
地域未来牽引企業　選定一覧

静岡県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイエイアイ 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 石田　徹 製造業 http://www.iai-robot.co.jp/

株式会社浅沼技研 静岡県浜松市西区湖東町4079-1 浅沼　進 製造業 http://www.asanuma-g.jp/index.html

アツミ電氣株式会社 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 小田　裕昭 製造業 http://www.atsumi.co.jp/

株式会社アマノ 静岡県磐田市池田1381-11 天野　哲夫 製造業 http://www.amano-grp.co.jp

株式会社ANSeeN
静岡県浜松市城北3-5-1 静岡大学光創起イノ
ベーション研究拠点棟303

小池　昭史 製造業 http://anseen.com

井上機工株式会社 静岡県富士宮市杉田1138 井上　芳久 製造業 http://www.inouekiko.co.jp

イハラ建成工業株式会社 静岡県静岡市清水区長崎69-1 ｲﾊﾗﾋﾞﾙ 杉本　金市 製造業 http://www.ihara-ci.co.jp/

インフィック株式会社
静岡県静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡
17F

増田　正寿 医療、福祉 http://www.infic.net/

株式会社ウェルビーフードシステム 静岡県静岡市清水区川原町18-28 古谷　博義 製造業 http://www.wellbe-fs.jp/

エイケン工業株式会社 静岡県御前崎市門屋1370 早馬　義光 製造業 http://www.eiken-kk.co.jp

株式会社エイディーディー 静岡県沼津市宮本25-1 下田　一喜 製造業 http://www.add-corp.jp/

株式会社エステック 静岡県駿東郡清水町伏見385-2 鈴木　誠一 製造業 www.s-technology.co.jp

ＳＵＳ株式会社 静岡県静岡市駿河区南町14-25 ｴｽﾊﾟﾃｨｵ6階 石田　保夫 製造業 https://www.sus.co.jp

株式会社エムテクノ 静岡県沼津市西間門165 川瀬　学 製造業 www.m-tecno.jp

大村興業株式会社 静岡県沼津市原町中1-1-5 大村　智紀 製造業 http://www.omura-kogyo.com

カメヤ食品株式会社 静岡県駿東郡清水町新宿815-2 亀谷　泰一 製造業 http://www.kameya-foods.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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カワサキ機工株式会社 静岡県島田市金谷栄町347-8 川﨑　洋助 製造業 http://www.kawasaki-kiko.co.jp/

加和太建設株式会社 静岡県三島市文教町1-5-15 河田　亮一 建設業 http://www.kawata.org/

株式会社木村鋳造所 静岡県駿東郡清水町長沢1157 木村　寿利 製造業 http://www.kimuragrp.co.jp/

株式会社キャンバス 静岡県沼津市大手町2-2-1 河邊　拓己 製造業 http://www.canbas.co.jp

国本工業株式会社 静岡県浜松市東区貴平町320 國本　幸孝 製造業 http://www.kunimotokogyo.co.jp/index.html

株式会社コーヨー化成 静岡県静岡市清水区蒲原神沢387 藤井　好己 製造業 http://www.koyo-kasei.co.jp

株式会社古藤田商店 静岡県伊豆市瓜生野字中原32 古藤田　博澄 卸売業、小売業 http://www.kotouda.co.jp/information/group.html

株式会社近藤鋼材 静岡県沼津市本字出口町328 近藤　千秋 卸売業、小売業 http://www.kondo-kouzai.co.jp

株式会社桜井製作所 静岡県浜松市東区半田町720 櫻井　成二 製造業 http://www.sakurai-net.co.jp

サンエムパッケージ株式会社 静岡県島田市大代1086-1 三宅　馨 製造業 http://www.san-m.co.jp/

株式会社三協 静岡県富士市伝法573-13 石川　俊光 製造業 http://www.sankyocoltd.co.jp/

静岡製機株式会社 静岡県袋井市山名町4-1 鈴木　直二郎 製造業 http://www.shizuoka-seiki.co.jp

有限会社春華堂 静岡県浜松市中区鍛冶町321-10 山崎　貴裕 卸売業、小売業 http://www.shunkado.co.jp/

株式会社榛葉鉄工所 静岡県掛川市本所650 榛葉　貴博 製造業 http://www.shinba.net/

株式会社新丸正 静岡県焼津市三和1384-1 久野　徳也 製造業 http://www.s-marusyo.jp

杉本製茶株式会社 静岡県島田市横岡242-1 杉本　博行 製造業 http://www.shizuoka-tea-no1.net/

株式会社鈴木楽器製作所 静岡県浜松市中区領家2-25-12 鈴木　萬司 製造業 http://www.suzuki-music.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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株式会社鈴生 静岡県葵区下1108-8 鈴木　貴博 農業、林業 http://www.oretachinohatake.com/

株式会社SPLYZA
静岡県浜松市中区和地山3-1-7　浜松イノベー
ションキューブ

土井　寛之 情報通信業 http://www.splyza.com

西光エンジニアリング株式会社 静岡県藤枝市高柳3-30-23 岡村　邦康 製造業 http://www.seikoeng.jp/

株式会社太洋サービス 静岡県浜松市西区篠原町9254-2 鈴木　京子
サービス業（他に分類
されないもの）

http://taiyo-ser.com/

株式会社タウンズ 静岡県伊豆の国神島761-1 野中　雅貴 医療、福祉 http://www.tauns.co.jp

株式会社竹屋旅館 静岡県静岡市清水区真砂町3-27 竹内　佑騎
宿泊業、飲食サービス
業

http://hotelquest.co.jp/

テイボー株式会社 静岡県浜松市中区向宿1-2-1 髙原　建司 製造業 http://www.teibow.co.jp

株式会社テクノサイエンス 静岡県沼津市一本松128-2 日吉　晴久 製造業 www.t-science.co.jp

天間特殊製紙株式会社 静岡県富士市天間264 金子　武正 製造業 www.tentok.co.jp

東海電子株式会社 静岡県富士市厚原247-15 杉本　一成 製造業 http://www.tokai-denshi.co.jp

東海部品工業株式会社 静岡県沼津市双葉町9-11-12 盛田　延之 製造業 http://www.tokaibuhin.co.jp

東洋電産株式会社 静岡県沼津市千本緑町3-11 杉村　光一郎 製造業 http://www.toyodensan.co.jp

株式会社トヨコー 静岡県富士市青島町39 豊澤　一晃 建設業 http://coollaser.jp/

株式会社ＴＲＩＮＣ 静岡県浜松市西区大久保町748-37 高柳　真 製造業 http://www.trinc.co.jp

株式会社長倉製作所 静岡県沼津市桃里606 長倉　修二 製造業 http://www.nagakura-mc.co.jp

ナカダ産業株式会社 静岡県島田市金谷東2-1046 蓑川　和道 製造業 http://www.nakadanet.co.jp/

日本アキュムレータ株式会社 静岡県静岡市清水区西久保415 杉村　登夢 製造業 http://www.nacol.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.oretachinohatake.com/
http://www.splyza.com/
http://www.seikoeng.jp/
http://taiyo-ser.com/
http://www.tauns.co.jp/
http://hotelquest.co.jp/
http://www.teibow.co.jp/
http://www.t-science.co.jp/
http://www.tentok.co.jp/
http://www.tokai-denshi.co.jp/
http://www.tokaibuhin.co.jp/
http://www.toyodensan.co.jp/
http://coollaser.jp/
http://www.trinc.co.jp/
http://www.nagakura-mc.co.jp/
http://www.nakadanet.co.jp/
http://www.nacol.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

パーパス株式会社 静岡県富士市西柏原新田201 髙木　裕三 製造業 http://www.purpose.co.jp/

株式会社ハイタック 静岡県沼津市松長443-1 稲田　博 製造業 http://www.hi-tak.co.jp

パイフォトニクス株式会社 静岡県浜松市東区天王町673 池田　貴裕 製造業 http://www.piphotonics.co.jp/

株式会社バイオスシステム 静岡県湖西市横山317-67 山口　哲功 情報通信業 http://www.vios.co.jp

株式会社ハマネツ
静岡県浜松市中区砂山町325-6 日本生命浜松
駅前ﾋﾞﾙ3F

河藤　一博 製造業 http://www.hamanetsu.co.jp/

ハラダ製茶株式会社 静岡県島田市岸町194 原田　宗一郎 製造業 http://www.harada-tea.co.jp/

株式会社平垣製作所 静岡県静岡市清水区土25 平垣　徳之 製造業 http://www.hiragaki-s.co.jp

有限会社福田織物 静岡県掛川市浜川新田771 福田　靖 製造業 www.fukuda-textile.com

株式会社ブルックマンテクノロジ
静岡県浜松市中区大工町125 鴨江小路ビルディ
ング9階

青山　聡 製造業 http://brookmantech.com

株式会社ホテイフーズコーポレーショ
ン

静岡県静岡市清水区蒲原4-26-6 山本　達也 製造業 http://www.hoteifoods.co.jp

丸七製茶株式会社 静岡県島田市本通6-8370 鈴木　成彦 卸売業、小売業 www.marushichi-group.jp

丸富製紙株式会社 静岡県富士市比奈678 佐野　武男 製造業 http://www.marutomi-seishi.co.jp/

港トラック運送株式会社 静岡県静岡市清水区興津清見寺町1375-63 若山　幸信 運輸業、郵便業 http://minato-truck.co.jp

睦工業株式会社 静岡県沼津市原字鳥沢673-7 鈴木　敏洋 製造業 http://www.mutsumicoltd.com

メガロ化工株式会社 静岡県焼津市柳新屋231 久野　泰嗣 製造業 http://www.megaro.info

矢崎化工株式会社 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1 矢崎　敦彦 製造業 http://www.yazaki.co.jp

株式会社山崎製作所 静岡県静岡市清水区長崎241 山崎　かおり 製造業 www.yamazaki-metal.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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山田車体工業株式会社 静岡県沼津市松長字改正600 山田　和典 製造業 http://www.yamada-body.co.jp/

やまと興業株式会社 静岡県浜松市浜北区横須賀1136 小杉　昌弘 製造業 http://www.yamato-industrial.co.jp/

山梨罐詰株式会社 静岡県静岡市清水区興津中町974 山梨　裕一郎 製造業 http://www.yamanashi-kanzume.co.jp

山本被服株式会社 静岡県駿東郡清水町卸団地163 山本　豪彦 卸売業、小売業 http://ymmt-h.co.jp/

リンクウィズ株式会社 静岡県浜松市中区高林1-8-43 吹野　豪 製造業 http://linkwiz.co.jp/

株式会社レンティック中部 静岡県浜松市中区高林5-7-13 半場　裕康
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.rentic-chubu.co.jp

碌々産業株式会社 東京都港区高輪4-23-5 海藤　満 製造業 http://www.roku-roku.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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