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1
吉川国際特許商
標事務所

吉川晃司
https://www.y-
po.net

静岡市駿河区新川
1-11-28

サービス 特許事務所

平成3年開業の特許事務所で静岡県内の企業を中心
に多くの特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出
願、商標登録出願等の特許庁に対する手続の代理を
業務としております。

弁理士吉川晃司、弁理士吉川明子の複数弁理士に
よる体制で、特許出願は機械、メカトロ、金属、化学、
食品、ソフトウェア等の種々の技術分野に対応可能で
す。更に、外国で特許権、商標権等を取得するための
外国出願も取り扱っております。また、所長弁理士吉
川晃司は複数の商工会議所、商工会等の公的中小
企業支援機関の専門指導員等を務めています。

2

デジタル・マーケ
ティング・アドバイ
ス

長坂祐二
https://peraichi.co
m/landing_pages/v
iew/n1ay3

藤枝市末広4-18-8 サービス
ICT・IoT・業務改善
アドバイザー

ICT・IoT・デジタルマーケティング・業務改善・講師
（1）デジタルマーケティング支援　Web・SNS・動画・サ
イネージ・広街広報・TVCM
（2）ICT業務支援　会計・給与・販売・生産管理・クラウ
ドサービス
（3）IoT企画開発支援　製造・流通・公共・教育・IoT企
画構築運用対応
（4）改善コンサルティング支援　現場改善・経営改善・
物流改善・５S５定指導
（5）セミナー開催　ICT・IoT・デジタルマーケティング・
業務改善セミナー

アドバイザー、派遣登録、公的支援ご利用ください。
（1）中小企業庁　ミラサポ派遣事業登録
（2）静岡県ICT推進課　ICTエキスパート派遣事業登録
（3）（公財）静岡県産業振興財団　専門家派遣制度
登録　経営分野・情報化分野
（4）（公財）静岡県産業振興財団　環境改善派遣　も
のづくり革新インストラクター
（5）藤枝商工会議所　エキスパートバンク専門家登録

3 あいキッズランド㈱ 小澤澄子
https://www.aikids
land.com

藤枝市田沼3-20-28 その他（保育園）
藤枝市、焼津市にある
小規模保育園です。

藤枝市内に２園、焼津市に２園あります小規模保育園
です。職員３３名在籍しています。

当園では、家庭的保育園の特徴を活かし、一人ひとり
のお子さんの個性を大切にし、子供第一の保育を目指
しています。個人差のある発育や発達の様子を家族と
ともに見守りながら、愛しんで保育を進めていきます。

4
池田佳通税理士
事務所

池田佳通
https://yikeda-
zeirishi.tkcnf.com/

藤枝市岡出山1-17-16 サービス 税理士業

・法人設立、開業支援に関する業務
・法人税、所得税、各種税務に関する業務
・経理、会計、決算に関する業務
・経営相談、経営計画策定に関する業務
・自計化支援に関する業務　など

何でも気軽に相談できる身近な税理士を目指しており
ます。些細な事でもお気軽にご相談ください。

5
エレガンスフラワー
ミルローズ

佐藤ちえ
http://www.elegance
flower-millrose.com/

藤枝市駅前2-17-14 卸売

・フラワーデザイン（ヨー
ロピアン）の主体にオリジ
ナルの作品を制作
・ボランティアで老人
ホームにて活動

フラワーデザイナーがプロデュース＆アレンジする
“森の小さなお花屋さん”です。

記念日や誕生日プレゼント、ご贈答品にヨーロピア
ンデザインのオリジナルアレジメントをお届けいたし
ます。

6 ㈱サンルート 渡邉良則
http://www.sunroute
-jp.com

藤枝市堀之内1729 小売
農業資材、健康関連商
品卸・小売業

「人間も動物も植物も生命の基本は同じ」を理念に、医
療・福祉・農業・食品・環境などの社会的な問題点を
「医食住同源」の考え方により根本解決を目指すオン
リーワン事業を展開。土壌改良剤「スーパーE・R」によ
り、第２４回静岡県ニュービジネス大賞特別賞受賞、
第1回世界土壌微生物オリンピック金銀銅受賞、農業
技術大系「土壌施肥編」に掲載されるなど、日本国内
のみならず海外からも大変注目されているビジネスを
展開。

医療、農業、住宅を代表とする各分野が企業や分野
の垣根を越え、協力して活動することにより、子供たち
に明るい未来を繋ぐことができると考えます。利益追求
だけの企業経営でなく、利他の精神に則った事業展開
をしています。

7 藤枝Itbook㈱ 小林啓男 藤枝市前島1-7-10
その他（ITコンサ

ルタント業）
IT・ICTに関するコンサル
ティング

藤枝ICTコンソーシアム推進業務の支援事業者である
Itbook株式会社の１００％子会社です（Itbook株式会
社執行役員小林啓男が社長を兼務）。藤枝市及び近
郊におけるICTの導入を支援しています。Itbook株式会
社は行政、独立行政法人、民間、金融業界の事業分
野において、コンサルティングサービスを展開していま
す（Itbookの事業内容：
https://www.itbook.co.jp/service/)。

志太地区の皆様のICTの有効な活用による経営課題
の解決と競争力の向上を、高度な専門的知識と経験
を有したコンサルタントが、現状の課題やご希望に合わ
せてご支援いたします。IT関連の環境変化の中で、顧
客満足度を第一に考えたクリエイティブなコンサルティ
ング業務を通して、志太地区の皆様の業績アップに貢
献してまいります。

https://www.y-po.net/
https://www.y-po.net/
http://www.it-lnt.com/
http://www.it-lnt.com/
http://www.it-lnt.com/
https://www.aikidsland.com/
https://www.aikidsland.com/
https://yikeda-zeirishi.tkcnf.com/
https://yikeda-zeirishi.tkcnf.com/
http://www.eleganceflower-millrose.com/
http://www.eleganceflower-millrose.com/
http://www.sunroute-jp.com/
http://www.sunroute-jp.com/


8 東海ガス㈱ 植松章治
https://www.tokai
gas.co.jp

藤枝市青木2-29-1 卸売
都市ガス及びLPガスの
販売

焼津市、藤枝市、島田市で都市ガス・LPガスの普及を
すすめております。また藤枝市青木にショールーム「く
りっぴープラザ」を構えリフォームの事業を幅広く展開し
ております。2014年から福祉用具レンタルサービスを
開始し、お客様の住環境に関する様々なご要望にお
応えできるよう取組んでおります。

私共はお客様の暮らしのために地域とともに成長・発
展し続ける企業として貢献できるよう、これからも努力し
てまいります。

9 ㈱ユタカ 阿井貴宏
http://inc-
yutaka.com

藤枝市高柳2400-15 製造業
プリント基板実装、回路・
基板設計、各種組立、
検査

車載照明品を主力とした基板実装、回路基板設計と
一連の流れの中で特に手半田を得意としております。
その他、プラスチックや鉄製品などの組立、加工など
行っております。

清潔な職場環境が我が社の誇りです。広い分野へ視
野を広げ、お客様のニーズに合わせ、誠実に迅速にお
答えしてまいります。試作から量産まで熟練された検
査員による高品質な製品をお届けいたします。

10
レン　コーポレー
ション

下岡一夫
https://togisumasu.c
om/

藤枝市高柳2-5-21-1 卸売
輸入コーヒー抽出用機
材の開発と販売

9年前に、それ以前に関っていたコーヒー抽出機開発
の経験を元に、抽出機材の開発を始めた。その過程
で、家庭で使う金属製コーヒーフィルターの量産の目
途がたち、併せて電動コーヒーグラインダーの輸入開
始となった。来年度から事業を軌道に乗せる。

弊社コーヒーフィルターは紙を使わないことから旨み成
分がそのまま抽出でき、紙臭がなく、微粉が殆ど出な
い（特許）ことで雑味が出にくい。又表面にセラミック
コーティングがされていてコーヒー油分の洗浄が容易。
一方電動グラインダーは分解清掃が容易で、常に雑
味の無いコーヒーグラインドができる。

11 (同)平米 山本量子
藤枝市善左衛門1-
18-47北側

建設業
一般住宅・リフォーム・
内装工事

藤枝市で工務店を営んでおります。一般住宅をはじめ
デザイナーとコラボした店舗改装（美容室、居酒屋等
の飲食店舗を含む）を手掛けてまいりました。ZEHビル
ダー登録加盟店。お客様のニーズに合わせた完全自
由設計の一般住宅のご提案をさせていただいておりま
す。

元大工と造るOnly oneの家、コンセプトはワガママとヒラ
メキの家。全て自由設計ですが、耐震性・コスパにも力
を入れております。個性心理学の資格を取得し、お客
様のニーズを形にしたり、家族の悩みを解決、お家の
中でも外でもストレスフリーをモットーに活動しておりま
す。

12 ㈱寿 大野早織 藤枝市光洋台23-1 建設業
住宅リフォーム全般・外
装リフォーム

住宅リフォーム全般、塗装、浄活水器ワンウォーター
（素粒水）

住宅リフォーム全般を行っています。一般家庭、不動
産取引業者、アパート・マンション・賃貸店舗のオー
ナー様等幅広くご利用いただいております。塗装工事
は、知識と経験が豊富な職人がおりますので自信があ
ります。弊社の社名『寿』が持つ意味である、喜びと長
生きを提供できる会社を目指します。皆様の必要な部
分の補修全般をトータル的にお任せください。

13 お店どっと混む 田上淳一
http://streetviewd
eomise.com

静岡県藤枝市八幡
472-4

サービス
インターネットマーケティ
ング業

GoogleストリートビューとはGoogleが提供する、室内や
屋外を360°パノラマで見渡すことのできるサービスで
す。
撮影ポイントを連続して移動しながら撮影し、google
マップにアップすることで、お客様には居ながらにして店
舗の様子を確認することができ、お店選びの強力な
ツールとなります。
強力なGoogleの検索サービスを利用してあなたのお
店をアピールしましょう！

今やスマホさえあれば何でもできる時代。 行きたい場
所、やりたいことを探すには… そう、まずはGoogle検索
やGoogle Map検索！！ あなたのお店を探しているか
もしれないお客様があなたのお店にヒットした瞬間、店
内を３６０°見渡せるインドアビューが目の前に現れれ
ば、他店より興味を引くことは間違いありません。

14
㈱アウトソーシング
テクノロジー

茂手木雅樹
https://www.oste
chnology.co.jp

東京都中央区八重洲1-
2-16　TGビル本館6階

情報サービス業 技術者派遣、請負業

藤枝版クラウドソーシング「藤枝くらシェア」の運営をお
こなっています
働きたい人と仕事を出したい人をマッチングするサービ
スです

藤枝くらシェアは人手不足や突発的な案件の発注先
を探す等の課題にたいして働き手をマッチングして解
決できるサービスです
また、企業の閑散期等に空き工数を藤枝くらシェアで
仕事を見つけて有効活用もできます！

15
Parolibre DTP
Office

大根田 美子
https://www.paroli
bredtp.com/

焼津市祢宜島403-3
焼津市インキュベーショ
ンオフィス No.2

デザイン 専門・技術サービス業

ポストカード、チラシ、ポスター、パンフレットなどのデザ
イン提供。文字入力。印刷物用のデータ制作、印刷手
配。ホームページ制作。他

小規模企業・女性起業家の方々を中心に、紙媒体の
チラシやポスター、パンフレットなどのデザインを提供し
印刷手配・納品まで行います。「チラシを作るのは初め
てで、どうすればいいかわからない」という方は、進め方
から丁寧にアドバイスし作業を進めます。ホームページ
制作は、簡単なものから本格的なものまで、ご希望に
合ったホームページを作成。現在「Jimdo」で作成して
いる方、タイトルまわりのカスタマイズも承ります。

https://www.tokaigas.co.jp/
https://www.tokaigas.co.jp/
http://inc-yutaka.com/
http://inc-yutaka.com/
https://togisumasu.com/
https://togisumasu.com/
http://streetviewdeomise.com/
http://streetviewdeomise.com/
https://www.ostechnology.co.jp/
https://www.ostechnology.co.jp/
https://www.parolibredtp.com/
https://www.parolibredtp.com/


16 Repair craft 相澤健介
藤枝市東町21-6 プリ
エールA102

補修業

新築・賃貸物件などのキズ補修工事を行なっているリ
ペアクラフトと申します。
補修(リペア)とは住宅建材の傷そのものを修復するお
仕事です。いわゆる交換をせずにキズや凹みなどリ
フォームと同じように綺麗にする、それが補修(リペア)
です。キズの状態にもよりますが新品の値と比べて約
1/3程度にコストを抑えることができます！木部、アルミ
サッシ、金属、人工大理石、サイディング他、たくさんの
現状回復が可能です。

弊社は《常にお客様目線》をモットーに施工者1人でな
おすのではなく、お客様と一緒になおす！というスタイ
ルを大切にしております。
補修のプロによる「リペア講習」も承ります！
まずはお見積もりから……お気軽にお問い合わせくださ
い。

17 ㈱MOAY 中野 友美
http://www.makot
o-hasebe-
sportsclub.jp/

藤枝市田沼1丁目
サッカースクー

ル

プロサッカー選手、長谷
部誠が立ち上げたサッ
カースクールの運営をし
ております。

現在、藤枝市、浜松市、磐田市でサッカースクールを
展開
海外遠征のコーディネート
ライフキネティックトレーナー派遣
サッカー教室イベントの開催

当スクールには、ライフキネティックというドイツ発祥の
運動版脳トレの公認トレーナーが在籍しています。
今回、世界でもスポーツだけでなくライフスタイルの改
善のために行われている「ライフキネティック」を紹介さ
せていただき頂きます。

18 ピジョンホーク 加藤　哲也
http://pigeonhawk.
ftw.jp

藤枝市岡部町岡部
1073-1

サービス
イベント企画・運営・エス
テサロン

国、県、市町村及び民間のイベント企画・会場設営・運
営等

約20年に渡りイベント企画・運営に携わっております。
学園祭、介護施設、各社の夏祭りや運動会、コンサー
ト会場、寺社仏閣等、各種多様なイベントに120％のご
満足を頂けるよう対応しております。

19
尾州真味屋総本
舗

間宮　隆幸
http://www.mt-
fujiyama.jp

藤枝市緑町2-2-21 卸売
食肉（ジビエ肉）の処理
及び販売

昨今、自然環境の変化により鹿・猪などの野生動物が
全国的に増加しており、人や農作物に大きな影響を与
えております。同時にこれらの資源活用の観点から、ジ
ビエ料理が流行してきております。弊社は衛生面はもち
ろん質の高いジビエ肉を処理し、ジビエ肉の「本当のお
いしさ」と「安全」をご提供するお店として取り組んでおり
ます。

弊社ではこの度、静岡市の㈱USAKAと連携しお客様
が手に取りやすく、口にしやすい商品として、備長炭で
焼きあげた「炭火焼猪」と、原料が鹿肉のみで真空調
理された「鹿スネ」、お肉の定番「ハンバーグ」を開発し
ました。

20 ㈱ワイエス 増本重孝 http://yspaint.net/ 島田市落合358-2 サービス
塗り替え塗装と害虫駆
除の専門店

「キレイ」を「ずっとキレイに」をモットーにした塗り替え塗
装
「いい店」を「もっといい店に」をモットーにした害虫駆除
をご提案し続けています。

ゴキブリをゼロにできる唯一の方法を低価格でご提供。
・効き目が早い　・確かな安全性　・置くだけ簡単で大
反響

21
サカイ産業㈱
自動車事業部

酒井昌浩 島田市御請219-1
その他（自動車

整備）
車検・点検・鈑金塗装
業務

車検・点検・修理・鈑金・車両販売・保険 軽自動車から大型自動車まで自社で整備できます。
来年、創業５０周年を迎えます。
土曜日も営業しています。法人様の車両整備も可能
です。

22 ㈲あゆみ薬局 高柳卓弘
http://www.ayumi-
yakkyoku.com./index.
html

島田市大柳南120 その他（薬局）
調剤薬局・キエルキン
正規販売店

弊社は、除菌消臭剤「キエルキン」の正規販売店とし
て活動しております。人や食べ物にもやさしい次亜塩
素酸と水のみで作られました。アンモニア、タバコ臭、
加齢臭さえも消臭。食中毒やインフルエンザウイルスな
どの30秒除菌エビデンスを取得しており、花粉、カビの
対策にも使用できます。キエルキンは、静岡県学校給
食協会、警視庁、日本ボクシング協会、ローソンなどに
も採用され、様々なジャンルで信頼され使用されてい
ます。

弊社ブースにて、どれくらい瞬時にニオイを消すのかの
実演でしたり、ウイルスがキエルキンによって一瞬で活
動停止する実験動画もご用意していますので、ぜひお
気軽に立ち寄ってください。よろしくお願いします。

23   Ｌａ　ｍｉｎｙｏｎ 小澤京子
http://minyonss.jp
/

島田市本通6丁目
7814

サービス
カフェ&レンタルスペー
スのお店です

カフェでは身体に優しいドリンクを始め、薬膳カレーや大
豆ミートのから揚げなどランチも予約を頂きやっていま
す。デザートも手作りです。レンタルスペースではなでし
こ塾と名付け、色んな先生方のワークショップ、講座を
開催しています。耳つぼセラピー、デトックスマシンも好
評です。

55才で会社員を辞め、60才でお店をオープン。人生
初めての借入をし手探りでやってきて、この10月で3周
年を迎える事ができました。笑顔が人を呼ぶ。笑顔が
人と人を繋げる。毎日楽しい出逢いに感謝しておりま
す。

24
㈱ハイナン保険
サービス

松下洋輔
http://www.sjnk-
ag.com/a/hainan/

牧之原市細江3486-
1

金融・保険 損害保険、生命保険

損害保険・生命保険の代理業、事故対応、保険金請
求のご案内

牧之原市内では、商工三団体向けの割安な商品を扱
える数少ない代理店です。現在４名ですが、契約お預
かりから、保険金のお支払いまで、一丸となって取り組
んでいます。

http://www.makoto-hasebe-sportsclub.jp/
http://www.makoto-hasebe-sportsclub.jp/
http://www.makoto-hasebe-sportsclub.jp/
http://pigeonhawk.ftw.jp/
http://pigeonhawk.ftw.jp/
http://www.mt-fujiyama.jp/
http://www.mt-fujiyama.jp/
http://yspaint.net/
http://www.ayumi-yakkyoku.com./index.html
http://www.ayumi-yakkyoku.com./index.html
http://www.ayumi-yakkyoku.com./index.html
http://minyonss.jp/
http://minyonss.jp/
http://www.sjnk-ag.com/a/hainan/
http://www.sjnk-ag.com/a/hainan/


25
村松経営コンサル
ティング事務所

村松昭宏
島田市中溝町1673-
18

サービス コンサルティング

経営コンサルティング全般について事業を展開しており
ます。

初回相談料無料です。お気軽にご相談下さい。話をす
ることで、解決の糸口を探ることができます。

26 梅工房おおいし 大石 昭 島田市向谷元町673-6
その他（梅の加

工）
島田八房梅の栽培加工
をしています

島田八房梅の栽培、加工を平成22年（2011年）より
始めました。高齢化した農家から梅林を借り受け当初4
本（100㎡）であったが現在は約80本（3,337㎡）となり
約2ｔの梅を収穫しました。完熟の梅を収穫し自ら梅漬
砂糖漬ジャム等に加工します。

私達も高齢化していますが、昨年長年勤めた会社を
辞め、梅の加工販売に専念しています。主人は定年
後間もなく栽培に専念しました。地元においしい梅（島
田八房梅）があるのに加工・販売する人が少なくもった
いないと思ったのがきっかけですが、本来は私が梅を
食べるのが好きだったからです。

27
親子サポート
Ｌａｐｉｓ

久保田はるみ
http://lapis-
support.net/

島田市伊田1301-14 サービス
個人向け、企業向け託
児サービス

一般向け一時預かりや企業向け出張託児サービスを
しています。親子サポートLapisです。自社の社員やス
タッフの為はもちろん、親子連れのお客様を取り込みた
い事業者様にもおすすめです。

より多くの人が‟子供連れでも安心”して活躍できる環
境づくりをお手伝いします。

28 APS 秋山鉄工所 秋山晴美 島田市宮川町2817 製造業
機械製造（工場設備・
食品加工設備）

長い間、JT工場内設備（主として集塵装置）を制作し
てきた。

これからは、食品加工設備に力を入れたい。

29
創作居酒屋ダイニ
ングZERO

佐野真吾 http://dining-zero.jp
静岡県島田市中河町
285-5

サービス 居酒屋カフェ

総合飲食店。ランチ、ディナー営業にて居酒屋カフェ
を経営。店内にて飲食サービス事業とアパレル事業と
を同時展開。隣のテナントで9月から曜日代わりのイン
ショップ形態でのカフェやセミナーサロン講師を雇って
の営業も開始。ドリンク種類200種、50席。夏はテラス
でビール。

店舗の2階をスタジオにして、ZEROチャンという地域交
流ネットワーク、インターネットTVにて、情報配信事業を
しています。動画を通して地域の活性化に繋げます。
パーソナリティ、スポンサーは随時募集中！！

30
フィリップモリスジャ
パン(同)

シェリー・ゴー

https://www.pmi.c
om/markets/japan
/ja/about-
us/about-us

愛知県名古屋市中区
栄2-3-6 NBF名古屋
広小路ビル9F

たばこメーカー
加熱式たばこメーカー
喫煙環境改善

たばこメーカーとして、煙のない社会を目指しておりま
す。
加熱式たばこIQOSを活用した、事業所の喫煙環境改
善のサポートをしております。

2020年4月に施行される、改正健康増進法の情報提
供、事業所の喫煙に対しての問題点の改善のサポート
を行っております。
サポート内容については、事業所で経費が掛からない
内容となっております。
みなさんの会社も、非喫煙者に喜ばれる喫煙環境にし
ていきませんか？

31 創増 増田朋也 http://sozo-s.com
島田市稲荷4丁目4-
62 105

建設・不動産
住宅補修・空き家コンサ
ルティング

住宅補修(リペア)
住宅についてしまった傷、へこみや劣化などの補修や
修繕
空き家コンサルティング
空き家について今後へ向けてのご提案、メンテナンス、
修繕、解体工事など

  公式LINE ｢創増-sozo-｣
お問い合わせは公式LINEからも受け付けております。
傷を見つけたらお気軽に写真送信を。
  instagram｢sozo_shizuoka｣
不定期更新ですがリペアのbefore→afterも時々掲載
しています。Please follow me♪

32 HR Redesign 蛭田　ひとみ
https://peraichi.co
m/landing_pages/v
iew/hrrd

島田市稲荷１−９−２４ サービス
新規事業、採用、戦略
サポート：企業、就職、
再就職サポート

●島田市のクラウドソーシングAsubi planning運営
国と島田市の地方創生事業『島田ICTコンソーシアム』
のクラウドソーシング推進部会Asubi planningを（株）丸
紅様と共に運営しています。
コンソーシアム拠点C-BASEの運営や、クライアントと
ワーカーのマッチングサイト”Asubi planning”を運用。
島田ならではのクラウドソーシング構築を目指していま
す。
●起業・働き方・採用・経営戦略サポート
働くに関するお困りごとをご提案だけでなく、実行・実践
含め、解決までのサポートをさせていただきます。

働くを豊かにしたい♪をテーマに、人的資源を再構築
して、すべての人が働いて豊かさを手に入れるサポート
をします。企業・団体様向けには人手不足の中でも生
産性を維持・向上させるためのクラウドソーシングのご
提案、採用活動のサポート（求人広告の出し方から面
接、研修のご提案等）をすることで、雇用する側と働く
人達が共に豊かになれるお手伝いをします。

33 リアル野球盤協会 鈴木久雄
https://realykb.jimdo
.com/

島田市金谷獅土居
2786-2

製造業
リアル野球盤（介護予防
ゲーム）のメーカー

リアル野球盤とは、卓上で行う野球盤の基本はそのま
まにして広い所で人が動いて楽しもう！という趣旨で考
察したレクリエーションゲームです。
このゲームの開発（改善）、製造、販売、ゲームの指
導、用具のレンタルを行っております。
適度な運動と素敵な笑顔が、介護予防（健康寿命伸
延）に、そして誰でも楽しくできるので世代間交流に役
立ちます。人生100年時代、シニアの仲間で頑張って
おります。

イベント参加実績：福島県健康長寿フェスティバル、静
岡子供福祉機器展、フェスタシズウェル、しずおか元
気応援フェア、菊川市高齢者向け健康教室、静岡県
障害者スポーツフォーラム　等
マスコミ紹介：ガイアの夜明け、NHKたっぷり静岡、Eテ
レ、団塊スタイル、とびっきり静岡、日経新聞きらり人
財、中日新聞キラリ人生、静岡新聞リアル野球盤で被
災社協を笑顔に　等　注目はされています。

http://lapis-support.net/
http://lapis-support.net/
http://dining-zero.jp/
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
http://sozo-s.com/
https://peraichi.com/landing_pages/view/hrrd
https://peraichi.com/landing_pages/view/hrrd
https://peraichi.com/landing_pages/view/hrrd
https://realykb.jimdo.com/
https://realykb.jimdo.com/


34 大井建設㈱ 池田豊
https://ooikensets
u.co.jp/

島田市川根町家山
4153-4

製造業 総合建設業

公共工事から一般の新築住宅やリフォームまで、建
築・土木・水道設備などを手掛ける総合建設業です。
究極の健康住宅「０（ゼロ）宣言の家」、画期的な土質
改良工事の「ラトナ・ソイルハードナー工法」などを展開
しております。

令和元年7月おかげさまで創業70年を迎えることがで
きました。「健康」「環境」「高齢化福祉」の3本柱を軸
に、地域のまちづくりに貢献したいと考えております。現
在、土質改良工事「ラトナ・ソイルハードナー工法」の
パートナー会社を募集中です。よろしくお願いいたしま
す。

35 ポラリス㈱ 寺田融
http://www.polaris
.cc

島田市島117-2 製造業
各種生産設備の設計・
製作・販売・点検

当社は医薬・健食・各種食品・肥飼料等の生産設備
のエンジ、保守点検、バリデーション作業を行っている
『プチ・エンジニアリングメーカー』です。乾燥機・粉砕
機・混合機・攪拌タンク等粉体・液体関連のサニタリー
性の高い小型設備・プラントの設計製作販売や既存設
備の改善改良・メンテナンスを行っています。

①生産設備の『よろず相談所』
　装置間のハンドリング、自動化、省力化の提案や改
造、プラントのエンジニアリング、中古機器の取り扱い等
よろず相談承ります。
②受託加工、研究開発等少量多品種処理用の混合
機『ポットブレンダー』を紹介させて頂きます。

36 ㈱鈴勝 鈴木良彦
http://www.suzuk
atsu.co.jp/

焼津市吉永１９１５ 製造業
醤油・ソース・醤油二次
加工したタレ類の製造
販売

 当社は明治37年、海岸塩の集荷からはじまり、醤油、
ソース、各種調味料の製造へと、日本の基礎調味料
の歴史とともに、家庭食の味を縁の下から支えてきまし
た。
 創業以来「手軽に本格的な味わいを食卓に」を理念
に、消費者の皆さまが求める商品の開発に真っ直ぐ取
り組んでいます。

 当社は長年にわたり培った技術、ノウハウから、どうす
ればお客様の求める味が出せるかを知っています。
これまでに創り上げた味覚は数千、その影には何十倍
ものトライ&エラーを経験し、特に和食であれば百様の
味覚を実現します。

37 LIFESEEDS 駒井龍雄
https://www.lifese
eds.biz

島田市元島田9254-
7

サービス WEB制作

WEB制作・WEB集客コンサルティング WEB制作・WEB集客コンサルティング・ZEROチャンとい
う地域交流ネットワーク、情報配信事業をしています。
動画を通して地域の活性化に繋げます。

38 ㈱WONE 嶋津えりか
https://w-
one.co.jp/

焼津市北新田365-2 派遣会社 派遣事業

焼津市近郊で派遣を行う当社は、様々なお仕事を経
験したい人のサポートを誠心誠意行っております。丁寧
な対応で最適なお仕事を紹介致します。

人手不足でお困りの企業様、是非当社へご用命下さ
い。宜しくお願い致します

39
日本郵便㈱
焼津郵便局

高須博昭
http://www.post.jap
anpost.jp/

焼津市焼津1-4-1 通信業 通信業

日本郵便株式会社は、日本郵政グループにおいて郵
便、物流事業、国際物流事業および金融窓口事業を
営む会社です。郵便サービスをなるべく安い料金であ
まねく公平に提供することに加え、ゆうちょ銀行から受
託する銀行窓口業務およびかんぽ生命から受託する
保険窓口業務についても、郵便局を通じて全国のお客
さまに提供しています。

-

40
アール人材開発
（資）

旗持玲子 http://rjinzai.jp/ 焼津市北浜通140-1 サービス
人財育成コンサルティン
グ・組織力強化チーム
コーチング

・人財育成のための各種研修　　・組織力強化のため
のチームコーチングを行わせて頂きます

・多くの演習により、仲間と楽しみながら学び、実践する
ことができます。　・チームコーチングでは、営業・プロ
ジェクトチームなど、組織力を強化し結果を出すチーム
をつくります

41
㈱ミヤギコーポ
レーション

中山晃一
http://www.miyagi
-c.com

焼津市駅北1-2-3ラ
イオンズマンション101
号

製造業・施術、
カイロプラク

ティック

プラスチックの再生原料
加工業と体の施術

メーカーから排出されるプラスチックを購入し、再
生原料化して、綿メーカーに販売してます。静脈
産業としてメーカーをささえています。土日祭日
は、人の健康の為、予防医学としてカイロプラク
ティック事業に取組んでいます。

昼の平日はプラスチックの再生。土日祭日は人の身体
の再生と健康を総合指導しています。

42 ㈱日昇運輸 澤下　稔
http://www.nissho
u-unyu.co.jp/

焼津市下小田中町6-
14

運輸 運送業・倉庫業

大型ウイング車～4トン2トン車とお客様のニーズにお応
えできるように幅広く車両数は32台揃えて営業してい
ます。仕様もユニック車・パワーゲート車・平車など積
載荷物の荷姿によって最適に安全輸送を徹底しており
ます。近年では個人宅へ家電配送して取付設置する
サービスも行っています。　170坪の倉庫を保有してお
り様々な荷物を取り扱っております。保管・入出庫作
業・ピッキング作業・在庫管理など正確な作業をおこ
なっております。

顧客に最適な運送プラン提案　コスト削減の明確な見
積もり対応致します。フットワークの速さを得意とし現場
の視察などからご提案させて頂きます。いくつかの新規
案件も成功させています。　倉庫を利用した一時保管
した荷物の配送などお任せください。大きな荷物から小
さな荷物まで丁寧に取り扱います。

https://ooikensetsu.co.jp/
https://ooikensetsu.co.jp/
http://www.polaris.cc/
http://www.polaris.cc/
http://www.suzukatsu.co.jp/
http://www.suzukatsu.co.jp/
https://www.lifeseeds.biz/
https://www.lifeseeds.biz/
https://w-one.co.jp/
https://w-one.co.jp/
http://www.post.japanpost.jp/
http://www.post.japanpost.jp/
http://www.miyagi-c.com/
http://www.miyagi-c.com/


43 ㈲中央熱システム 鈴木満子 焼津市田尻874 建設・不動産
ボイラー及び関連機械
設備の販売、据付点
検、検査工事

ボイラー及び関連機械設備の販売、据付工事、一般
配管工事、溶接配管工事、メンテナンス、蒸気による
温調設備の設計、施工、ボイラー関連薬品販売

事業所にとって機械設備は大事です。止まってしまっ
たら大変、防ぐには適切な据付工事、定期的なメンテ
ナンスが必要。万一の故障の時も素早く対応します。

44
㈱アンビ・ア　ホテ
ルアンビア松風閣

松永勝裕
https://www.syof
ukaku.com/

焼津市浜当目1541 サービス
宿泊業、その他グルー
プにてタクシー・観光バ
ス事業など

富士山と駿河湾を一望できる全室オーシャンビューの
リゾートホテルです。焼津の新鮮な海の幸や旬にこだ
わるお料理を提供しています。

2018年春、開業30周年を迎えリニューアル。宿泊に
宴会、パーティや会議など様々なシーンを演出しま
す。また1階には中華レストランを新規オープン！是
非、お気軽にお越し下さいませ。

45 ㈱建真工務店 増岡真人
http://www.kenshi
n-koumuten.com

焼津市本中根530 建設・不動産
住宅建設・リフォーム工
事

一般住宅の新築、建替え、リフォーム工事、オリジナル
平家住宅

現在は、愛犬家住宅と、シニア世代に向けたリノベー
ション、平家住宅の推奨をしております。他エクステリア
等の工事の提案を行っております。

46 スマートブルー㈱ 塩原太一郎
http://smartblue.c
o.jp

静岡市葵区千代2-
17-23

建設・不動産
再生可能エネルギー分
野

・太陽光発電設備の販売、施工、メンテナンス　事業
所設置　地上設置　営農型発電設備　　・農業法人運
営

弊社は日本におけるエネルギー自給率と食料自給率
を上昇させる一助をになう為に自然エネルギーによる
発電、設備の設置、耕作放棄地の耕作地化をめざす
営農型、発電設備の普及、また安定的な収入をもたら
す農業の研究にも力を入れております。

47
(福)みだらけ福祉
会

良知淳行
http://www.aoiso.
net

焼津市一色435 介護サービス
特養、ショートステイ、デ
イサービス他

特別養護老人ホームを中心に、相談窓口としてのケア
マネージャー業務から、デイサービス、ショートステイま
で提供しております。

介護離職は、企業にとって大きな損失となります。早め
の相談、対応により、リスクを最小限にすることが必要
です。是非ご相談下さい。

48 ㈱橋本組 橋本勝策
https://www.hashi
motogumi.co.jp/

焼津市栄町5-9-3 建設・不動産
建築（住宅・土木・設備
施工管理・不動産の営
業）等々をしております

大正11年の創業以来、社会資本整備の一翼を担う土
木建設業として、静岡県中部地方の公共事業を中心
に、地域に密着した事業展開をしてきました。生コン工
場や大型クレーン船を自社所有すると共に、専門工事
を得意とする各種協力業者のコーディネーターとし
て、”技術と信頼の橋本組”との評価を戴いています。
公共事業で培った技術を民間に転用し、建築やデベ
ロッパー活動等お客様本位の事業活動にも積極的に
進出しています。

株式会社橋本組は、創業97年の総合建設会社です。
静岡県中部地区に留まらず、東北から九州まで、広い
エリアでの実績があります。豊富な経験により培った技
術力を自負しており、建築やデベロッパー活動等お客
様本位の事業活動を積極的に進出しています。今後
も一つ一つの努力と信頼を積み重ね、『安心できる良
いものをより安く提供する』ことを心がけ、地域社会の発
展に貢献していきます。

49 ㈱キノシタ 木下洋美
http://www.autob
acs.net/

焼津市大覚寺3-15-
10

小売
オートバックス、勝富他
フード店舗展開企業

静岡県下でオートバックス13店舗、名代とんかつ勝富
4店舗、まいどおおきに食堂5店舗、もてなし桐や、アロ
ハテーブル、シャトレーゼを展開している企業となりま
す。創業44年、地域に愛される商売を今後も続けて参
ります。

キノシタグループの法人営業をメインに活動しておりま
す。オートバックスでは、今話題のドライブレコーダーを
始め、お車の販売、買取り、車検、板金など、車の事な
ら何でもご相談下さい。飲食店舗の宴会等も承ってお
ります。

50 アサヒ・サプリエ㈱ 池谷公彦
http://asahi-
suplie.jp/

焼津市大栄町2-6-7 卸売
食品卸売販売・魚がし
バッグ雑貨販売

国産山菜水煮等の食品原料を食品メーカー様、業務
用卸問屋様に販売しております。新規事業として独自
にデザインした魚がしバッグ雑貨ブランド「UOGASHI
MONSTER」の販売をスタートしました。

コラボして販売して頂ける会社様がいらっしゃいました
ら是非ご連絡ください。

51 ㈱ふるはあと 坂本　繁
http://full-
heart.co.jp/

焼津市中新田1058-
1

建設・不動産
不動産の仲介、分譲、
管理、売買及び賃貸

不動産の仲介、分譲、管理、売買及び賃貸　不動産
に関する調査及びコンサルティング業務　上記に附帯
又は関連する一切の事業

金融業務を通じて得た不動産に関するノウハウと、野
球で築いたネットワークにより、地域に密着し安心してご
利用いただける不動産屋を目指していく所存です。今
後ともよろしくお願いいたします。

52
㈱いちまるホーミ
ング

松村吉樹
https://ichimaruho
ming.jp/

焼津市八楠3-12-9 建設・不動産
総合建設業（新エネル
ギー・太陽光・蓄電池）

建物のリフォーム、新築、メンテナンス、新エネルギー
の施行（太陽光、蓄電池、LED）を手掛けています。

建物に関わる事は何でもご相談下さい。

https://www.syofukaku.com/
https://www.syofukaku.com/
http://www.kenshin-koumuten.com/
http://www.kenshin-koumuten.com/
http://smartblue.co.jp/
http://smartblue.co.jp/
http://www.aoiso.net/
http://www.aoiso.net/
http://www.autobacs.net/
http://www.autobacs.net/
http://asahi-suplie.jp/
http://asahi-suplie.jp/
http://full-heart.co.jp/
http://full-heart.co.jp/


53 ㈱いまる井川商店 井川剛志 焼津市八楠4-15-28 製造業 漬魚・切身の加工・販売

焼津さかなセンター横にあります創業45年余りの切身
専門メーカーです。水揚げから販売まで一貫した製造
で全国の魚市場、量販店、宅配事業、外食産業、小
売りと販売しております。近年、水産業では、衛生管
理、品質管理が高く求められ来年HACCP取得の新工
場の建設予定です。お客様に安心、安全の商品はもち
ろん地域の皆様と協力し可愛がって頂ける会社を目指
します。

新鮮な魚を切身や漬魚に加工して全国に向けて販売
しています。数ある切身商品の中でも自社ブランドの商
品をお客様に運んで頂けるよう、日々品質や衛生管理
向上に努めています。小規模な会社ではありますが食
卓においしい魚をお届けできるよう少数精鋭で頑張っ
ていきます。

54
(同)トーマス・ベン
チャーズ

石垣 嘉信
https://www.toma
s-ventures.jp

焼津市下小田４６７番
地の２

建設・不動産
ITサービス及び電気通
信工事業

1. 情報通信システムの設計・施工・保守
2. 情報セキュリティ対策の導入支援
3. ITコンサルティング（PC、LAN/WAN、ビデオ会議　IT
のことならなんでも）

トーマス・ベンチャーズは焼津のIT会社です。地元に密
着し、迅速できめ細やかな対応を心がけております。
「ITに詳しい人がいなくて困っている」「業務を効率化し
たい」などITや業務改善に関することならなんでもご相
談ください！

https://www.tomas-ventures.jp/
https://www.tomas-ventures.jp/

