令和元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

渡部

秀一

横浜市保土ヶ谷区鎌谷町299手書きした文字を電子化するクラウドサービス
48

1380 2019/4/17 ㈱海翔

雨宮

克之

横浜市中区山下町279 横浜 女性ドライバーの雇用促進と育成計画の確立による「海コンなで
航空貨物ターミナル別館303 しこ便(仮称)」の開始

1381 2019/4/26 ㈱共栄製作所

問谷

正利

座間市小松原2-6-5

自動車部品用高精度金型加工技術を活用した新規加工分野進出

1382 2019/4/26 相模塗装㈱

相原

敏行

平塚市東八幡5-10-2

多品種・大型化に対応する革新的な塗装設備の導入

1383 2019/5/20 ㈲ディーメイクス

吉井

啓悟

横浜市保土ヶ谷区川島町594 中空構造による軽量化でデンチャー（義歯床）を効率的に製作

1379

2019/4/9 ㈱プロメーテ

1384 2019/5/20 ㈱横浜デントセラミック 森田 真紀雄

横浜市保土ヶ谷区和田1-18高精度のカスタムアバットメントの短時間での内製化
30 芙蓉ハイツ

1385 2019/5/27 ㈱エムズワークス

松下

幸治

相模原市南区東林間4-40-12

地中埋設電線ケーブル処理に特化した特殊車両の開発・商品化・
生産

1386 2019/6/11

ネットワークアディションズ㈱

浅野

篤哉

秦野市南矢名2-14-10

ＦＭ同期装置の開発・販売

1387 2019/5/30

㈱いしいフードプランニング

石井

薫

秦野市下大槻1201

ドレッシング製造における品質向上と生産能力の向上

寺坂

雅宗

川崎市多摩区登戸3056-204

一流の写真家、プリンティングディレクターの協働による、高品
質モノクロポートレート写真の製品化

1389 2019/5/20 ㈱ファインテック

関根

清

藤沢市湘南台4-7-2-2305

「小規模工場管理統合ｼｽﾃﾑ」を開発し，生産性向上を図り，生み
出された余力を活用して新規事業へ参入する。

1390 2019/5/20 清和電資工業㈲

清水

康治

平塚市新町5-27清和ビル

自動化と独自技術の融合による少量多品種生産の強化と生産性向
上

1391 2019/5/27 バリューソリューション㈱ 日野

利信

川崎市川崎区本町1-4-1

IOT機器フリーズ対策における小型機器及び基盤の開発・販売事
業

1392 2019/5/30 ㈱ショウワ

藤田

明弘

横浜市戸塚区上矢部町2013

自動車用大型マフラーパイプの加工プロセス改善

1393 2019/5/30 ㈱ツジマキ

辻巻

晋輔

横浜市南区大岡3-13-12

生地素材の調達・印刷から断裁・抜き加工までの社内一貫体制の
確立

1394 2019/5/30 ㈱マウンテン

横山

智司

横浜市鶴見区鶴見中央1-4-1 不動産会社向け不動産業務支援システムの開発

1395 2019/5/30 ㈱エムアイエス

三原

淳

横浜市都筑区北山田2-5-7プ
コインランドリー店への総合的サポートサービスの展開
ロスベアコーポ１F

1396

2019/7/1 五洋工業㈱

酒村

幸男

秦野市菩提170-5

精密板金加工用３Dデータの２Dデータ化・図面化請負サービスの
事業化

1397

2019/7/1 ㈱アジャスト

長嶋

俊行

愛甲郡愛川町八菅山146-1

安全構造のシャワーボールの事業化

1398

2019/7/1

石川

英慶

相模原市中央区相模原5-5-8

顧客一人ひとりの身体状態に合ったメニューおよび食事サポート
サービスを提供する飲食店の展開

1399

2019/7/1 ㈱LINK-US

光行

潤

横浜市港北区新横浜2-3-4 5F 超音波複合振動技術を利用した溶接機の開発及び商品化

1400

2019/7/4 ㈱Ｂｙ Ｍ．Ｗ．

渡辺

真志

藤沢市辻堂6-16-30～201号

音楽同期型照明制御装置の商品化と事業展開

1401 2019/7/22 ㈱グレイン

松澤

一博

大和市中央2-2-15

theオリゴ乳酸の新規販売

1402 2019/7/11 ㈱ＹＢＣ

野澤

昌代

足柄下郡湯河原町中央3-1-8 オリジナルマーク加工と体感施設の整備による野球ギアの拡販

1403 2019/7/11 ㈱BEATICE

山口

冴希

横浜市港北区大倉山7-7-15

米油脂乳化アイスクリームの開発及び製版同盟の確立

1404 2019/7/22 ㈲旭プレス社

新井

秀之

横浜市西区中央1-35-3

役所向け名刺印刷のＷＥＢ受注システムの開発

1405

㈱ケイ・フロント・サービス

前田

かおり 茅ヶ崎市松林1-16-33

フリーズ・フレーム・ジャパン㈱

尾森

靖史

三浦郡葉山町一色字上原1809 フォトシェアリングサービスの導入およびイベント運営事業への
番地６
参画

1407 2019/8/23 三和インターナショナル㈱ 志賀

正嗣

足柄下郡箱根町仙石原字太郎 超高濃度サポニンを含んだサプリメントの独自製造技術の確立と
沢1103-13
展開

1388 2019/5/20 スタジオ

2019/8/6

1406 2019/8/16

1408

テラサカ

ミクロフェニックスジャパン㈱

2020/9/9 ㈱ブルービジョン

1409 2019/9/26 ニッテム（株）

長谷川

孝美 横浜市港北区新横浜1-13-12

土田美香子

学童クラブとインターナショナルスクール幼児施設事業新規参入

プリズム分光技術を利用したマルチセンサーカメラと専用レンズ
の開発及び商品化

横浜市港北区篠原町1121-43 学校教育支援に特化した放課後等デイサービスの展開

令和元年度経営革新計画承認企業
番号
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所在地

承認テーマ

小田原市曽我別所10

地方農業生産者との連携による「ジャパンブランドキムチ」新商
品の生産・販売

藤沢市石川5-20-11

特許取得技術による有害廃棄物分解処理装置の開発

理子

逗子市久木8-21-6

０歳児の発達を促す発達体操アプリの開発と保育園への参入

中谷

隆一

平塚市宮松町11番26-1001号 観光クルーズ及び水上タクシーで販路拡大

1414 2019/11/28 ㈱スポーツウェザー

三宅

誠

横浜市港北区新横浜3－16－ 屋外スポーツ競技施設における可搬型気象観測システムを活用し
15 SKビル
たデータコンテンツ配信事業

1415 2019/12/5 ㈱東邦

伊藤

美玲

横浜市中区山下町91番地

人財（施術者）の安定的な育成・採用・活躍の仕組みを構築し、
店舗展開を図る。

1416 2019/12/18

鈴木

貴士

小田原市早川1-19-7

Ａ３用紙３枚でビジョンとお金をつなげて社長の「お金とヒトの悩み」
を解決する、どんぶり社長のための社外パートナー軍士及び研修講師事
業の構築

1417 2019/12/27 ROY㈱

大石

竜次

川崎市高津区坂戸3-16-1

小型模擬負荷試験機を活用した非常用発電機点検実施体制の確立

1418 2019/12/27 フジ・プロダクト㈱

陶山

典之

秦野市平沢320-6

ベンディング装置の新金型ホルダーの開発及び商品化

横浜市西区南幸2-20-5
東伸24ビル 2F

WEBアプリケーション自動テストRPAパッケージソフトの開発・販
売

1410 2019/9/26 ㈱ほさか

穂坂

1411 2019/9/26 ㈱HELIX

島

1412 2019/10/28 ALL HAPPY㈱

副島

1413 2019/11/5 ㈱湘南マリーナ

鈴木貴士（早川法務行政書士事務所）

1419 2020/1/15 六元素情報システム㈱ 余

嘉一
俊浩

平

1420 2020/1/23 ㈱ロマック

鈴木

龍之介

横浜市西区花咲町5-136-14タ
新型車線分離標ロードポストの拡販
スクセンタービル501号

1421 2020/1/23 ㈱港北不動産

藤田

周三

横浜市都筑区中川6-1-D704

1422 2020/2/19 ㈱ドヴァ

土橋

整

横浜市西区みなとみらい2-2- 中小企業、部署単位で導入できる働き方改革RPA「アシロボ」の
1 LMT
開発及び商品化

1423 2020/2/17 小池合同会社

小池 康文

横須賀市津久井一丁目21番26
「低所得世帯向け学習塾・賃貸住宅一体型物件」の整備、提供
号

1424 2020/2/17 ㈱Ａｃａｕｓｅ

齋藤

洋

伊勢原市大住台1-12-13

機械メーカーとシステムベンダーのデータ交換を可能とするオー
プンCNCの開発

1425 2020/2/19 （株）アーチ技研

横田

満

横浜市中区本町3-24-1

超低周波空気圧センサを利用した無拘束型生体情報収集システム
の開発及び商品化

1426 2020/2/19 マックス建材（株）

榎本

浩康

横浜市港北区新羽町635

南米向け日本製高機能金属瓦屋根の開発

1427 2020/2/27 （株）ネクストレベル 田中

大洋

鉄道沿線の中古テナントを活用した鉄道ファン向け撮影スポット
付飲食店物件の提供

横浜市西区みなとみらい3-71 オーシャンゲートみなとみ ASPに代わる独自WEB広告成果集計・管理システムの開発
らい10F
横浜市中区松影町1-3-7ロッ 国内Ｎｏ１動画クリエイターチームの開発と動画制作サブスクリ
クヒルズⅧ401
プション＆成果報酬の全国展開

1428 2020/2/27 ㈱グローバルシェア

中尾裕一郎

1429

2020/3/2 ＨＬ㈱

佐藤

由梨

川崎市川崎区東田町9-6
加瀬ビル101 ４階

1430

2020/3/9 （株）トライズ

村岡

知治

横浜市神奈川区西神奈川1-6子育て世代が安心して住める安全な住宅の開発・販売
1-5F

1431

2020/3/9 （株）ＷＡＫＵＷＡＫＵ 鎌田

友和

横浜市神奈川区鶴屋町1-1-2

クラウドを利用した社内業務総合管理システムの開発と販売

不動産・建築業界に特化したマーケティングオートメーションシ
ステムの提供と営業支援事業

藤沢市辻堂東海岸一丁目10番 ペット専用漢方の飲みやすいサプリの開発及び獣医師との連携に
20号
よる漢方の処方指導や効果向上策の提供
横浜市南区中里二丁目3番12
号（工場：鎌倉市植木711- 3Dスキャナーを活用した非破壊型リバースエンジニアリング事業
3）

1432 2020/3/24 ㈲シーサイド薬局

岩田

淳

1433 2020/3/24 上原産業㈱

上原

佳子

1434 2020/3/24 ＲＡＶＥＮ(株)

山川

太一

横浜市泉区岡津町176番地

1435 2020/3/30 (合同)ヨシダエクスプレス 吉田

幸司

横浜市磯子区森一丁目15番12 運送業の情報網を活用した、独居老人の見守り＆訪問医療マッ
号第2磯子ハイツ1109号
サージサービス

1436 2020/3/30 （株）冒険生活

柏木

千草

横浜市港北区大曽根台10番61R1K賃貸ルームの付加価値を高めるリノベーション事業
4号

1437 2020/3/30 (株)スタイル工房翔

三浦

好義

横浜市泉区和泉中央南5-22- 独自の設計等によるコンパクトでも開放感のある省エネ木造住宅
16
の開発

統合型モビリティーパーク事業

