
鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　8,000 千円

代表者名 従業員数 　12　名

住所 電話番号 0859-54-2101

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年4月26日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　6,000 千円

代表者名 従業員数 　2.5　名

住所 電話番号 0859-56-6689

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年4月26日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　80,000 千円

代表者名 従業員数 　14.5　名

住所 電話番号 0859-39-8033

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年4月26日

計画テーマ

企業名 資本金 　5,000 千円

代表者名 従業員数 　5　名

住所 電話番号 0859-39-8128

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年4月26日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　10,000 千円

代表者名 従業員数 　35　名

住所 電話番号 0857-28-3232

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年4月26日

計画テーマ

金田　卓也

鳥取市岩吉１６７

3

久米桜麦酒㈱

西伯郡伯耆町丸山１７４０－３０

㈱マイスペイス

ネットを利用した建設業関連の資格試験受験生への教材販売と個別対応サポートシステムの開
発・提供

高島　均

http://my-s-pace.jp/

4
－

㈱日星クリエイト

加門　孝則

田村　源太郎

http://g-beer.jp/

地酒と地ビールを楽しむ酒のアミューズメント「『くめざくら』だいせんブルワリー」構想

西伯郡大山町西坪５６５番地８

－

高齢化社会の中で、タクシー業界の使命として高齢者の生活支援サポートの必要性を強く感じ
ている。町との連携による取組を行いタクシー業界のビジネスモデルとなりたい。

2

建設業関連の国家資格（施工管理技師等）取得を目指す方の応援をします。仕事をしながらの
建設業の健全な発展に寄与していきます。

車内広告を利用したシルバービジネスのコーディネートによる高齢者生活サポート

1

㈲日興タクシー

角田　隆博

米子市淀江町淀江５５３－４

5

－

東部タクシー㈱【変更前】

西伯郡伯耆町久古127-3

「異業種と連携した観光オリジナルコースの提供によるタクシー運行稼働率の向上」

超短納、サブミクロンのもの造り。全品ＱＣデータ付による保証で安心とコストパフォーマン
スをご提供いたします。

「見積りの迅速化と海外加工先の品質向上による、競争力を持ったグローバル企業体制の確
立」
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　5,000 千円

代表者名 従業員数 　27　名

住所 電話番号 0857-23-1483

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年5月12日

計画テーマ

企業名 資本金 　ー　千円

代表者名 従業員数 　22　名

住所 電話番号 0852-20-6156

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年5月12日

計画テーマ

企業名 資本金 　75,000　千円

代表者名 従業員数 　4　名

住所 電話番号 0859-31-3548

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年5月12日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　7,000　千円

代表者名 従業員数 　　 名

住所 電話番号 0859-44-6623

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年5月19日

計画テーマ

企業名 資本金 　-　千円

代表者名 従業員数 　2　名

住所 電話番号 0858-35-5355

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6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 　2　名

住所 電話番号 0859-54-4843

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6月29日

計画テーマ

ＰＲコメント

8

－

～デザインワークとスキルアップ～デザインを通じたコミュニケーションを目的とした総合コ
ミュニティスペース運営による経営革新

境港市昭和町７－３

10

きもの帯リユース高級オリジナルバッグの製造販売と華誦絵ブランドの確立

米子市車尾５－１１－１９

家族の思い出の品をバッグという形で創造し新たな家族の歴史に刻み込みます。

新たな生産方式による、高品質な新商品開発

9

「生産者の「顔」が見える食材を活用した、安心・安全なスイーツの提供」

菓子工房　シェルブール【変更後】

㈱華誦絵

朝倉　真一

鳥取市吉方町２－４１５

ベーカリーカフェぱーどれ

－

※非公表

7

http://kinkaikasei.jp/

http://www.kaminariman.com/

岩本　秀熙

時代のニーズに合わせた新しい企業の形を追及し、「人材育成」「文化レベルの向上」「エン
ターテイメント」という３つの柱で組み立てたビジネスモデルを構築していきます。

米子市両三柳３０６７－１１

加藤　寛大

新店舗建設・新商品開発による新たな顧客・販路開拓と工房集約による生産性向上

㈲石野石材工業所

平井　義一

6

西伯郡大山町御来屋２３３－１

ー

http://www.kazue-jpn.com/

㈱カミナリ

手島　直樹

東伯郡湯梨浜町田後３４１－６

島田　一恵

㈲錦海化成

11
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　－　千円

代表者名 従業員数 　1　名

住所 電話番号 0859-54-4843

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6月29日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　－　千円

代表者名 従業員数 　1　名

住所 電話番号 090-9066-4525

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6月29日

計画テーマ

企業名 資本金 　25,000　千円

代表者名 従業員数 　14　名

住所 電話番号 0859-84-0223

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6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 　33　名

住所 電話番号 0857-54-1070

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6月29日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　14,800　千円

代表者名 従業員数 　11　名

住所 電話番号 0859－28-6776

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年6月29日

計画テーマ

ＰＲコメント

15

若山　幸司

角谷　克実

西伯郡大山町上市２５２番地３

14

クラウドサービスを活用したインターネット上での簡単フォトコンテストシステム「パシャコ
ン」の開発による経営革新

13

「ふるさと」の素敵な写真を投稿することで、地域活性化に手軽に参画できる。未来の子供た
ちに、郷土を語り継ぐ媒体として、この仕組みが利用されるとうれしいです。

 鳥取市若葉台南７－５－１鳥取県産業振興機構内

－

－

自社農園栽培の桑葉を原料にしたオリジナル化粧品開発による新事業の確立

http://www.lassic.co.jp

アーク学院

生涯を通じて学ぶ場を提供できる「大人の学び場」を開設
子供から大人までの楽しい学びと絆づくりを応援します

「大人の学び場」開設による、子供から大人まで“学ぶ楽しさ”の提供

㈱ＬＡＳＳＩＣ

倉吉市福庭１－１０５－２

http://www.arcgakuin.com/

畑　千恵子

織房（はたぼう）【変更後】

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

西伯郡大山町所子２４３－9

㈲今松工務店

12

上野　洋子

16

「いる時、いるだけ」をキャッチフレーズにお客様がいるだけの材料を切断して、いる時にお
届けします。

井上鋼材㈱

鋼材を“いる時、いるだけ”提供する新しい供給体制の構築

米子市和田町１２９８番地

井上　雄介

－
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　35,000　千円

代表者名 従業員数 　8　名

住所 電話番号 0857-29-7033

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年7月7日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　20,000　千円

代表者名 従業員数 　33　名

住所 電話番号 0857-54-1070

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年7月19日

計画テーマ

企業名 資本金 　3,000　千円

代表者名 従業員数 　6　名

住所 電話番号 0859-68-5020

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月2日

計画テーマ

企業名 資本金 　3,100　千円

代表者名 従業員数 　60　名

住所 電話番号 0859-38-9719

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月2日

計画テーマ

鳥取市新９１－３３

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

－

自社の保有する「電話転送特許」を利用した、携帯電話発信専用の新商品の開発・製造・販売

http://www.lassic.co.jp

「心と身体の健康と美」のオールインワンコミュニティ施設の運営と新サービスの開発・提供
による経営革新

20

若山　幸司

http://www.oldnewcafe.com/

18

米子市大篠津３４３４－５

17

19

㈲静間

㈱ティ・エム・オー

山下　道太郎

http://www.tmo-net.co.jp/

森　由美子

 鳥取市若葉台南７－５－１鳥取県産業振興機構内

通信費削減のことは㈱ＴＭＯへ

㈱ＬＡＳＳＩＣ【変更後】

米子市加茂町２丁目１８０

㈲オールドニュー【変更後】

本池　達也

コスト削減、新商品ブランド化に向けたカフェのテーマパーク展開
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　－　千円

代表者名 従業員数 　－　名

住所 電話番号 0858-58-2701

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月2日

計画テーマ

ＰＲコメント

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 0859-53-4417

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月9日

計画テーマ

企業名 資本金 　10,000　千円

代表者名 従業員数 　37　名

住所 電話番号 0857-28-3232

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月30日

計画テーマ

企業名 資本金 　3,000　千円

代表者名 従業員数 　9　名

住所 電話番号 0857-38-6850

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月30日

計画テーマ

企業名 資本金 　10,000　千円

代表者名 従業員数 　17　名

住所 電話番号 0858-43-0719

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月30日

計画テーマ

http://www.sugiuchi.co.jp

東伯郡三朝町三朝８８６

㈱橋津屋

25

足立　浩範

http://www.hashizuya.co.jp/

新たな宿泊スタイルの導入による新しいマーケットの開拓と顧客満足の追求活動

㈲杉内

－

西伯郡大山町岡６３１

二宮　俊彦

杉内　勝成

田川　弘八

「異業種と連携した観光オリジナルコースの提供によるタクシー運行稼働率の向上」

床内装工事業とインテリア事業を組み合わせライフスタイルの変化に対応した提案型リフォー
ム工事への変革

二宮装飾店

－

境港で水揚げされた新鮮な魚介類を活用した新商品の開発

22

21

鳥取市岩吉１６７

㈲田川商事

23

24

我が社は住宅や公共施設などの内装仕上工事をメインに内装無料診断サービスをはじめ家族構
成の変化に対応できるお部屋の施工業者の顔が見える見積提示とリフォームの提案を行いま
す。

金田　卓也

http://tobu-taxi.com

西伯郡大山町所子２４３－9

東部タクシー㈱【変更後】

鳥取市若葉台北６丁目４－１９

新商品「キッチン バス ハウス」による新たな販売先の確保と新たな売上の創出
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　1,000　千円

代表者名 従業員数 　8　名

住所 電話番号 0859-21-0372

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月30日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　－　千円

代表者名 従業員数 　－　名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月2日

計画テーマ

企業名 資本金 　1,000　千円

代表者名 従業員数 　3.5　名

住所 電話番号 0858-27-2701

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月30日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　6,000　千円

代表者名 従業員数 　3　名

住所 電話番号 0859-56-2217

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年8月31日

計画テーマ

企業名 資本金 　－　千円

代表者名 従業員数 　－　名

住所 電話番号 0859-72-0018

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年9月26日

計画テーマ

合同会社アヴィスコ

従来型の介護事業でない改善を目的（健康指向）の通所介護事業の展開

米子市西福原２－１－１

新畑和久

㈲シンバタ無線【変更後】

倉吉市福庭町１丁目１０５番地２

鳥取県産エゴマ油の注文生搾りサービスでの提供とエゴマ原料の食品開発

米子市淀江町淀江７４６

http://ainori-vision.com/index.php

斎藤建材店

30

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

29

日野郡日野町根雨626－2

斎藤　茂雄

－

27 東伯郡琴浦町赤碕１１０７－２４

Ｈａｐｐｙ Ｒｕｓｈ【変更後】

中野るみ

http://www.hs-kotoura.com/happy-rush/

シェービングを組み込んだブライダル＆アンチエイジングエステ事業への進出

http://www.avisco.jp

軽度介護者の改善を目的とした通所介護事業であり、自立した状態で、健康に長生きしていた
だけるように支援してまいります。

28

㈱アーク村

土井　秀人

－

薬膳インストラクターがプロデュースし、身体に優しく健康に配慮した薬膳そばをはじめとす
る薬膳関連商品の開発、販売

薬膳インストラクターがプロデュースした身体に優しく健康に配慮した食品の開発・販売

清水　浩史郎

26
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

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 0858-36-3633

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年9月26日

計画テーマ

ＰＲコメント

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 0858-35-4003

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年10月5日

計画テーマ

企業名 資本金 　30,000　千円

代表者名 従業員数 　8.5　名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年10月27日

計画テーマ

ＰＲコメント

企業名 資本金 　50,000　千円

代表者名 従業員数 　72　名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年11月29日

計画テーマ

企業名 資本金 　25,000　千円

代表者名 従業員数 　16　名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年11月21日

計画テーマ

http://www.enatex.co.jp

福井　利明

北垣　潤子

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬624番地1

モニタープランを用いた地域生活インフラ管理システムの新たな導入方式の提案
～Ｗｅｂ上下水道管理システム（やくも水神）から、新情報伝送無線システム（エリアトー
ク）を追加して「エナテクスモニタープラン」として展開～

倉吉市海田西町２丁目３７番地

33

㈲大志

谷口　健二

鳥取市河原町曳田12-2

－

高付加価値中古農機具の自社代理店ルートによる海外展開

海外での中古農機ニーズに応えるべく、国内自社工場で整備・再生・カスタマイズを施して品
質を高め、その後海外の自社代理店等で販売・メンテを行うという新しい流れを作ります。

従来の水神モニタープランが好評で水神システムの普及に貢献したことを受け、新しい情報伝
達無線システム（エリアトーク）を用いた、福祉モニター及びコミュニティのモニタープラン
を追加し、「エナテクスモニタープラン」として普及を図る

32

㈱鶴太屋

活用する地元産品の拡大による自社ブランド商品の開発とテレビショッピング等メディア活用
による全国展開

31

－

㈱エナテクス【変更後】

34

㈱清水

清水　昭允

鳥取市古海５４２番地１

－

新規需要獲得に向けた高精度マシニングセンタの導入とオペレーターの人材育成

35

㈱オートフレンド

田中　一彦

鳥取市松並町２丁目４２０－１

http://www.autofriend.tv/

開花点灯方式ＬＥＤテールランプ「Ｂｌｏｏｍ」の開発を通した”ＳｔｅｌｌａｒＶ”ブラン
ドの業界内地位の確立
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鳥取県内の経営革新計画承認企業（平成２３年度）

平成24年2月23日現在

企業名 資本金 　0　千円

代表者名 従業員数 　2 名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年12月2日

計画テーマ

企業名 資本金 　10,000　千円

代表者名 従業員数 　119.5 名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年12月22日

計画テーマ

企業名 資本金 　10,000　千円

代表者名 従業員数 　4.5　名

住所 電話番号 0

ＨＰアドレス 計画承認日 平成23年12月27日

計画テーマ

企業名 資本金 　　-　　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24年2月17日

計画テーマ

企業名 資本金 　　5,000  千円

代表者名 従業員数 　１０ 名

住所 電話番号 0857-54-1611

ＨＰアドレス 計画承認日 平成24年3月22日

計画テーマ

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

※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。

37

智頭石油㈱

田中

八頭郡智頭町智頭６４０番地１

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

高性能蓄電池の活用による「クルマ」（自動車・単車）および「家庭」と「事業所」における
電気エネルギーソリューション事業の展開

36

柏尾自動車

柏尾　義治

米子市夜見町１９２６－１

－

スポーツジムとリラクゼーションサロンを融合させたホスピタリティあふれるサービスの提供

鳥取市興南町１６８

－

38

ナカドイ理研㈱

仲問　隆夫

自社オリジナルブランド「ぞっこん」関連商品の自社開発・製造による小売分野への進出

40

㈱開拓

野村　俊美

鳥取市大覚寺１７０－５５

http:www.signpacs.com

インターネットを活用した完結型看板製作受注サイトの開設による新たな売上の創出

39

㈱ノーブルライフ【変更後】

賀本裕則

西伯郡大山町赤松２４５８－１０７

www.noblelife151a.net/

住宅利用型小規模デイサービスセンターの店舗拡大と新しいサービスの開発と更なるデイサー
ビス併設有料老人ホームへの展開
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