
鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 25,000千円

代表者名 従業員数 151名

住所 電話番号 0857-26-5555

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年6月5日

計画テーマ

企業名 資本金 2,000千円

代表者名 従業員数 23名

住所 電話番号 0857-21-3457

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年6月5日

計画テーマ

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 15名

住所 電話番号 0857-53-2001

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年6月5日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 16名

住所 電話番号 0859-22-9995

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年6月5日

計画テーマ

企業名 資本金 5,000千円

代表者名 従業員数 2名

住所 電話番号 0859-27-3599

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

1

2

㈱Ｔｒｅｅｓ

代表取締役 山根大樹

鳥取市弥生町２２７ グレースビル本通り

http://www.cafe-source.com/

海外事業展開を機とした街カフェから総合飲食企業への脱皮

㈱たからや

代表取締役 森下起弘

鳥取市今町２－１０７

代表取締役 中口文久

鳥取市船木１１７－１

http://www.ttcttc.jp/

新品確法対応への新地盤改良工事の採用と、同業者中心から直販ルートへの傾注

清掃スタッフを中核にしたワン・トゥ・ワンサービス体制の構築による宿泊リピー
ターの増大と客室稼働率の改善

http://www.hotel-morris.co.jp

4

㈲ＴＨＩＮＫ＆ＣＯ．

取締役 落合拡朗

米子市四日市町４４

山陰には存在していない分野「食」と「美」のセレクトショップの地元市場制覇に
よる経営革新

3

トランスポート鳥取㈱

5

㈲ナイスさんいん

代表取締役 矢田峰夫

米子市吉岡３１９－１０

http://www.e-sanin.com

※非公開
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 12名

住所 電話番号 0857-86-0116

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

企業名 資本金 1,500千円

代表者名 従業員数 16名

住所 電話番号 0859-36-9360

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

企業名 資本金 30,000千円

代表者名 従業員数 14名

住所 電話番号 0859-42-5335

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 3名

住所 電話番号 0859-38-2107

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 ※非公開

住所 電話番号 0857-51-7877

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

6

青谷和紙㈱

代表取締役 谷口博文

鳥取市青谷町河原５７５－１

http://www.aoyawashi.co.jp/ja/

※非公開

7

Ｖ・ＴＥＣ㈱

代表取締役社長 佐藤祐作

米子市西福原４－５－４５

http://www.e-vtec.co.jp

※非公開

8

㈱リンクス

代表取締役 池田幸仁

境港市蓮池町５０－１

来れば幸せになれる、縁起の良いワンダーランドの展開

9

合同会社めぐみ

代表社員 遠藤美絵

西伯郡南部町上中谷２０１６

http://www.megumi-llc.jp/

トトリコ豚の生産体制の確立と全国発信

10

㈱リーベックス

代表取締役 小原利一郎

鳥取市吉成南町２－１－１１

地元特産品を主原料とした健康食品・加工食品・石鹸の販路拡大
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 9名

住所 電話番号 0857-22-0150

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月1日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 7名

住所 電話番号 0859-26-0972

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月14日

計画テーマ

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 10名

住所 電話番号 0858-26-3146

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月14日

計画テーマ

企業名 資本金 3,260千円

代表者名 従業員数 5名

住所 電話番号 0857-27-4145

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年7月14日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 5名

住所 電話番号 0857-24-5548

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年8月11日

計画テーマ

11

㈱ムーブ

代表取締役 瀧本浩志

鳥取市雲山１５４－６

http://www.move-web.co.jp

ウェディングムービー自動作成ＷＥＢサイト「SMILE MOVIE」～ブライダル産業に感
動を！

12

㈲フリーウッド

代表取締役 遠藤和夫

米子市諏訪６５－１

http://www.freewood.jp/

お客様の状況に応じた低コスト自然住宅の提案販売

13

㈲呉島組

代表取締役 呉島千鶴

倉吉市下余戸１４９－２

新砕石・新舗装材の商品開発

14

中島内装㈲

代表取締役 中島栄太郎

鳥取市南安長１－１６－１８

新化学材料「パーミエイト」を活用した含浸工法による橋梁コンクリート保護・橋
梁長寿命化事業への進出と展開

15

ブリリアントアソシエイツ㈱

代表取締役 福嶋登美子

鳥取市古海５４５－６

http://furusato.tori-info.co.jp/kigyo_guide/items/item_141.html

製造業の生産管理ノウハウ導入による顧客来店の機会損失削減
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 4名

住所 電話番号 0859-34-9890

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年8月11日

計画テーマ

企業名 資本金 40,000千円

代表者名 従業員数 30名

住所 電話番号 0859-75-3362

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年9月11日

計画テーマ

企業名 資本金 ※非公表

代表者名 従業員数 ※非公表

住所 電話番号 0858-58-2121

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年9月11日

計画テーマ

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 16名

住所 電話番号 0857-23-6501

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年9月11日

計画テーマ

企業名 資本金 50,000千円

代表者名 従業員数 42名

住所 電話番号 0857-23-2731

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月2日

計画テーマ

20

サンライズ工業㈱ 〔変更承認〕

代表取締役 吉川修生

鳥取市国府町庁１１７－１

※非公表

※非公表

16

太田屋

太田正和

米子市道笑町１－３ ＢＭＥビル

食が主、飲が従のスタンダードな居酒屋からの脱却を契機とする、居酒屋の起源で
ある居酒としてのサービス徹底による経営革新

17

㈱かわばた

代表取締役 川端雄勇

日野郡江府町小江尾６５１－５

摘み取り期、選別機の自社開発により、作業効率、省力化でコスト削減を図る

18

㈲鳥取潜水

※非公表

西伯郡大山町上市１７０番地１

高い防水性と保湿機能を有する船上着、河川漁労就労者の作業着および高外気分断
性密閉作業着の開発と生産事業の展開ならびにネットによる販売体制の確立

19

㈱インテリアフクタ

代表取締役 福田修三

鳥取市元魚町４丁目１０１

http://www.if-101.com

形態安定加工を施した高品質なワンプライスオーダーカーテンの販売と付帯サービ
スの充実による経営革新
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 52名

住所 電話番号 0858-75-3514

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月2日

計画テーマ

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 2名

住所 電話番号 0859-68-6110

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月2日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 12名

住所 電話番号 0857-30-0810

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月2日

計画テーマ

企業名 資本金 5,000千円

代表者名 従業員数 1名

住所 電話番号 0859-31-8722

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月2日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 7名

住所 電話番号 0859-32-8677

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月14日

計画テーマ

25

㈱こざさ建設

代表取締役 小笹浩一

米子市西福原９－１２－２４

http://www.kozasa.co.jp

外張断熱工法と地中熱活用床下システムの融合による鳥取県初の除湿及び快適な住
環境の提供システムの構築と更なる新工法の開発

24

㈱ベリー

代表取締役 田中和也

米子市車尾３－８－１５

顧客ニーズに対応した不動産賃貸システムの構築による不動産賃貸部門の新設とリ
フォーム事業促進計画

23

㈲秀建

代表取締役 高木秀員

鳥取市晩稲１８９

http://www.hideken.com/

住宅建設において下請け中心から元請けへの体制変更と材木の良さを活かした無垢
と手加工のこだわり顧客への高い満足を得るサービスの提供

22

コウボパン小さじいち

西村公明

西伯郡伯耆町金屋谷１７１３－１

自家製天然酵母パンの高付加価値商品開発と地域資源を活かした新たなサービス付
加の差別化戦略の実施

21

智頭石油㈱ 〔変更承認〕

代表取締役 米井哲郎

八頭郡智頭町智頭６４０－１

http://www.chizu-sekiyu.com/

※非公表
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 3名

住所 電話番号 0859-23-4319

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年10月14日

計画テーマ

企業名 資本金 14,000千円

代表者名 従業員数 8名

住所 電話番号 0857-26-6331

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月10日

計画テーマ

企業名 資本金 300千円

代表者名 従業員数 7名

住所 電話番号 0857-31-2622

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月10日

計画テーマ

企業名 資本金 15,000千円

代表者名 従業員数 76名

住所 電話番号 0857-30-0505

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月10日

計画テーマ

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 58名

住所 電話番号 0857-22-2100

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月10日

計画テーマ

26

日本ランドメタル㈱

代表取締役 福嶋徳男

鳥取市古海５４５－６

http://www.landmetal.co.jp

金属と伝統工芸品を融合させたアートな新商品開発・提供と工房役務の提供

27

㈱鳥取広告社

代表取締役 浜本 進

鳥取市松並町２－１６０

独自データベース化による全国の求人・営業集合広告媒体に特化したワンストップ
掲載システム構築

28

㈲みずき

代表取締役 山崎 誠

鳥取市湖山町南２－７７３

地域支援事業へ参入し、笑顔のあるくらしのお手伝いと多角的経営革新

29

鳥取電子㈱

代表取締役 谷口昌弘

鳥取市布勢１０３－２

http://www.t-denshi.com

ＬＥＤ照明の製造販売

30

㈲亀井堂

代表取締役 地原忠実

鳥取市徳尾１２２

http://www.kameido-inc.com

日本食への見直しに着目し、米粉・大豆粉末・野菜・魚等の地元産素材のブレンド
による健康視点にたった機能性をもったパン・菓子製品の開発・販売
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 16,000千円

代表者名 従業員数 22名

住所 電話番号 0858-23-3553

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月10日

計画テーマ

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 25名

住所 電話番号 0859-48-3977

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月10日

計画テーマ

企業名 資本金 7,000千円

代表者名 従業員数 2名

住所 電話番号 0859-56-2177

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年11月26日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 1名

住所 電話番号 0859-27-4093

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年12月8日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 13名

住所 電話番号 0859-54-2488

ＨＰアドレス 計画承認日 平成21年12月8日

計画テーマ

31

㈱ジーアイシー

代表取締役 桜井博幸

倉吉市東巌城１２５

http://www.gicon.jp/system

簡易観測情報配信システムの開発と販売

32

㈱細田企画 〔変更承認〕

代表取締役 細田 稔

西伯郡南部町天萬１９３７

http://www.h-circus.com

大容量破砕機とリサイクル用機械の開発と販売

33

㈲シンバタ無線

代表取締役 新畑和久

米子市淀江町淀江７４６

－

電子通信技術を活用した観光情報・企業情報の発信をサポートする「まちかど電子
テレビ」サービス業態の開発

34

㈱尚建工務店

代表取締役 江田圭豪

西伯郡日吉津村日吉津３１－５

http://www.syo-ken.jp/

※非公表

35

㈲小川養鶏場

代表取締役 小川 孜

西伯郡大山町加茂２２５３

－

「さくらたまご」のブランド価値向上とブランドたまご・親鶏を活用した商品開発
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 25名

住所 電話番号 0859-56-3724

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 ※非公表

代表者名 従業員数 ※非公表

住所 電話番号 0859-21-1240

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 ※非公表

代表者名 従業員数 ※非公表

住所 電話番号 0859-44-5040

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 50,000千円

代表者名 従業員数 123名

住所 電話番号 0859-27-5607

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 98,000千円

代表者名 従業員数 53名

住所 電話番号 0857-53-1212

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

36

㈲松澤組

代表取締役 松澤弘一

米子市淀江町西原１１６２－１

http://www.matsuzawagumi.jp/

不動産業で培ったネットワークと宅地の区画造成のスケールメリットを活かした
ネット環境・太陽光発電等の施工権利付エコタウン分譲地の造成及び手頃な価格で
の販売

37

㈱キャルコン

代表取締役 河津貴弘

米子市米原５－１０－２０

http://www.calcon.co.jp/

※非公表

38

㈱千年王国

※非公表

境港市松ヶ枝町３１

http://www.sennenoukoku.jp

オリジナル性の高い思い出創り体験型の事業展開でリピート客の増加を図る

39

㈱大協組

代表取締役 小山典久

米子市蚊屋２３５－２

http://www.daikyou-g.co.jp

産業廃棄物から開発した新商品の特性を生かした販路拡大により、事業の継続的な
発展と雇用の安定、増加を図る

40

大同端子製造㈱

代表取締役 大坂正治

鳥取市南栄町１５－３

http://www.daido-tanshi.jp

※非公表
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 53名

住所 電話番号 0857-37-3300

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 23名

住所 電話番号 0857-54-1070

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 8名

住所 電話番号 0857-58-0770

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 11名

住所 電話番号 0858-55-0016

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月4日

計画テーマ

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 2名

住所 電話番号 0858-37-3823

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年1月25日

計画テーマ

41

㈱人形のはなふさ

代表取締役 英 義人

鳥取市湖山町東３－１

http://www.n-hanafusa.co.jp/

「祭りと祀り」をテーマとした山陰初国産オーダーメイド仏壇の販売体制確立によ
る「祀り」の展開を図る（唐木仏壇の先行取扱いと現代仏壇、金仏壇への展開）

42

㈱ＬＡＳＳＩＣ

代表取締役社長

鳥取市若葉台南７－５－１
鳥取県産業振興機構内

http://www.lassic.co.jp/

ＩＴ業界エンジニア向けメンタルケア研修事業による経営革新

43

㈲とうふ工房雨滝

代表取締役 山野松美

鳥取市国府町雨滝５１０

http://amedaki.jp

福祉作業所との連携によるできたて豆腐の新たな販売網構築と社会的課題である作
業所工賃アップへの貢献

44

赤碕ダイハツ㈲

代表取締役 上田征雄

東伯郡琴浦町赤碕１９２７－１

http://plaza6.mbn.or.jp/̃akasakidaihatsu/

女性ドライバーを対象とした安心・安全サービスの構築による新規顧客獲得と顧客
満足の最大化

45

小椋設計事務所

小椋真美江

東伯郡北栄町西園５０１－９

http://www.ogura-sekkei.jp/

地元産木材による鳥取県の気候風土に融合する住宅の提供
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 60名

住所 電話番号 0857-22-4813

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年2月5日

計画テーマ

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 0名

住所 電話番号 0859-32-7673

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年2月5日

計画テーマ

企業名 資本金 3,020千円

代表者名 従業員数 7名

住所 電話番号 0859-27-9214

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年2月5日

計画テーマ

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 58名

住所 電話番号 0859-33-6233

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年2月5日

計画テーマ

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 8名

住所 電話番号 0857-30-3073

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年2月24日

計画テーマ

46

㈲サービスタクシー

代表取締役 松浦小乃恵

鳥取市栄町２１１－２

－

会員制も組み入れた「安心安全の移動」「安心安全の生活サービス」を柱にしたタ
クシーの新サービスの展開による経営健全化・社会貢献の実現

47

Ｃｕｅｌ（きゅーる）

小川真澄

米子市西福原７－７－１４

http://www.cuel-bach.com

カラーセラピーをきっかけにハーブのある癒しのライフスタイルを

48

㈱ノーブルライフ

代表取締役 賀本裕則

西伯郡大山町赤松２４５８－１０７

http://www.noblelife151a.net/

住宅利用型小規模ディサービスセンターの店舗拡大と新しいサービスの開発

49

石田商事㈱

代表取締役 石田康雄

米子市米原８－１－３２

http://www.ishida.ne.jp/

再生樹脂素材のスプリンクラーセット、道路関連資材開発製造販売による製造業へ
の参画と農業への挑戦

50

進学塾Ｂｅｅゼミナール

塾長 山口英晃

鳥取市田島６６２

http://www.bee-seminar.com/

ピグマリオン幼児教育理論の導入による英才・知能教育の専門教室開校
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 15名

住所 電話番号 0858-48-2222

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年2月24日

計画テーマ

企業名 資本金 ※非公表

代表者名 従業員数 ※非公表

住所 電話番号 0857-86-0211

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月8日

計画テーマ

企業名 資本金 46,800千円

代表者名 従業員数 260名

住所 電話番号 0859-82-0911

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月8日

計画テーマ

企業名 資本金 10,000千円

代表者名 従業員数 15名

住所 電話番号 0859-34-5811

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月8日

計画テーマ

企業名 資本金 30,000千円

代表者名 従業員数 104名

住所 電話番号 0857-51-7700

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

51

㈱丸十

代表取締役 岡野 稔

倉吉市秋喜３７９－３

http://www.maruju.jp/info/index.html

環日本海定期貨客船利用によるロシア産割り箸の輸入と「スポンサー付割り箸」の
導入と販売

52

いなば和紙協業組合

代表理事 房安 光

鳥取市青谷町河原３５０－１

－

和紙ブラインド等へ使用する楮使用１００％の透過性を保持した機能性和紙の研究
開発並びに販路開拓

53

気高電機㈱

代表取締役 羽馬好幸

鳥取市気高町宝木１５６１－８

http://www.ketaka.co.jp/

※非公表

54

㈱桑本総合設計

代表取締役 桑本賢一

米子市皆生６－１－２５

http://www.eco-kuwamoto.co.jp

省エネ、環境保護政策に合致した技術、工法の導入と販売システムの確立による提
案型企業への脱皮

55

㈱ＨＲＤ

代表取締役 原田宜明

鳥取市津ノ井３００番地１

http://harada-denki.jp

高演色性・高輝度・長寿命ＬＥＤ照明機器の開発・製造・販売
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 236,000千円

代表者名 従業員数 9名

住所 電話番号 0859-32-6103

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 0名

住所 電話番号 090-9066-4525

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

企業名 資本金 20,000千円

代表者名 従業員数 14名

住所 電話番号 0858-34-2711

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

企業名 資本金 －

代表者名 従業員数 0名

住所 電話番号 0858-55-7309

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

企業名 資本金 3,000千円

代表者名 従業員数 10名

住所 電話番号 0858-53-0611

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

56

㈱サテライトコミュニケーションズネットワーク【変更】

代表取締役 高橋孝之

米子市新開２丁目１－７

http://www.sc-net.ne.jp

※非公表

57

織房（はたぼう）

畑 千恵子

西伯郡大山町上市２５２番地３

－

日本伝統の素材と「裂き織」技法を生かした「洋装ファッション」商品の開発と販
売方法の開発

58

㈱栄進工業

代表取締役 坂田康則

東伯郡湯梨浜町小浜７５６－３

http://eishin.upper.jp/

中小運送業者と連携した「小ロット物流拠点ネットワーク」構築による販路拡大と
顧客ニーズにマッチした価格・短納期対応による顧客満足度向上

59

Ｈａｐｐｙ Ｒｕｓｈ

中野るみ

東伯郡琴浦町赤碕１１０７－２４

－

※非公表

60

永禮自動車販売㈲

代表取締役 永禮通暁

東伯郡琴浦町徳万３６４

－

新しい顧客管理ソフト・システムの開発と活用によるＣＲＭの強化、並びに当社提
案による新オートローンの先行導入により、顧客満足度向上と収益力強化を図る
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２１年度）

平成22年3月31日現在

企業名 資本金 ※非公表

代表者名 従業員数 ※非公表

住所 電話番号 ※非公表

ＨＰアドレス 計画承認日 平成22年3月29日

計画テーマ

※このリストには、経営革新計画承認企業のうち、県による公表について了解の得られた企業、項目のみ掲載しています

※記載内容は、経営革新計画申請時点のものです。（ただし、従業員数は、申請の直近期末時点）

61

㈲サイコボックス

※非公表

※非公表

※非公表

※非公表
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