ピー・アイ

宇津木 信和

綾瀬市上土棚中4-7-2

排ガス監視装置に使用する検出器の開発・製造・販売

1235 H29.8.31 ㈱MARIO DEL MARE

下平 万里夫

逗子市逗子7-1-51

携帯手帳用高級ボールペンや浮床式モバイルコテージ、オシャレでアイ
デア力を生かした装飾品等のデザイン・プロダクト開発による付加価値向
上の実現

1236

H29.9.7 ㈲啓

脇田 育子

相模原市中央区上溝1880-2 SIC３i
導電異方性を用いた異物検出装置の開発及び製品化
−lab 3316号室

1237

H29.9.7 三上塗装工業㈱

三上 俊哉

横浜市西区花咲町4-124

火災保険や住宅ローンの借り換えなどのファイナンシャルコンサルティン
グサービスを付加することで自己負担を軽減する革新的リフォーム事業
の展開

1238 H29.9.14 ㈱ハセケン

長谷川 巧

横浜市港南区下永谷6-7-66

看板修理と電気修理のワンストップサービスの提供

1239 H29.9.27 羽田電線㈱

井島 幸二

川崎市中原区市ノ坪492

医療用超音波診断装置の極細線ケーブルの開発及び商品化

1240 H29.9.21 ㈱ＤＴＭ−Ｃ

深町 充

横浜市戸塚区戸塚町3929 サンシャ
ＬＥＤ照明技術を応用したバット型応援グッズの開発
イン渡辺ビル202号

1241 H29.10.4 ㈱地域シャワーコム

外城 順子

中郡大磯町生沢851-1

自治会活動を応援する新しいサービスの提供

1242 H29.10.10 ウォーターワンスタッフ㈱

船木 拓志

横浜市西区平沼1-2-24

小型電気自動車を活用した広告宣伝カー事業の展開

1243 H29.11.2 ㈱アルファ･ツール

長堀 孝治

相模原市中央区田名3341−5

１本の工具で、CFRP材の穴加工とトリミング加工を高速で同時に加工出
来る工具の開発

1244 H29.10.26 ㈱オルタナ

阿部 成浩

横浜市金沢区泥亀2-5-1-100

自社が営む訪問看護事業と他社が営む小規模多機能型居宅介護事業・
学童保育事業の連携事業

1245 H29.10.26 ㈲三和工業

稲葉 力

横浜市金沢区福浦1-14-2

設計から管理工程までのＩＴ化による短納期化対応と川上、川下付加価
値向上による新製品開発

1246 H29.11.28 マニュアルネット㈱

小野崎 康己

横浜市港北区新横浜3-2-6 新横浜
生徒の多様性に対応する通信制高校サポート校の構築
ビジネスセンタービル６Ｆ
横浜市神奈川区鶴屋町3-35-10
リーヴ横浜西口ビル３Ｆ

ケイ素・酵素・ビフィズス菌を配合した栄養補助食品の開発及び商品化

生田 篤職

川崎市川崎区南渡田町1-1 京浜ビ
ル２Ｆ

スマートフォン用記録媒体破壊装置の開発、データ消去サービスの展開

小林 一夫

横浜市中区本町1-7 東ビル５Ｆ

携帯ペン型温度センサーの開発

1250 H29.11.28 ㈱美養

沼倉 萬里枝

横浜市港北区高田西2-22-34

スリランカ政府公認の「アーユルヴェーダ技術」の教育・資格認定事業の
美容業への実施

1251 H29.11.28 ㈱Ｍelk

杉山 浩史

川崎市川崎区砂子2-5-11 りそな川
軽度の発達障がい児と保護者に総合的な支援を行う学習塾の運営
崎ビル４階

1252 H29.11.28 ㈱ケイ・システム

小島 啓義

大和市下鶴間2-12-33-707

タブレットアプリ及びクラウドシステムによる、電子マニュフェストと一般ご
み・資源物を簡易的に管理する新サービスの提供

1253 H29.11.28 ㈱二幸技研

梅田 昌子

川崎市宮前区土橋6-14-12

新材料ナイロン注型システム（装置・材料）の販売

1254 H29.12.5 ㈲大豆屋

蓮見 哲夫

茅ヶ崎市出口町12-3

地大豆（地域在来大豆）を使用した豆腐製造副産物「おから」の収益化用
途の開発事業

1255 H29.12.27 ㈱PROEARTH

松井 義仁

厚木市寿町1-6-14

オリジナル廉価版ＳＲＣ造解体専用アタッチメントの開発及び商品化

1247 H29.11.20 メディリック㈱

山口 登

1248 H29.11.20 リ・バース㈱
1249 H29.11.22 センサーコントロールズ㈱

1256 H29.12.18 ㈱アペルザ

石原 誠

横浜市中区山下町23

工業/製造業向け資材のマーケットプレイス型ＥＣサイトの構築、運営

1257 H29.12.22 ㈱日本名刺印刷

鈴木 堅

横浜市中区寿町1-3-8 グランネス
横濱公園 １Ｆ

サービス内容をＨＰ上で閲覧しパソコンが苦手な人でも利用可能な印刷
物注文サイトの構築

横浜市中区石川町1-3

消費者に適合する安全・安心な眼鏡のネット販売

1258 H29.12.22 ㈱オプチカル・キッチン

関口 眞理子

1259 H29.12.22 ㈱ナノカム

城武 昇一

横浜市戸塚区戸塚町4361-10

各分野における抗菌ナノポリマーの商品化及び生産体制の構築

1260 H29.12.22 ㈱アースコム

栗田 祥吾

横浜市南区井土ヶ谷中町157

高圧小口需要家を対象とした、省エネ対策のワンストップサービス

1261 H30.1.17 ㈱アトムシステム

細野 哲也

藤沢市南藤沢5-9

レベニューシェア方式による複数のＩＴサービス実施による経営革新

1262 H30.1.17 恒心鉄工㈱

秦 義光

川崎市川崎区浅野町6-15

レーザー加工機導入に伴う生産性向上と対応製品拡大

1263 H30.1.30 横浜電子㈱

神田 一弘

横浜市旭区中沢2-41-14

GHP法を採用した熱伝導率測定装置の開発及び販売

1264 H30.1.30 ㈱千代田化工

谷垣内 岩夫

横浜市都筑区川向町922-44

スマートホンのカメラレンズの保護部品検査装置の開発

1265

H30.2.1 ㈱教育ネット

大笹 いづみ

横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-36 松
本ビル502

映像配信とチャットを利用した、情報モラルの授業システムの商品化

1266

H30.2.1 ㈱キュー・アイ

武井 勇二

横浜市金沢区福浦2-4-7

ダム専用水中調査ロボットの生産と販売

1267 H30.2.15 （同）エフエイト

高岡 尚司

平塚市南原1-14-7

移動式ランニングベースサロンの運営

佐々木 道他

相模原市緑区日蓮1512

半導体デバイス製造事業者向け洗浄装置の開発事業

1269 H30.2.26 妙宝水産㈲

村松 義之

横須賀市久里浜4-7-9

「骨取干物（さば等）」、「骨取白身魚西京漬け」の製造販売とその「焼き
たて商品」の宅配と宅配手法の確立

1270 H30.2.26 ㈱Ｌ−ＳＨＩＰ

井藤 秀晃

川﨑市多摩区菅稲田堤1-17-1

セルフレスキューが学べるウォーターアクティビティスクールの運営

1271

鈴木 博行

横須賀市根岸町4-4-16

工場等での修理や保全、環境整備等に対するプロデュースサービスの
提供

1272 H30.3.14 ㈱不二ＷＰＣ

下平 英二

相模原市南区大野台4-1-83

ＷＰＣ処理による食品粉体の付着抑制・摺動性向上

1273

三富 良次

横須賀市武4-9-7

運搬利便性の高い小型練習用ギターの開発及び販売

1268 H30.2.23 ㈱ＥＣＰ

H30.3.7 鈴木機工㈱

H30.3.9 ㈲三富屋

三宗 大介

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス
現代の葬儀市場の需要に合致する、独自の代行サービスの開発と提供
関内ビル10階

1275 H30.3.14 ㈱木村産業

木村 孝明

高座郡寒川町田端2046-1

ダンプラのリユース

1276

高根 健一

横浜市鶴見区小野町75-1

全成分指紋解析®を活用した食品・農産物等のブランド化支援サービス
の事業化

横須賀市二葉1-10-17

高齢愛犬家向け老犬ワンデイサービス

1274

H30.3.9 ホットブリッジ横浜（同）

H30.3.9

㈱インプランタイノベーションズ

1277 H30.3.14 ぴーずＤＯＧサービス

菊池 明日香

1278 H30.3.14 晴海コンテナ輸送㈱

谷村 幸治

横浜市中区本牧ふ頭1-10

企業の第２ステージを目指す新たな事業領域への取組及び次世代人材
の育成

1279 H30.3.20 ㈱シームズ

伊佐 輝章

伊勢原市東大竹926-1

『ペット関連市場に寄り添ったビジナスモデル』による他社との差別化

川崎市宮前区土橋3-2-6-105

メガドアの本格導入に向けた販売・施工・保守・一貫体制の構築とメガド
ア搭載テント倉庫の開発

1280 H30.3.27 ㈱スキャンインター

影山 伸

1281 H30.3.29 山協印刷㈱

杉山 昌行

平塚市大神3156

Web to Print システムの導入とプリプレス工程の生産性向上

1282 H30.3.30 ㈱Ｎ＆Ｍ

横関 尚子

横浜市西区北幸2-5-13 西口幸ビ
ル301号室

本邦初の「矯正装置デジタル製作システム」の開発及び製品化

1283 H30.3.30 ㈱バイオクロマト

木下 一真

藤沢市本町1-12-19

新規アンビエントイオン化用イオン源及びアンビエントイオン化専用デー
タ解析ソフトの製品化

相模原市中央区田名塩田1-14-10

ワイヤカットを利用した複数部品同時加工による生産性向上

横浜市緑区三保町3024-18

生産設備のIoT化実現のための体感できるショールーム開設

1284 H30.3.30 コーワ機械㈱

髙以良 勝義

1285 H30.3.30 ㈱テクトレージ

林 充

1286 H30.3.30 ㈲ひまわり
1287 H30.3.30 銀座セカンドライフ㈱

大淵 真

横浜市都筑区大丸3-22 ウェルカム 富裕層向け「美容鍼灸」「ペットマッサージ」のワンストップ訪問サービス
ヒル201号
の提供

片桐 実央

横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル７
ICTを活用した会員オンデマンドシステムの開発による顧客満足度向上
階

