H２１年度経営革新計画承認企業
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㈱バイオマスター
桑名 隆滋 横浜市中区南仲通3-35
㈱ベリフォア
松岡 正 相模原市西橋本5-4-21
㈱タケダ
武田 好明 相模原市下九沢1276-1
㈱根本
根本 剛 逗子市小坪5-19-10
マツダエンジニアリング㈱ 石附 實 相模原市清新3-6-1
㈱イー・エム・シー・ジャパ 村上 薫 相模原市津久井町根小屋
ン
1744-8
㈱工研
比留川 幸雄 座間市小松原2-20-20
㈱アクアエアー
内田 賢治 横浜市栄区上郷町684-1
トーレック㈱
佐藤 公悦 横浜市港北区綱島東5-6-20
㈱オプチカル・キッチン 関口 眞理子 横浜市中区石川町1-3
㈱タナカフーズ
田中 勝夫 大和市上草柳8-29-12
㈱ルーフテック
望月 達未 横浜市南区大岡2-26-26
青葉区つつじが丘1三友システム㈱
矢野 政利 横浜市
12-601
㈱小川優機製作所
小川 安一 横浜市保土ヶ谷区坂本町141
㈲タック・ファクトリー 石塚 達也 横浜市青葉区梅が丘24-61
萬産業㈱
長谷川 次郎 横浜市港南区日野2-1-5
崎市幸区戸手4-9-2グラン
㈱匠恵塾
山田 利光 川
エステ川崎ツインタワー1-607
ミムラ工業㈱
三村 俊明 横浜市金沢区福浦1-6-9
横浜ビール㈱
栗田 潤一 横浜市中区住吉町6-68-1
神奈川区鶴屋町2-21㈱アナザーウェア
鈴木 晶 横浜市
8
㈱實門堂
大熊 信良 横浜市中区吉田町53
㈱ライブフードプロデュー 小林 一也 海老名市東柏ヶ谷1-2-17
ス
㈱トライウイン
中城 正一 横浜市港北区新横浜2-5-19
横浜運送㈱
三輪 守 横浜市鶴見区平安町1-36-2
溝ノ口魚類㈱
谷岡 敏信 川崎市宮前区水沢1-1
ヤオキ商事㈱
片山 義規 川崎市多摩区栗谷3-31-10
㈲さわたりシステム
清水 新一 横浜市西区久保町6-26-404
テクノ電気工業㈱
宮前 榮 秦野市戸川345
㈱平賀
平賀 秀男 相模原市文京2-20-26
スミス㈱
谷口 彰史 愛甲郡愛川町半原250-1
山下町123-1横浜
㈱ピー・アール・オー 大高 潤 横浜市中区
クリードビル6階
㈱アメニティ
山戸 里志 横浜市神奈川区羽沢町685
横浜市西区みなとみらい2-3㈱アイエスピー
松村 敏郎 1クイーン
ズタワーＡ１２階
羽町字中町
工立化成㈱
佐竹 徹 横浜市港北区新
1180-2
日本パッケージ・システム 真神 孝男 相模原市相模大野2-11-30
㈱
486 H21.7.9 ㈱オオスミ
大角 武志 横浜市瀬谷区五貫目町20-17
487 H21.7.15 永進テクノ㈱

久保 徹夫 相模原市下九沢1627-2

承認
テーマ
移植用脂肪分離容器の開発
ＬＳＩ検証総合マネージメントツールの開発
プリント基板実装技術を活用したＬＥＤ関連製品
の開発
低重心ジャバラおよび３次元パンタグラフ機構
テレスコカバーの開発
リサイクル型熱可塑性樹脂製バックアップボー
ドの販売・再生の仕組みの構築
新サイト（電波暗室）による、国内初、高度な電
磁波測定の実施
新工場建設とバーコードシステムの導入による
生産体制の効率化・増強
廃食油ストーブ利用のビニールハウス暖房機の
開発
吸引式乳腺生検で採取される乳腺組織の検体
検査装置の開発・販売
新たな３次元計測システムによる眼鏡販売
新工場建設による物流の改善と省力化設備の
導入による生産性の向上及び作業環境の改善
環境配慮型屋上緑化システムの開発
ヒューマンエラー等のケアレスミスによる手戻り
作業等を防止するソフトの開発
ビル窓掃除ロボットの開発・製造・販売
バイオディーゼル製造販売管理システムの構築
人と機械の相乗効果が得られる内装工事ロボッ
トの開発と生産
特殊な土地に建てるローコストデザイナーズハ
ウスの販売方式
鉄道車両向け車内販売用新型ワゴンの開発
日本全国の地ビールを楽しめるレストランとウェ
ディングサービスによる集客
シルバー人材のソフトウェア開発を支援するシ
ステムの開発
名入れレーザー彫刻システムの開発
高齢者向け配食および高齢者ケアマネージメン
ト事業
ポータブルナビゲーションデバイス（ＰＮＤ）の開
発
海外原料メーカーと国内中小食品メーカーとの
直接取引を可能にする「在庫レス物流ソリュー
ション」の構築と専用設備の開発
魚卵用乳酸菌発酵液の量産化・販売及び辛子
明太子等の流通モデルの構築
居住スペースとして快適に使える屋根裏部屋を
持つ建売住宅の開発・販売
工事現場の映像配信サービスによる工事の工
程管理・顧客満足度の向上
高い周波数の電波を増幅する装置としてのクラ
イストロン用集束コイルの生産販売
ＩＰＨシステムの活用による新たなコンクリート構
造物補強工事の施工
湿・乾式集塵機 後処理装置（粉塵・ミスト・
ヒュームの低減、除去）の開発・量産化販売計
画
医療関係ソフトウェアのＡＳＰ展開による新たなＩ
Ｔサポート体制の確立
施設水量最適化及び作業効率を目的としたシ
ステム開発とコンサルティングの事業化
カメラ付きケータイ並びにゲーム機へのサービ
ス提供等
防水制御樹脂部品の製造工法の開発
エッチングによる「アルミニウム製多孔箔」の開
発
中小企業に対する高性能電子顕微鏡を機軸に
した材料解析技術サービス（ゆあらぼ）および一
括受託方式による総合環境マネジメントサービ
ス（環境部長）の提供
移動式切削油等の浮上油回収装置の開発生産
販売

金属を使用する熱処理技術（ナノ
488 H21.7.15 日本サーモテック㈱ 二宮 進 横浜市鶴見区末広町1-1-40 溶融アルカリ
クエンチ）を用いたインプラント製造方法の開発
489 H21.7.22 ㈱ミトリ
石見 邦夫 横浜市瀬谷区下瀬谷3-32-1 製造業向けHT入出庫支援ソリューションの開発
使用済み自動車の１００％リサイクル事業への
490 H21.7.22 ㈱セクメット
瀬戸 誠 秦野市戸川115
参入
木町2-26 新型空気清浄機の開発
491 H21.7.22 ㈱カンキョー
田才 昭二 横浜市中区伊勢佐
伊勢佐木町満利屋ビル
崎市中原区下小田中1-25- 高精度光学式糖度計の開発・製造・販売
492 H21.7.28 ㈱アステム
鈴木 光 川
22-404
ディスク光学ピックアップレンズ、車
デバイスコーポレー 淀 吉友 川崎市多摩区宿河原3-14-5 ブルーレイ
493 H21.7.28 シオプト
載カメラ等レンズ製造・評価装置の開発・販売コ
ョン㈱
ンサルティング事業
加水油新代替燃料」プラントの開発及び販売
494 H21.8.3 ヨコハマレッカー㈱
野﨑 俊二 横浜市都筑区折本町1911 「事業
きりの被介護者向けの瞳孔監視システム
495 H21.8.11 (有)イング
伊藤 愼吾 横浜市港北区下田町3-14-32 寝た
開発
らい2-2- 住宅販売者向け販促用ソフト・セミナーパッケー
496 H21.8.11 スペース・オブ・ファイブ㈱ 四十万 靖 横浜市西区みなとみ
1ランドマークタワー29F
ジの開発及び販売
497 H21.8.12 アールテック㈱
真鍋 緑朗 横浜市金沢区福浦2-4-1 デジタルX線装置の開発
材木店・工務店の営業サポートシステムの開発
498 H21.8.12 ㈱相模原木材センター 栗林 一郎 相模原市麻溝台1-6-1
と運営
499 H21.8.19 中央環境開発㈱
太田 敏則 横浜市金沢区鳥浜町12-39 リサイクル石膏の無害化装置の試作開発
統制に完全対応する入力検証支援ツール
500 H21.8.27 フォレックス㈱
佐藤 賢一 横浜市神奈川区栄町1-1 Ｉ「ＴFOREX2009
」の開発と製品化
501 H21.9.3 ㈱地層科学研究所
里優
大和市上和田1794
Geo-Graphiaを中核とした新商品の開発
良信、古 厚木市岡田4-4-32
プラスチックコンテナの新しい洗浄システムの確
502 H21.9.3 ㈲アイテス・コーポレイト 古塩
塩順一
立
保土ヶ谷区狩場町302- 従来のしきたりや形式にとらわれない新しいス
503 H21.9.3 ㈱セレモ二十一
獅子野 英三 横浜市
18
タイルの葬儀の提案と提供
域密着型行事サポートシステムによる経営革
504 H21.9.3 ㈱上州屋
野口 郁夫 横浜市中区本牧元町62-25 地
新
ペットのライフサイクルのトータルプロデュース
505 H21.9.3 ㈱大東
伊東 勝 南足柄市塚原2709-1
におけるワンストップサービスの実現
インターナシ
ョ
ナル・トイレ
506 H21.9.9 ツリース㈱
伊藤 正敏 秦野市堀山下88
高品質・低価格なシートマスクの生産・販売
横浜市西区みなとみ
らい
2-2パッシブ型涼感空調システム
「クルクール」の全
507 H21.9.9 ㈱高千穂
新留昌泰 1横浜ランドマークタワー 国拡販
横浜市西区みなとみらい2-2- 第三者検証ベンダーから品質改善ベンダーへ
508 H21.9.17 ㈱ヒューマンクレスト 渡辺 義孝 1横浜ランドマークタ
ワー26F
横浜市港北区新
吉
田東6-41509 H21.9.18 日本電能㈱
浦野 聖人 7
製造業向け業務改善システム
市南下浦町上宮田3007- 新機能性複合導電フィルムの開発及び製造、
510 H21.9.28 ㈲ブライトニング
平松 卓磨 三浦
1メガロン三浦海岸2-308 販売
牛乳宅配サービスをベースとした地元新鮮野菜
511 H21.9.28 ㈱ケイ・フロント・サービス 前田 かおり 茅ヶ崎市松林1-16-33
の宅配事業
512 H21.10.5 城山工業㈱
山﨑 利宏 相模原市城山町広田5-8 樹脂製トラスコアパネルの製品化開発
513 H21.10.6 ㈱ファーストライン
酒井 隆弘 横浜市港北区新横浜1-3-10
専用携帯端末を用いた福祉サービスの提供
新横浜ＩＯビル
514 H21.10.6 ㈱萩原技研
萩原 洋二 横浜市都筑区南山田1-2-4 特殊技術による高付加価値品の生産
515 H21.10.14 ㈱アシレ
森 謙一 横浜市旭区上川井町359-1 滑り止め加工の現場施工機及び工法の開発
蓄光塗装加工技術を利用した商品の開発及び
516 H21.10.20 クリタ電機㈱
木上 和已 横浜市中区山田町8-1
販売
517 H21.10.23 ㈱ゼン基業
鈴木 幸康 相模原市上溝3982-6
低騒音・資産価値保護を可能とする杭基礎施工
518 H21.10.27 ㈱ジェイ・エム・シー 渡邊 大知 横浜市神奈川区三枚町259-1 凍結鋳物鋳造
エネルギー効率改善を実現する自動車用サー
519 H21.11.4 富士精工㈱
安藤 英雄 大和市深見東1-6-8
モスタット装置の開発とレーザ溶着によるサー
モスタット樹脂ケースの開発
横浜市西区みなとみ
らい
6-2マ
アウトレット
菜を農商工連携により集積加工し
520 H21.11.4 ㈱リパブリック
鈴木 正一 リノスタウン・ショップ棟２F 原価率削減野と新
商品開発
ニーズに対応する多機能ライン生産方式
521 H21.11.13 ㈱オギノパン
荻野 時夫 相模原市相模湖町与瀬319 顧客
の開発
ポルシェ中古車販売業者でグループを形成し新
石
塚
裕
厚
木
市
金
田150-1
522 H21.11.13 ㈱TECHNICALMATE
たな販売業態の実現
INTERNATIONAL
価値のある照明器具（LED広角照射装置）の生
523 H21.11.13 ㈱湘南物流企画
小山 敦也 座間市ひばりヶ丘5-2-1
産及び販売
524 H21.11.24 ㈲東洋計装システム 佐藤 裕介 川崎市宮前区初山2-28-3 小型電解式汚水処理装置の開発
工サファイアの残材を有効活用した新規商品
525 H21.12.3 ㈱ジョイテック
三石 喬 横浜市西区高島2-10-13 人
の開発及び商品化による企業改善
新工場移転によるレイアウトの改善と新規業務
526 H21.12.3 ㈱ショーワ精工
嶋 秀利 秦野市菩堤97-1
の取り入れ
神奈川区鶴屋町2-10- 新世代携帯端末「iPhone」を使った新世代アプリ
527 H21.12.10 ㈱アイ・ティ・ネット
小野 良勝 横浜市
1 MINDANﾋﾞﾙ6階D号室
ケーションの開発
528 H21.12.10 三友電子工業㈱
三上 勇一 横浜市港北区新横浜3-16-10 コピー機ADF自動開閉機能の開発と販売

ミュニケー
529 H21.12.10 ㈱アトラスコ
ション
530 H21.12.14 ㈱メカトロジャパン
531 H21.12.14 ㈱ロックシステム
532 H21.12.14 プリコープ㈱
533 H21.12.14 ㈱シーエーエル
534 H21.12.17 ㈲デイジーグラフ
535 H21.12.17 ㈲COM
536 H21.12.24 システム工機㈱
537 H21.12.18 ㈱ビーキャット

ＩＰ技術を利用した低価格ＨＤリアルタイム・エン
コーダシステムの開発及び商品化
新型ＹＡＧレーザ溶接機の開発
セキュリティ機器のログ保存と活用システムの
開発とSaaSによるサービス提供
満タン通知器内蔵・ワンマン式ゴミ収集装置に
よる省力化
三菱社製オフィスコンピュータ(PⅡシステム)の
Ｗｅｂ化変換ツール開発
「動的Webコンテンツのコンポーネント化」の開
発及び販売
新技術による建築免震用フランジ及び免震橋梁
部材加工の開発
24時間365日で短納期に対応した多種少量部品
製造、調達追加工システム
光技術を応用したシリアルデーター伝送モ
ジュールの開発・販売
テープエンドベルト（試作装置向け簡易スチー
ルベルト）とIT（スチールベルト導入支援シュミ
538 H21.12.18 ㈲ヒューコン
大藤 潤 横浜市栄区本郷台2-11-17 レータ）を活用した販売
方式の導入による経営
革新
オープンソースBIを活用した業務アプリケーショ
539 H21.12.24 ㈱テクノブレーン
江部 厚 横浜市中区長者町5-85
ンの構築
カーボン面状発熱体による水耕栽培用温熱シ
540 H21.12.24 太陽フロロ㈱
大久保 登一 藤沢市菖蒲沢1214-1
ステムの開発販売
541 H22.1.7 ㈱エスワイケイ
林 友則 平塚市小鍋島210-8
船舶用防塵防水タイプＬＥＤ照明の開発・販売
乾燥を実現するスプレードライヤー
542 H22.1.7 大川原化工機㈱
大川原 正明 横浜市都筑区池辺町3847 低温・高速
の開発
山下町25インペリ ハワイNo.1シェアボトルウォーターのペットボト
543 H22.1.13 ブルームフィールド㈲ 佐藤 誠次 横浜市中区
アルビル301
ルボディを利用した広告枠の販売
保土ヶ谷区宮田町1-5- 超低温での管理による高品質な鮮魚（特にマグ
544 H22.1.22 魚幸水産㈱
茂田井 幸弘 横浜市
2
ロ）供給
有機マテ茶を日本の食生活に定着させ、普及・
545 H22.1.22 ㈲ボンネルフ
朝戸 一夫 鎌倉市大町4-14-6
拡大を図る
大豆全粒粉「ビゴーレ」を用いた低糖質・栄養豊
546 H22.1.27 ソイコム㈱
是安 義徳 厚木市関口399-1
富食品の開発・販売
キャラクターを活かしたデコレーション専用
547 H22.1.27 ㈲デルフィーノ
府川 恒雄 中郡大磯町高麗2-21-3-343 人気
手帳の開発・販売
新たなコンピューター・ユーザーインターフェー
548 H22.1.27 ㈱オルカプロダクション 北沢 至 横浜市中区山下町25
ス開発による経営革新計画
品『バタフライバルブMBV-ADシリーズ』開
549 H22.1.27 ㈱フジ・テクノロジー 谷口 嘉教 横浜市南区井土ヶ谷下町11-7 発新及商び高効率生産体制の
確立
550 H22.2.1 ＡＪＩ㈱
吉田 邦夫 横浜市中区新港2-2-1横浜
ワールドポーターズ６階
携帯電話用カメラレンズの開発
路面計測ひびわれ自動検出システムの開発及
551 H22.2.1 ㈱ファースト
牧野 正勝 大和市下鶴間2791-5
び商品化
青葉区市ヶ尾町1050- 業界初のレッスン予約システムの本格稼働とマ
552 H22.1.28 ㈱エーチーム・アカデミー 柿﨑 裕治 横浜市
35
ルチタレントコースの新設
高機能、高性能サーボプレスの開発及び商品
553 H22.2.12 エーテック㈱
有安 邦彦 厚木市長谷358-2
化
業者の要望に対応した独自の建築
554 H22.2.12 ㈱一宙
長友 弘 平塚市めぐみが丘1-9-1 取引先建築
金物の開発
戸塚区俣野町1403- シックハウス無料診断及び天然素材の塗料の
555 H22.2.22 ㈲カワノ建装
河野 民男 横浜市
18-901
みを利用した内装施工サービスの事業化
㈱ファインスティールエン 今泉 敏明 横浜市港北区新横浜3-7-19 防振機構付ドライブシャフトの開発及び商品化
556 H22.2.22 ジニアリング
鈴喜ビル9階
高性能低価格の消臭チャンバーの開発及び商
557 H22.2.22 ㈲原木板金製作所
原木 義信 川崎市川崎区浅野4-7
品化
「おから」を利用した無添加トルティーヤの製造・
558 H22.2.22 ㈱おかべや
影山 治雄 相模原市清新4-4-16
販売
559 H22.2.22 三和化成工業㈱
武藤 英輔 横浜市金沢区鳥浜町12-9 医薬品用基材の新規開発・製造
560 H22.3.1 ㈱明倫開発
明石 博嗣 横浜市旭区小高町59-4
新たな住宅の地盤調査手法と新装置の開発
材・新意匠対応等の高付加価値化切削技
561 H22.3.1 ㈱ティーエム加工
田中 大 川崎市麻生区栗木2-2-10 新素
術の確立
おからファイバー（ペースト状おから）を使った新
562 H22.3.1 ㈱三河屋
諸星 保男 平塚市南金目887
たな低カロリー商品の開発
マイクロ波技術を利用した導電性微小粒子物質
563 H22.3.1 近代テクノリサーチ㈱ 菊地 守夫 平塚市南金目1418-7
検知装置の開発・販売
神奈川区三ツ沢上町6- 一般消費者向け「生フルーツアイス」ブランドの
564 H22.3.1 ㈱メイショクアソシエイツ 中山 雅善 横浜市
29
開発とコンビニやスーパーによる販売展開
565 H22.3.1 風越建設㈱
長谷川 巌 横浜市中区福富町西通1-8 スライドキッチンテーブルの開発
566 H22.3.1 ユニパー㈱
村野 光英 横浜市都筑区川向町957-31 新型ソーラーリフトの開発
ィングサービスと発熱対策
567 H22.3.3 ㈱ノア
渡邊 豊 横浜市港北区新横浜2-2-8 ＬＥＤ照明コンサルテ
技術コンサルティングサービス
568 H22.3.3 ㈱心
坂戸 秀彰 川崎市中原区井田3-28-6 感動を与える飲食店の展開
豆腐メーカー向け販売・物流を中心とした管理
569 H22.3.3 ㈱鎌倉小町
諸星 卓 鎌倉市小町2-11-4
支援サービスの提供
570 H22.3.8 ㈱フラットフィールド 平野 智一 厚木市岡田3-9-8
電動バスの開発および量産・拡販
571 H22.3.8 ㈱芝技研
福島 洋一 横須賀市神明町1-52
Si素材の新製法開発と商品化
伊藤 明彦
矢野 定雄
澤 與志博
高橋 能次
飯田 芳明
川口 直幸
小林 忠雄
藤田 勝美
亀山 篤

横浜市港北区新横浜1-25-9
川崎市幸区鹿島田43-8
横浜市保土ケ谷区川辺町2-4
横浜市都筑区中川5-20-34
横浜市保土ケ谷区岩井町
475-2
横浜市戸塚区名瀬町2912-3
横浜市都筑区川向町1331
足柄上郡中井町遠藤268-2
小田原市東町3-12-5

572
573
574
575
576
581
583

H22.3.8
H22.3.15
H22.3.15
H22.3.15
H22.3.15
H22.3.26
H22.3.30

産機電業㈱
㈱丸徳
㈱ジェイパーソン
イムノエイト㈱
㈱聖亘トランスネットワー
ク
㈱M.I.Tホールディングス
㈱アオイ産業

陽電池用シリコンの冶金的方法での精錬装
岡 浩章 横浜市金沢区福浦2-4-2 太置の開発
佐須田 徳久 藤沢市鵠沼神明2-1-27
地域密着レンタカーサービスの提供
相模原市西橋本5-4-30 さが 組込みソフトウェア技術を利用したDSP(デジタ
川﨑 亮一 みは
ら産業創造センター2-601 ル・シグナル・プロセッサ)搭載の評価基板開発
横浜市
確実に服用させる調剤薬局「ケアミックス
谷口 郁子 8-2 鶴見区市場富士見町 薬を
ファーマシー」への転換
カーナビを利用した運行管理システムとWebの
山田 裕 伊勢原市高森3-13-4
連携による情報提供システムの開発・提供
機関との提携による頭皮ケア美容室の事
川北 五三男 横浜市青葉区つつじが丘11-2 医療
業化
坂上 宏信 横浜市戸塚区名瀬町764-12 道路舗装における小型機械の開発

