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Ｈ４ 農業組合法人　大富農園 伊豆長岡町 生花（洋らん）及び果樹類（果物）の生産、販売、慣行事業

第１回 ㈱環境アセスメントセンター 静岡市 環境調査・影響予測評価・モニタリング・管理計画ほか

㈱丸　佳 浜松市 工業用ゴム部品・化成品・形状記憶樹脂｢メモリーラバー」の製造販売

Ｈ５ 新富士製紙㈱ 富士市 廃棄物活用の製紙作りでリサイクル精神を高揚

第２回 ㈱ベルッツ 藤枝市 内線通話型の移動体通信を確立

協同組合アクアテクロップ 浜松市 新工法ウォータージェットで下水道工事をサポート

Ｈ６ ㈱ミロク 三島市 建設工具のパイオニア。メインは「パーフェクト墨つぼ」

第３回 ㈱静　甲 清水市 ニュービジネス（エコビジネス)市場に積極参入。空き缶回収機「ＣＡＮＢＯＹ」

㈱浜　名 浜松市 わずか４名で健康食品ＤＨＡ開発に成功

Ｈ７ 御殿場高原ビール㈱ 御殿場市 県内でいち早く地ビール事業に着手。規制緩和により生まれたＮＢへ果敢な挑戦

第４回 星光社印刷㈱ 静岡市 印刷工程のデジタル化を実現。マルチメディアへの道を開拓

㈱システック 浜松市 女性だけのプロジェクトチーム「ＰＬＵＳＣＬＵＢ」を設立し新事業に挑戦

Ｈ８ ㈱クボタ商会 富士市 製紙スラッジの新燃料プラントの開発と燃料灰(紙の砂）の製品化

第５回 ㈲システムフォーユー 清水市 オリジナル香水量り売り販売の展開

ドットオノックス㈱ 浜松市 異業種交流によるカボス＆天然水ファミリードリンクの開発

Ｈ９ ㈱ニチワ 沼津市 エアー逆止弁緩衡材による梱包資材

第６回 三和建商㈱ 静岡市 リサイクルロンシステムを核とした産業廃棄物総合リサイクルセンター事業

㈱テクシア 浜松市 書類の端面研磨及び表紙クリーニング機器の開発

Ｈ１０ トライ･カンパニー 沼津市 保冷材製造、鮮度保持材の販売

第７回 ㈱不二コーン製作所 藤枝市 食品用紙トレーの製造販売、機械設備の製造販売

㈱電興社 浜松市 電気部品の卸売り

Ｈ１１ ケイ･アンド･エム･エレクトロニクス㈱ 御殿場市 光媒体を使用した抗菌･殺菌商品（防災用品･レジャー用品）の製造及び販売

第８回 グローバル・デザイン㈱ 静岡市 広告デジタルコンテンツ制作、プログラムのマルチドックシステムの開発販売

やまと興業㈱ 浜松市 超高輝度ＬＥＤ使用の光グッズの製造及び販売
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Ｈ１２ ㈱回線媒体研究所 浜松市 インターネット電話用アダプター及びｉ－ｍｏｄｅ用音声提供システムの開発

第９回 ㈱アクトコーポレーション 三島市 空き缶及びペットボトル回収を促進する減容機器の開発

㈱プロトロ 浜松市 薄型平板ダイナミックスピーカーの開発と量産

Ｈ１３ ㈱ウェッジ 静岡市 セラミックスを用いた環境維持に貢献する製品の製造販売

第１０回 ㈱エコノス・ジャパン 菊川町 パルス光抗菌装置など殺菌分野に係る機器の製造販売

丸順工業㈱ 引佐町 省力化と安全を目指した多目伐開機の開発と製造販売

（奨励賞） ㈲クリック・ドットコム 藤枝市 パソコンを利用した各種事業

㈱日本ロック 浜北市 自動車・オートバイ・産業機械等に用いられるスイッチ、センサー、電子部品、照明装置の設計開発及び生産

プロジェクト・エー㈱ 富士市 わずか４名で健康食品ＤＨＣ開発に成功

Ｈ１４ ㈱エスジー 沼津市 劣化外壁改修用の強化塗装の開発と簡便安価な塗装工法

第１１回 龍山村森林組合 龍山村 バイオ式生ゴミ処理機及びバイオ式トイレの商品開発と木材の有効活用

㈱フライングモール 浜松市 電源とアンプの融合技術を利用したパワーエレクトロニクス商品の開発製造販売

（奨励賞） ジャパンシステムサービス㈱ 静岡市 阪神淡路大震災の実体験に基づいた室内安全対策の総合サービス事業

池戸電気工事㈱ 浜松市 風力発電機と太陽光発電パネルを組合わせたハイブリッド照明灯の設計施行

Ｈ１５ ㈱シナプス 沼津市 健康診断カルテのポケットカード化で常時携帯により健康管理するシステム開発

第１２回 古旗　照美 静岡市清水 アスリート等に対する栄養サポート、食育の普及促進

奥浜名カテキツト共和国 細江町 グリーンツーリズム体験型５施設の連携による誘客活動

（奨励賞） ㈱ファイル 静岡市 医療関連施設内のトータル環境改善システムの開発

㈱ＣＡＩメディア協同開発 浜松市 パソコン用教育ソフト、会話ロボットの企画・開発・販売

Ｈ１６ ㈱ビーエル 沼津市 体外診断用医薬品、環境検査用試薬関連等の企画・開発

第１３回 ㈱ホリックス 沼津市 医療用具、人工関節の製造・販売

㈱アイアコス 浜松市 病院向け受付・順番案内等の受付関連のシステム機器を開発、製造販売

（奨励賞） ㈱フジＥＡＰセンター 静岡市 ＥＡＰ（従業員支援プログラム）事業

やまと興業㈱ 浜北市 ＬＥＤライトによるチンゲン菜の苗茎発育装置の開発
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Ｈ１７ ㈱エコテック 焼津市 魚燐を原料としたコラーゲンの製造技術開発

第１４回 朝霧ヨーグル豚販売協同組合 富士宮市 乳酸発酵飼料による養豚及び食肉副産物の特製品化

㈲池田電子工学研究所 浜松市 大容量の特定映像情報の抽出編集装置の開発

（奨励賞） アイサン工業㈱ 浜松市 水をリサイクルする汚水処理凝集剤の開発

㈲鈴木プレス工業所 湖西市 無停電電源装置用新型フライホイールユニットの開発

Ｈ１８ ㈱クリアテック 磐田市 高精度ヘリカルギアーの冷感鍛造化技術の開発

第１５回 ㈱ウェッジ 静岡市 ゼオライトの機能を応用した燃料改質添加剤の開発

レクソル㈱ 磐田市 ロジスティックス・エンジニアリングとシステムソリューションの融合による物流の改革

（奨励賞） ㈱マックスフィールズ 静岡市 サービス業におけるアウトソーシング事業の展開

アツミ電気㈱ 浜松市 インターネット回線利用の防犯機器ＩＰ画像送信機の開発

Ｈ１９ ㈱モルドテック 浜松市 抗菌・抗カビ新素材の開発

第１６回 ㈱ミダックホールディングス 浜松市 廃棄物処理コンサルティング事業の展開

特定非営利活動法人マンパワーカフェ 静岡市 定年退職者を活用した中小企業の経営支援

（奨励賞） ショーダテクトロン㈱ 浜松市 硬脆性材料加工装置の開発

㈱豊浜技研 磐田市福田 食品加熱・冷却装置の開発製造

㈱ハル・インダストリ 静岡市 ニオイ環境総合コンサルティング事業の展開

H２０ 静岡油化工業㈱ 静岡市 産業廃棄物である豆腐のおからを原料とした、バイオエタノールを開発、製品化

第１７回 ＢｉｏＲＯＩＳ㈱ 三島市 遺伝研式生物資源運搬・保存カードの開発

やまと興業㈱アイビーエックス事業部 浜松市 輸送用機械製造及び超硬合金技術を全く異なる食品分野に活かし、超微粉末製品(お茶)を開発

（奨励賞） 丸大鉄工㈱ 浜松市 特殊な超硬丸鋸の開発ノウハウを活かし、新たな分野で竹を素材にした製品(食品)を開発

アスター㈱ 浜松市

㈱スポーツ・ウエルネス総合企画研究所 三島市 認知動作型トレーニングシステムの革新性に着目し、同システムを活用

東海部品工業㈱ 沼津市

㈱アイエイアイ 静岡市 従来の産業用ロボットの動力源をエアーシリンダーから電動シリンダーに開発・移行。
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廃材処理されていた木材の樹皮を遠州の伝統的な製織法と協働して、木材繊維衣料・内装材などに有効活用

自動車向けボトルの製造から医療用機器の開発など、新たな分野に挑戦。日本人に合う製品・手術用機器の開発
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H２１ （大賞）

第18回 イノテーティブ・デザイン＆テクノロジー㈱浜松市

(特別賞）

㈲エスビー・エヌダブル 浜松市 飲食店の企画・運営・経営ノウハウのシステム化。

H２２ （大賞）

第19回 ㈱ウェルビーフードシステム 静岡市

(特別賞）

㈱アルモニコス 浜松市

H２３ （大賞）

第20回 ㈱ブルックマンテクノロジ 浜松市

(特別賞）

第一化成㈱ 牧之原市

H２４ （大賞）

第21回 パイフォトニクス㈱ 浜松市

(特別賞）

㈱TOSMO 磐田市

H２５ （大賞）

第22回 ㈱栄和 浜松市

(特別賞）

㈱リバーソン 袋井市

H２６ （大賞）

第23回 ㈱鈴生 静岡市

(特別賞）

㈱PEER 浜松市

H２７ （大賞）

第24回 ㈱ゴトー理研 浜松市

(特別賞）

㈱サンルート 藤枝市

「メモリアルファーストシューズ」（「ジュエリーメッキ加工」技術）の作製・デリバリーに係る事業展開

共凄培養による微生物を活用した「土壌改良剤スーパーER」の製造販売に係る事業

誘導プラズマ方式照明「エネブライト」の開発。

循環水に強い電流を流すことにより、スケール除去能力を飛躍的に向上させる、薬品を使用しない電解装置を開発。
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抗がん剤治療に悩む患者のトータルサポートサービス関連事業

高感度・高速度CMOSイメージセンサの開発。

集光型太陽光発電用レンズの開発。

高齢者のための｢ウェルビーソフト食｣の開発。

3次元CADデータと非接触測定データを利用した品質向上、短納期を支援するシステムspGaugeの開発。

ＩＣＴを活用した食の安全・耕作放棄地対策並びに後継者育成に係る事業展開

残渣・臭いが発生しない新しい生ゴミ処理機「ZERO」の開発。

微生物制御発酵茶の製法開発・地域企業への技術移転。

LED照明装置「ホロライト・シリーズ」の開発。
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Ｈ２８ （大賞）

第25回 ㈱けんだいがかり 静岡市

（特別賞）

㈱キャップ 森町 プレス成型技術「TAM成形法」技術確立に係る事業展開

Ｈ２９ （大賞）

第26回 ㈱イージステクノロジーズ 沼津市

（特別賞）

ガイアフローディスティリング㈱ 静岡市 地域資源を活用したウイスキーづくりに係る事業展開

静岡県ニュービジネス大賞受賞企業一覧
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唾液を用いた乳がんの初発・再発転移がんリスク検出システム・製品化に係る事業

人工知能を取り入れた「極小型運行記録計」及び「大型車両事故軽減システム」に係る事業展開


