H30年度経営革新計画承認企業
番号

承認日

企業名

代表者

所在地

承認テーマ

1288 2018/4/18 熊沢酒造㈱

熊澤

信也

茅ヶ崎市香川7-10-7

湘南ウイスキーの製造・販売事業

1289 2018/4/18 ㈲ケイエスデンタル

菅原

克彦

横浜市神奈川区白楽100

電子レンジ等で煮沸消毒可能で、製造負担も軽減可能な新たな
入れ歯製造工程の開発

1290 2018/4/24 ㈱横浜セラミーチェ

梅原

竜志

横浜市中区尾上町6-89尾上
町スカイビル2-B

各産地・窯元の特徴を活かした同一デザインの陶磁器のセット
販売による自社ブランド商品の開発

1291 2018/4/24 ＭＤＩ㈱

岩澤

賢治

川崎市川崎区渡田東町2-13- 密閉空間の自然エネルギーによる冷房空調システムの新製品開
1
発と事業展開

1292 2018/4/25 オフィス・ミューズ㈲ 福島 美由紀

相模原市中央区相模原3-5-4 中小企業向けの高機能で導入しやすい製薬工場用業務管理シス
トラストスクエア相模原
テムの開発・提供

1293 2018/4/26 ㈱ニットー

藤澤

秀行

横浜市金沢区鳥浜町14-16

立体外科手術時の負担軽減のための装置型下肢支持装置「アル
ケリス」の開発及び製品化

1294 2018/4/26 ㈲高村工業所

高村

将名

大和市上草柳6-5-26

吊るし処理による亜鉛−ニッケル合金メッキ（高Niタイプ）の
オリジナル自動化ラインの構築

1295 2018/4/26 ㈱アート１

秋本

政弘

大和市下草柳822−3

表面処理技術を利用した摺動性に強い耐摩耗性アルマイト製品
の開発と生産

1296 2018/5/2 ㈱ムサシノ精機

佐藤

義一

伊勢原市鈴川5

コンクリート基礎内部に用いられる金具の開発及び商品化

1297 2018/5/17 ㈱竹内型材研究所

内山

真司

伊勢原市鈴川6

薄物研削加工技術を利用したロボット産業向け機能性要素部材
の開発

1298 2018/5/2 ワールドウイング㈱

野口

隆史

藤沢市菖蒲沢1029

製造工程の自動化・省力化の推進及び高精度の精密深絞り加工
技術の獲得

1299 2018/4/26 ㈱アット折込

泉

横浜市青葉区千草台43-5

「ポスティング配付エリア共有システム」開発による新事業展
開

1300 2018/5/7 泉橋酒造㈱

橋場

友一

神奈川県海老名市下今泉55-1

麹を使った甘酒と地元野菜を使った甘酒ポタージュの製造・販
売計画

1301 2018/5/7 ㈱景泉機器

落合

一雅

横浜市金沢区福浦1-4-4

熟練技能を必要とする溶接作業のロボット化

1302 2018/5/7 服部板金工業㈲

服部

滋

横浜市金沢区幸浦2-15-7

超超高張力鋼板の常温深絞り加工での事業展開

1303 2018/5/7 ㈱総合環境分析

石渡

裕

横浜市緑区鴨居1-13-2

クラウドを活用した顧客対応システムの開発

悠

横浜市中区山下町70-13パー
ASPを利用した産業廃棄物の電子マニフェスト一元管理サービス
クホームズ横濱山下公園２
の提供
Ｆ
ＩＴを活用したワンストップ・サービスによる機会損失の防止
1305 2018/5/17 ㈱ジーエフシーサービス 鈴木 飛雄馬 横浜市都筑区東方町1291-1
及び事務・作業効率化による働き方改革の実現

1304 2018/5/7 ㈱シゲン

加藤

泰弘

1306 2018/5/7 ㈲五島製作所

梶山

貴司

1307 2018/5/17 ㈱コーケン

二宮

慎一郎 横浜市都筑区池辺町3313

1308 2018/5/17 ㈱高千穂

新留

昌泰

横浜市西区みなとみらい22-1 ランドマークタワー

温度調節機能付き塗り壁材量産化のための生産プロセス構築

1309 2018/5/17 ㈱ジャムコム

政池

英一

横浜市神奈川区台町18-4

スマホを利用したバーチャル墓参り、バーチャル法事参列、墓
地・僧侶リコメンデーションの仕組みの開発と事業化

1310 2018/5/17 ㈱INVISIBLE design

桐山

義郎

逗子市小坪7-11-14-304

認証ユニットハウスの魅力づくりと一般建築への販路拡大

1311 2018/5/17 ㈲ラメール洋菓子店

大関

博之

高座郡寒川町宮山923-7

地元産の果実をまるごと使用したロカボスイーツの製造・販売
事業

川崎市宮前区神木本町1-27- 最新CAMと当社技術の融合によるトロコイド加工の側面切削加工
18
技術の確立
有色アルマイト事業の新展開

1312 2018/5/17 東和グラビヤ印刷㈱ 小金澤 清隆 大和市下鶴間2-11-10

グラビア印刷におけるスリッター及び製袋設備の同時高速化に
よる生産プロセスの改善

1313 2018/5/17 ㈲誠建社

井上

３次元自動クロスカットソー及び自動釘うち機の導入による生
産プロセスの改善

1314 2018/6/1

堀之内

㈲アイネット・コンサルティング

秀郎
保

伊勢原市伊勢原3-5-8

横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-46３種センサ複合型の孤独死発生検知システムの開発
1

1315 2018/5/28 ㈱ゼオシステム

下川

三郎

横浜市神奈川区二ッ谷町10在宅で計測出来る尿流計の商品化及び販売
10

1316 2018/6/7

池崎

秀和

厚木市恩名5-1-1

味覚センサに香りデータを融合した風味評価システムの開発

川崎市高津区上作延246-5

地域コミュニティ・ネットワーク支援による顧客拡大

㈱インテリジェントセンサーテクノロジー

1317 2018/5/28 ㈱久保木屋

久保木

1318 2018/5/28 インクス㈱

菅原

徹
秀樹

横浜市神奈川区鶴屋町3-32- 取引先の革新的な製品展開拡大に対応するための福井工場生産
1
能力2.6倍強化計画

H30年度経営革新計画承認企業
番号

承認日

企業名

1319 2018/5/28 ㈱コスモエスティ

代表者

所在地

承認テーマ

木村

隆太

大和市林間2-1-1-810

スパッタリング加工を応用した綿・混合糸の開発販売

1320 2018/5/28 ㈱鈴木エンタープライズ 鈴木

裕哉

川崎市中原区木月2-2-34

中型大型構造物の三次元形状を自動的に計測する装置の開発・
生産

1321 2018/6/1 ㈱北相模環境管理開発 小山

秀文

相模原市緑区小渕2008

レジャー／娯楽向けサーキット運営の開発事業

1322 2018/6/7 グリーンブルー㈱

杉本

健司

横浜市神奈川区西神奈川114-12

環境モニタリング業界向けナレッジ共有型基幹システム活用に
よる、環境モニタリングサービスの一括受注及び全国展開

1323 2018/6/18 ㈱工研

比留川

1324 2018/6/7 お家コンビニ㈱

保母

耕治

相模原市緑区広田6-4-3

空き家・孤独死問題の総合的ソリューションパートナー事業の
構築

1325 2018/6/7 オズ通り歯科医院

上村

まき

川崎市中原区木月2-11-20101

睡眠時無呼吸症候群・歯性上顎洞炎治療の迅速・高度なワンス
トップ医療体制の構築

1326 2018/6/12 ㈱イフェクト

桑田

健一

川崎市川崎区追分町14-14205

カッティングマシンを利用した看板向けLEDモジュールの開発及
び販売の確立

1327 2018/6/12 ㈱紅輪

丸山

実

川崎市高津区二子3-31-3

着物のインターネット（IoT）とオムニチャネル化による生産性
向上

1328 2018/6/12 日新エンジ㈱

佐藤

忍

横浜市都筑区池辺町3272

ネック工程の改善による生産性の向上と技術承継の推進及び加
工範囲の拡大による受注拡大

1329 2018/6/18 ㈱ディデレクト

青木

洋光

小田原市城山1-6-22竹田整
形メディカルビル３階

企業主導型保育所のパッケージ提案事業の展開

1330 2018/6/20 時吉工業㈱

時吉

輝幸

横浜市鶴見区矢向1-17-3

銅試作品の短納期生産システム

1331 2018/6/18 ＴＳＳ㈱

菅原

弘

相模原市中央区清新8-20-25 顧客要求品質向上のための特殊基板の製品・技術開発

1332 2018/6/20 ㈱一期一会

山中

賢樹

横浜市神奈川区鶴屋町2-922-315

1333 2018/6/18 ㈲睦デンタルセラミツク 青木

彰

横浜市保土ヶ谷区和田2-15- 完全アレルギー・フリーの軽量・高耐久性・高審美性義歯の開
9
発

1334 2018/6/20 ㈱リガルジョイント

純

相模原市南区大野台1-9-49

幸雄 座間市栗原873-10

稲葉

1335 2018/6/27 アザエンジニアリング㈱ 長谷川

孝

小径切削刃具の特注対応の事業化

皮剥きトマトの機械の開発及び、トマト加工品の製造・販売

インテリジェント流量計製品及び流量管理システムの新商品開
発

相模原市中央区鹿沼台1-9ナチュラルオーガニック系の商品の製造と販売を通じて、働き
15 プロミティふちのべビル
盛りの女性に「健康と美」をプロデュースする
３階
最新検査ラインの導入による検査の効率化とコンプライアンス
足柄上郡大井町西大井10
の向上

藤澤

仁

1337 2018/7/17 アリキリリフォーム㈱ 常田

豊

横浜市港南区丸山台4-8-30

窓ガラス用断熱パネルの製品化及び事業化

1338 2018/7/19 ㈱CHAY-VEIL

菊地

儀人

横浜市南区浦舟町4-50-51103

新リサーチシステムとオンラインショッピング事業の一本化を
図る新しいショッピングモールの創出

1339 2018/7/19 ㈱日本ペットセレモ

伊東

正和

横浜市金沢区福浦2-18-12

ペットの種別ごとの誘導路と火葬炉を備えたペット葬祭の提供

1340 2018/7/19 (合資)川西屋酒造店

露木

雅一

足柄上郡山北町山北250

他業界を参考にした神奈川県初の加熱殺菌方式導入による燗酒
の高品質化と量産体制の構築

1341 2018/7/27 ㈱すまいる

阿部

こころ 横浜市港北区樽町2-8-43

賃借・購入の選択肢を持たせた新たな物件提供サービスの事業
化

1342 2018/8/6 ㈱天野ミューテック

天野

則英

川崎市多摩区菅6-4-26

高い耐腐食性と環境性能を持ったコンクリート補強筋の開発

1343 2018/8/6 ㈱エナ・ストーン

明道

泰博

横浜市港北区新横浜3-24-5

対話型コミュニケーションロボットを利用したスマートハウス
製品の開発および製品化

1344 2018/8/13 ㈲ＣＴＳ

関崎

茂樹

横浜市中区本牧ふ頭1-10502

中古自動車のバンニング方法の変更による品質保証体制の構築

1345 2018/8/23 ㈱足道

渡邊

幸枝

藤沢市藤沢540

足整療法による患者個別対応の院内足整板製作機システムの商
品化

1346 2018/8/14

松本

高明

川崎市幸区新塚越1-2-2-502 高濃度酸素補給水を注入した携帯式ネブライザーの開発・販売

下山

哲郎

川崎市多摩区三田4-5546-55 越境ECを活用した中国富裕層向け焼菓子の開発及び販売

1336 2018/7/11

カーセンター足柄協同組合

メディサイエンス・エスポア㈱

1347 2018/8/30 ㈲ＮＯＣＯＮＯＣＯ

H30年度経営革新計画承認企業
番号

承認日

企業名

1348 2018/9/14 三共陸上輸送㈱

代表者
鈴木

雄三

所在地
川崎市川崎区旭町1-13-7

承認テーマ
海外観光客ニーズを掴んだ高級・特殊車両レンタカーサービス

1349 2018/9/11 ㈱サンエクステリア 鈴木 誠二郎 横須賀市阿部倉30-20

自社廃棄物を利用した再資源化とその活用によるゼロエミッ
ションの実現

1350 2018/10/1 ITD Lab㈱

小倉

横浜市緑区長津田町4259-3

量産可能な自動運転用アルゴリズムを搭載した走行用インテリ
ジェント・ステレオ・カメラ（ISC）製品の開発及び販売事業

1351 2018/10/1 ㈱ＴＡＯＳ研究所

苗

横浜市港北区新横浜2-2-15

カオス解析技術を利用した睡眠見守りシステムの開発及び商品
化・事業化

1352 2018/10/1 ㈱未来

三澤

文裕

横浜市西区みなとみらい
4-9-1-B901

特定魚種に特化したオリジナル釣具の開発、製造・販売

1353 2018/10/9 ㈲ファーム建設

藤井

大輔

横浜市港北区篠原町1187-6

空家を利用した低価格賃貸住宅

1354 2018/10/19 ㈱T&R Demain

今浦

良雅

横須賀市野比3-41-7

社用車を活用した低価格で効果的な広告宣伝を包括的に支援す
る新事業

1355 2018/10/19 久保田酒造㈱

久保田

相模原市緑区根小屋702

プレミアム日本酒の商品開発

1356 2018/10/30 ㈱arch

山田

加奈

横浜市都筑区中川中央1-2-2

病院や介護施設等へのカット・シャンプーの訪問美容サービス
の事業化

1357 2018/11/19 ㈱七鷹

竹原

経晶

横浜市中区山下町279

トラック運送事業者間のトラック短期リースのマッチング事業

1358 2018/11/14 イノベーティブ・デザイン合同会社 冨田

欣和

川崎市幸区新川崎7-7-222

システムズエンジニアリング方法論を活用した人材育成サービ
スの開発及び商品化

1359 2018/12/4 タイヤフェスタ㈱

安西

隆

大和市深見西2-3-26

労働生産性向上のための新規機器の導入、並びに「持ち込みタ
イヤ交換専門店」という新業態の認知度向上にむけた新規出店

1360 2018/12/3 創機工業㈱

池野

貴則

相模原市南区若松2-14-6

屋根上に安全に上れる設備の開発・販売

1361 2018/12/3 ㈲あさのやおふぃす

秋山

麻美

相模原市南区東林間4-38-9

生活習慣病等健康課題を解決したい人の食育
きお食事セットの開発・販売

1362 2018/12/18 ㈲光製作所

丸山

裕司

横浜市戸塚区上倉田町
1015-1

金属プレス加工に高付加価値の組立工程を含めた新しい生産方
式の確立

明宏
鉄軍

晃

1363 2019/1/7 ㈱イズミリフォーム 大森 三千男 秦野市堀西498

栄養サポート付

火災保険加入者の自然災害被災保険金を活用した外装・屋根等
補修工事を受注できる体制の構築

瀬戸

佳

横浜市中区長者町4-11-7

高齢者が生きがいを持って働きやすい警備・清掃員活用事業

1365 2019/1/16 ㈱デリフラワー

川又

浩之

横浜市旭区川井宿町61-5

スーパーマーケットでの園芸品等のセルフ販売の実施、及びド
ライフラワーの製作・販売

1366 2019/1/16 ㈱三陽製作所

水村

滋

横浜市金沢区朝比奈町138

「精密冷間鍛造技術で製作したスパイラルギア」の開発及びワ
ンストップでの製品化

1367 2019/1/23 ジェイファーマ㈱

遠藤

仁

横浜市鶴見区小野町75-1

胆道がんを適応とする革新的抗がん剤（First in Class）の開
発

1368 2019/1/23 セグウェイジャパン㈱ 奥田 圭太

横浜市中区海岸通4-24-303

ツアーパッケージ商品の販売

1369 2019/1/23 ㈱Ideal

塩谷

匡弘

横浜市神奈川区神奈川本町
10-5

ライフイベントごとの贈り物・自家需要を狙った、様々な素材
による立体フォトサービスの立ち上げ

1370 2019/2/4 ㈲Ｍ＆Ｍ

西田

正道

相模原市中央区矢部1-2-16

出産・育児期の女性を活用して行う、リサイクル品の委託販売
サービス

1371 2019/2/25 水浅青果㈱

佐野

光幸

横浜市神奈川区山内町２

Zumex(Spain)社製生ジュース絞り機の無償貸与による販路拡大

1372 2019/2/12 ㈱本牧館

黒川

芳宜

横浜市中区本牧間門19-28

地元で生産された「本牧小麦」と自然発酵種ルヴァンを活用し
た新商品の開発と販売

1373 2019/2/20 オゾンセーブ㈱

中西

孝太郎 秦野市堀山下119-11

新断熱素材開発事業の確立

1374 2019/2/13 warmth㈱

栗原

秀郎

横須賀市根岸町3-13-12

パーソナルジムを活用する２枚のドリームフォト事業

1375 2019/2/15 ㈱フジケン

藤田

雄一

横浜市鶴見区駒岡2-5-22

インペラ式籾摺り精米機の開発及び商品化

1376 2019/3/12 ㈲幸電子

福士

信雄

横浜市鶴見区矢向4-30-16

圧着及び応力分散技術を反映したワイヤ・ハーネス製造の全自
動化

1377 2019/3/5 ㈱菱和園

小尾

勝一

高座郡寒川町倉見1134

有機茶の茶農家と当社製造ノウハウを活かしての有機茶の開
発・製造・販売

1378 2019/3/28 新生産業（株）

平川

近

大和市深見西4-7-24

低コスト多雪地域用視線誘導標識の開発

1364 2019/1/7

㈱リンクファシリティーズ

