H１９年度経営革新計画承認企業

番号 承認日
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

H19.4.12
H19.4.12
H19.4.27
H19.4.27
H19.4.27
H19.4.27
H19.4.27
H19.4.27
H19.4.27
H19.5.7
H19.5.14

企業名
㈱エアマイクロ
㈱ズイール
㈱廣川運送
㈱アメータ
山協印刷㈱
フォロインプレンディ㈱
メガトール㈱
㈱ネクサスジャパン
シーワイジー技術研究所
㈱
㈱ＡＣＲ
ヒシエム産業㈱

231 H19.5.14 ㈲新玉製作所
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

H19.5.14
H19.5.15
H19.6.15
H19.6.1
H19.6.8
H19.6.21
H19.6.21
H19.6.27
H19.7.2
H19.7.4
H19.7.4
H19.7.2
H19.7.6
H19.7.23
H19.7.31
H19.8.15
H19.8.20
H19.8.27
H19.8.31
H19.8.31
H19.9.10
H19.9.12
H19.9.18
H19.9.18

代表者名
木佐貫 靖
柏木 重孝
廣川 誠一
三橋 秀人
杉山 昌行
氏家 秀太
楠本 悟
河田 勉
高橋 信行
松岡 朋子
松木 博
田中 秀明

三愛エコシステム㈱ 佐藤 直樹
㈱サンライズ
紙透 七蔵
㈲山一工業所
本間 茂
旅ウェブ㈱
肥後 愛樹
㈱エステートビルド
伊藤 政彦
㈱大翔
福田 昇
㈱エバーホーム
吉房 弘美
㈱足柄グリーンサービス 内藤 愼一
㈱ＴＰＧ
大石 健二
東立化工㈱
中野 愛子
㈱海津工業所
海津 光秀
㈱ＡＱＵＡ
中村 健太
㈱新洋
古田 昭男
㈲大浦比呂志創作デザイ 大浦 比呂志
ン研究所
㈱エースプランニング 小川 淳
㈱ショウワ
藤田 明弘
㈱オーパシステムエンジ 南出 健一
ニアリング
神明電機㈱
松村 清継
㈱アメニティコーポレー 鷲澤 官
ション
㈱ドリーメックス
猪俣 正博
㈱大橋木工所
大橋 利行
フェイス㈱
重松 峰雄
インテリジェントディスク㈱ 重富 孝士
東京ファーネス工業㈱ 島野 一朗

所在地

承認
テーマ

川崎市高津区二子2-1-12 新商品無線通信モジュールの開発・量産体制
の確立
厚木市下津古久766
海釣り用の新たなルアー・ロッド・リールの開発
ＪＲ仕様３１ｆｔ私有冷凍コンテナ開発、鉄道輸送
川崎市川崎区東扇島24
による輸送ルートの改革
横浜市神奈川区青木町9-1- 環境にやさしいソーラー芳香器の開発と販売
102
６頁物チラシ・タウン誌のニーズに対応した高付
平塚市大神3156
加価値生産方式の導入
店舗評価システムによる店舗売買、ＦＣ店・一般
綾瀬市綾西3-5-15
店への食材の開発供給及び家具・備品開発販
売
自社製品チャンバーガード投入による経営の安
横浜市港北区新横浜3-1-4 定化
海老名市東柏ヶ谷1-2-33 生ゴミ炭化装置の開発
相模原市西橋本5-4-30さがみ 自社製「研究開発／量産用スパッタ装置」並び
はら産業創造センター2-408 に「ユニット」の製造・販売
ＮＯｘ・ＰＭ法対応のディーゼル自動車排ガス低
大和市中央林間3-4-14
減装置の開発・生産・販売
板金部品高能率生産システムの導入による多
中郡二宮町二宮1152
品種少量生産への取り組み
半導体基板生産用薄型12インチクーリングプ
レートの量産化技術の開発と台車搬送システム
小田原市飯泉861-1
製造ラインの確立によるＯＥＭ製品の生産性向
上
異物が混入しても破砕可能な新型破砕機の開
厚木市長谷1655-1
発
観光地等テレポートシステム「Take･in」の開発と
相模原市中央3-14-12
サービスの提供
横浜市中区海岸通3-9横浜ビ ボイラー整備及び関連業務に特化した実務重
ル内
視型人材派遣事業の展開
最適な自由設計旅行を可能とするWeb即時予
横浜市港北区新横浜3-8-11 約システムの構築
高齢者及び子連れ夫婦の住宅探しにおける安
横須賀市大津町4-8-5
心サポート及び転居後の生活関連サポート・
サービスの提供
横浜市神奈川区六角橋2-18- 食肉卸売業のノウハウを活かした牛一頭買取
24
仕入による焼肉料理専門店の展開
大和市大和東3-5-3第１前田 介助犬及び中･大型犬ペットとの共生新築分譲
ﾋﾞﾙ2F
戸建住宅の販売
健康型野外体験教育の構築<足柄の癒しから
南足柄市中沼305-1
はじまる”あたらしい健康”の発見>
ＩＴによる個別管理方式のセカンドハウスサービ
川崎市幸区北加瀬2-6-38 ス（当社の新たなアドレス付賃貸倉庫サービス）
の提供
厚木市愛甲1701
減圧して鮮度を保持する装置の開発・製造
加熱殺菌再生型浄水器の改良による低価格化
秦野市戸川1
への取組
横浜市中区桜木町3-7-2 小売店の在庫流動化システムの提供
相模原市淵野辺本町3-10-14 原料から出荷までを通じた一貫生産ラインの構
築及び品質管理の向上
横浜市青葉区あざみ野1-24- 新たなビジネスモデルHOME STUDIO"The
14
home"によるリアル空間の提供
支援型食材一括配送を核とした保育
横浜市神奈川区浦島町6-3 仕入業務
園等施設向け総合支援サービスの展開
代に対応する金型装置の開発及び生産ラ
横浜市戸塚区上矢部町2013 新時
インの抜本的改革
川崎市宮前区宮崎2-10-9ｵｰﾐ Working.NET Enterprises Editionの開発及び生
ﾔ宮崎台ﾋﾞﾙ
産システムの効率化
小型回転式開閉機構（ロータリー・ソレノイド）の
川崎市幸区紺屋町34-1
開発生産
横浜市西区みなとみらい2-2- 心の病気を予防する法人向け総合メンタルヘル
1
スサービスの事業化
相模原市田名塩田1-14-25 防水型ＬＥＤモジュールの商品化
優れたはめ込み
川崎市幸区下平間250-10 リサイクルが可能で作業性に
式建築下地材の開発及び事業化
距離伝送可
相模原市淵野辺本町4-25-7 新たな基板実装の方式の確立と長
能なパルス変換器の商品化
横浜市港北区新横浜3-2-6新 ＩＣチップ付大容量（Blu-ray電脳盤）の商品化に
横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ
向けた開発
川崎市高津区二子5-17-10 省エネルギー非鉄金属溶解炉の開発

自のクイックレスポンスシステム短納期オー
ーネクタイ店舗網の構築
産 を有効活用した国内循環型繊維製品
開発
業務用ユーザーに対して、いつでも、必要な量
だけ、多様な種類の切り花を安定した価格で提
供する新システムの構築
風呂用小型浄水器の開発とレンタル方式による
市場開拓
輸入大型バイクの検査・輸送・整備一貫システ
ムの提供、及びそのための特殊車両、情報管
理システムの開発
独自の組込型ＣＰＵ開発モジュールによる分野
261 H19.10.1 ㈱トランザス
藤吉 英彦
別カスタマイズ可能な次世代ＩＰ映像端末装置
の開発
262 H19.10.16 インシステム㈱
堀川 宏基
露点保証自動開閉バルブの開発と販売
流体力学ウォーターベッドの開発による提案型
263 H19.10.16 ㈱流体力学工房
佐藤 和浩
経営への変革
高精度サーボモータステージの量産と販売方法
264 H19.10.23 日機電装㈱
川村 茂
の確立
「魅力ある職場づくり」のための企業評価システ
265 H19.10.26 五大工業㈱
松浦 広展
ムと製造業向けソリューションサービスの提供
新たな生産体制の確立による生産性及び利益
266 H19.11.2 多田プレス工業㈱
多田 嘉之
率の向上
旅行プランニングに特化した会員制コミュニティ
267 H19.11.26 ウェルネス・エイシア㈱ 霜竹 弘一
サイトを開発しユーザーニーズに合致する新た
なサービスの提供による経営革新
アパレルショップ経営代行およびコンサルティン
268 H19.11.26 ㈱デプト
橋本 博之
グ業務
楽しみながら筋力アップできる肢体訓練器”コロ
269 H19.11.13 佐々木工機㈱
佐々木 政仁
コロ君”（仮称）の開発・販売
複合繊維樹脂（アースワン）開発と製造販売に
270 H19.11.13 日環整備㈱
吉澤 俊一
よる経営革新
監視表示装置（ＭＩＤシステム）の開発を柱とした
271 H19.11.13 山友工業㈱
原 裕子
利益改善を目指した経営革新
独自の自動化ラインによる新時代に向けた新た
272 H19.11.16 ㈱セイブンドー
矢川 邦夫
な生産体制の確立
新規24時間ＤＶＤレンタルシステムとコンビニ等
273 H19.11.26 ㈱Ｕ．Ａ．ロジテック
真壁 仁
既存店舗を融合した新店舗形態の開発事業
医療機関における臨床試験実施支援システム
274 H19.11.26 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧｰﾏ・ｼｽﾃﾑ㈱ 須田 忠興
の開発
小ロット、超短納期対応が可能な業務システム
275 H19.12.6 ㈱三興段ボール
小川 文夫
の構築
健康な足の発達を支援する、新形態コンフォー
276 H19.12.6 ㈲ケイエスジェー
若山 和紀
トシューズショップの展開
ハンティングガイド向け４ＷＤ車に特化した中古
277 H19.12.10 インターアーツ㈲
宮川 雅雄
自動車の輸出・販売
自動車触媒の高付加価値リサイクルルートの確
278 H19.12.10 ㈲メリオ
目時 佳明
立
自衛防犯住宅の開発及び地域防犯コミュニティ
279 H19.12.10 ㈱三峰
繆 雪峰
「ＳＯＳモデル地区」の創出
断熱防犯フィルムの開発及び商品の新たな販
280 H19.12.10 ㈱総商
青木 保男
売・提供方式の普及
自動車ドア部品焼入れの独自創作完全自動化
281 H19.12.10 大洋金属工業㈱
原田 政吾
ラインによる生産能力の向上
インターネット上での中古車売買マッチングサイ
282 H19.12.14 ㈱AutoSpirit
油谷 聡士
ト事業
段ボール箱製造ライン用の紙粉除去装置の開
283 H19.12.14 ㈱田村工機
田村 文男
発と販売
放置自転車保管場所用・レンタルサイクル用の
284 H19.12.17 ㈱ウチダ
内田 正吾
自転車施錠トータル管理システムの開発
物販の枠を超えた「くつろげる場所」の顧客への
提供～焼き立てパンと自然・憩いの空間を提供
285 H19.12.19 ㈲ひげのぱん屋
横澤 公
する新業態の開発～
286 H19.12.19 ㈱エム・オージャパン 最上 博明
飲酒運転防止装置の開発
「取っ手つきシール（特許取得）」のノウハウの
287 H19.12.19 ㈱パステル
川口 裕
応用展開（用途開発）による新商品の企画開発
高付加価値フレキシブル基板の一貫生産ライン
288 H19.12.19 ㈱プリント電子研究所 矢浪 裕志 川崎市中原区市ノ坪177-4 導入による短納期、生産性向上及び品質保証
体制の確立
289 H19.12.27 ㈱スケアクロウ
大川 博 川崎市宮前区馬絹1846-18 ペット用老化制御検診の運営による経営革新
工場集約化による社内生産効率の向上と熱処
290 H19.12.27 ㈱さくら鍍金
真木 洋平
横浜市神奈川区恵比須町7-9 理ラインの導入による社内一貫生産ラインの構
築
魚臭軽減・長期保存可能な血抜き真空パック干
291 H19.12.27 ㈱イチコー
小宮 一幸 小田原市成田1051-1
物の開発と事業化

256
257
258
259
260

H19.9.26
H19.9.26
H19.9.20
H19.10.1
H19.10.4

ワイエムブラザース㈱ 山口 信夫
㈲TAKE100
西久保 泰祐
㈱ザ・ネクスト・ワン
宮川 正敏
㈱日本シンクマスター 公塚 悦弘
㈱AdvanceTransport 八代 和美

横浜市中区山下町28-2-606
横浜市西区老松町24
平塚市片岡760
相模原市相模大野7-1-9-206
横浜市磯子区杉田7-15-11
横浜市西区みなとみらい2-35クイーンズタワーＣ棟17階
横浜市都筑区池辺町4873-1
川崎市高津区久本3-6-10302
川崎市宮前区有馬2-8-24
川崎市宮前区野川3011
秦野市曽屋字久保畑997
川崎市宮前区宮前平3-12-33
横浜市泉区中田南3-1-5
川崎市高津区下野毛1-9-33
横浜市神奈川区西神奈川113-12
横浜市緑区白山1-11-11
川崎市中原区苅宿531-2（新）
苅宿48-16
小田原市中村原123-1
横浜市西区みなとみらい2-21横浜ランドマークタワー26階
横浜市港北区新羽町1643
相模原市東林間5-4-12
横浜市金沢区富岡東1-36-13
横浜市戸塚区川上町921-4
横浜市中区山手町184-22
川崎市高津区野川3895
横浜市港北区箕輪町2-15-1
横浜市都筑区仲町台5-1-31101
川崎市高津区下作延1574
横浜市西区浅間町1-17-2
横浜市港北区新吉田東5-4716
小田原市本町3-11-20-303
川崎市川崎区台町18-8

独
ダ
純国 竹

292 H19.12.27 ㈱フレンダム
佐藤 雄一朗
293 H20.1.7 ㈱ヨコハマシステムズ 山田 建史
294 H20.1.7 日本メカトロニクス㈱ 實井 敏一
小野 悟
295 H20.1.16 シ㈱グローバルインフォメー
ョン
296 H20.1.31 ㈲ケミカル電子
日向 東房
297 H20.2.5 幸和電子㈱
竹内 明
Ｖモーター・システム
298 H20.2.5 ㈱Ｅ
田仲 充
ズ
299 H20.2.5 ㈱菰下精密鎔断
菰下 淑子
300 H20.2.18 ㈱横浜串工房
今井 康二
301 H20.2.18 ㈱ユーコム
阿部 博
302 H20.2.18 ㈱アドバンステック
小久江 智志
303 H20.2.18 システムショップ萩原㈱ 渡邊 忠男
304 H20.2.21 ㈱アメリ
有野 広一
305 H20.2.21 ㈱サピエナント
松本 成樹
306 H20.2.19 関東クリーンアシスト㈱ 黒田 秀男
307 H20.2.25 ㈱インターエナジー
益田 康雄
308 H20.2.25 ㈱不二ダブリュピーシー 下平 英二
309 H20.3.4 ㈱グローバル・ケア
櫻井 淳博
310 H20.3.4 ㈱ソーワエムデーセン
倉田 昇
ター
311 H20.3.4 ㈱ツールボックス
駒井 英紀
㈱インテリジェントセン
312 H20.3.4 サーテクノロジー
池崎 秀和
313 H20.3.4 ㈱きくや機械産業
木村 貢
314 H20.3.7 野村ハイメディア㈱
野村 優子
315 H20.3.19 サイエナジー㈱
元田 良一
316 H20.3.14 ㈱シントク
古澤 篤
317 H20.3.14 ㈱森下機械製作所
森下 直也
318 H20.3.19 ㈱出雲屋
松尾 敏子
319 H20.3.19 ㈱本多製作所
本多 伸光
320 H20.3.19 ㈱金谷商運
金谷 智司
321 H20.3.19 ㈱内田製作所
内田 正勝
322 H20.3.19 ㈱興電社
武井 健一
323 H20.3.19 ス㈱グローバルコンフィデン 大嶋 晃一
324 H20.3.19 ㈱ｱｺﾝﾌﾟﾗｲｽﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 牧野 利彦
325 H20.3.31 横浜電子精工㈱
武本 達也
326 H20.3.31 ベストトレーディング㈱ 栗原 弘延
327 H20.3.31 スカイゲイト㈱
戸花 充
328 H20.3.31 ハリマ梱包㈱
杉浦 秀樹

つの形態による再利用方法（５R）を提案する
横浜市神奈川区栄町8-1-102 ５新しい
形態のジュエリーショップの開設
海外優良パッケージソフトの日本市場適合化の
横浜市西区北幸2-6-26
ための独自改造技術による新たな生産方式の
確立
川崎市宮前区潮見台9-6 カット紙の両面印刷検査機の開発と製造
川崎市麻生区万福寺1-2-3 Webによる世界の国際会議参加者・出展者・ス
アーシスビル7階
ポンサー一元販売事業の推進
独自生産ライン
横浜市泉区上飯田町395 生産管理システムの改革及び
の確立による生産性の向上
横浜市青葉区荏田町490-17 介護者の夜間排泄処理機の製作
横浜市金沢区福浦1-1
回生モーターシステムの製造販売
極厚鎔断技術、極厚板多工程鎔断技術開発に
綾瀬市大上1-5-28
よる極厚板鋼材の鎔断及び加工、並びに新工
場建設による作業効率の向上
横浜市都筑区茅ヶ崎中央51- 新たなチェーン展開方式による共存共栄型の独
38
立支援システムの開発
横浜市都筑区大丸8-10サン 医療現場のニーズに応えた新たな注射器処理
モール中山202
器の開発
横浜市保土ヶ谷区仏向町528- 木痩せ対策用緩み止めナット装置の事業化の
1
推進
利用した上質な生活空間を創造するリ
鎌倉市常盤仲ノ坂946-4 古材を
フォーム事業への取組
横浜市西区みなとみらい2-2- 高濃度酸素ブース空間の施工販売
1ランドマークタワー20F
オマスガス発生装置
川崎市麻生区万福寺2-20-20 有機性汚泥減量及びバイ
の開発・事業展開
資源リサイクルを展開する中間処理工場の新
横須賀市舟倉1-31-2
設及び新製品の開発
距離無線関連の固有技術を活用した自社ブ
川崎市川崎区旭町2-18-14 近ランド商品の開発・販売
厚木市上依知1388-1
生産体制の増強とＤＬＣ加工の開発
横浜市中区相生町1-1-2第一 フットケア技術の標準化に伴うフットケアスクー
小原ビル
ルの本格展開と講師育成事業
低価格で小型化、かつ安全性・耐久性・信頼性
藤沢市弥勒寺80
のあるＦＡ向けロボットコントローラの開発
横浜市神奈川区子安台1-11- 病院・施設向け「預り金管理システム」の開発及
16
び商品化
味覚認識装置の制御ソフト及びアプリケーショ
厚木市恩名5-1-1
ンソフトの開発
横浜市栄区飯島町842-3 アスファルトフィニッシャ用サイドプレートの開発
保存性・取扱い易さに優れたリサイクル用カ
横浜市栄区飯島町78-8
ラートナーの研究開発と事業化
相模原市西橋本5-4-30さがみ
はら産業創造センター２－３０ 産業用放射線検出器の事業化
５号
連続稼動可能な効率的・高品質な気流式殺菌
川崎市麻生区古沢503
ラインの構築
内仕様に合った国産の無菌エアーコンベヤー
横浜市金沢区幸浦2-12-20 国の開発
横浜市港北区新羽町470 器ごと冷凍したデザート供給サービスの事業化
半導体ウェハーの大型化に対応した生
横浜市都筑区東山田町10 次世代
産体制の確立
座間市ひばりが丘5-23-6 WEB活用による「至急便」トラックの受注効率化
焼酎滓を環境にやさしく処理できる焼酎滓分離
厚木市上依知3021
分解処理装置の開発、生産、販売
中郡二宮町緑が丘1-9-2 道路工事用のLED斜め看板の開発及び販売
横浜市中区山下町74-1大和 独自の人材評価技術を応用した成長支援型ア
地所ビル9階
セスメントツールの開発
横浜市神奈川区鶴屋町2-22- 個々に居心地の良い環境を提供する新しい飲
3伊藤ビル8F
食店の開発
横浜市港北区新横浜2-14-26 次世代位相器の事業化
石川ビル
相模原市相生1-13-11長谷川 廃プラ加工、ＢＴＬ製造、ＢＤＦ製造事業への進
ビル305号
出と加工委託ビジネスモデルの構築
横浜市中区弁天通1-15-1 ホテル客室改装出店型エステティックサロンＦＣ
システムの開発と事業化
座間市座間1-8-36
梱包ネットを活用したセルフ梱包サービス

