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1793 菓子工房たつご 舟生　敏雄 高萩市上手綱６６
パン部門看板商品「フレンチトースト風味菓子サンド」
の開発と学生市場の開拓

H27.3.24

1792 H27.3.24

1791 株式会社塚田印刷 塚田　諭 土浦市東崎町１－７
「集客マーケティングコンサル事業」を取り入れ従来印
刷業界における営業スタイルの一新を図る

H27.3.24

1790 株式委会社芦田ブライダル 芦田　晃男 土浦市桜町３－１４－２６ H27.3.24

1789 河本　久美子
越すP冷笑に特化した撮影用レンタルスタジオの創設と
イベント開催事業

H27.3.20

1788 井坂畳店 井坂　慎一 つくば市並木３丁目21番地３　219号 高級イグサを使った畳の販売による価格競争からの脱却 H27.3.24

1787 クラウディッド 中島　督仁 つくばみらい市福岡５９３
可動式キッズスペース設置や顧客にあわせた予約管理シ
ステムによる売上向上事業

H27.3.24

1786 藤和インターナショナルサービス株式会社 佐藤　和也 那珂郡東海村諏和間６４０－１６９
UV照射による防滑施工とソーラーパネルのコーティング
加工サービスの提供

H27.3.24

1785 小田切石油株式会社 小田切　彰 ひたちなか市長堀町３－１２－１０
塗装面ガラス層の独自コーティング事業の自社展開と同
業者への提供

H27.3.24

1784 シャンテ 森島　徹 那珂市菅谷２５６５－２７
夕方５時から提供する「夕５パン」と惣菜等の開発提供
による夕食向け需要の開拓

H27.3.24

1783 株式会社エムシー・くりえいと 益子　由美子 ひたちなか市高場１６０８－２
母の想いを娘に伝える手作りウェディングビジュー事業
の展開

H27.3.24

1782 tey's shop 宮城　恵美 ひたちなか市表町４－７
男性客の恋人や配偶者への贈り物ニーズに対応した下着
事業の展開

H27.3.24

1781 Teagarden 富永　薫 ひたちなか市東石川３４１９－８
外国人向け食材コーディネーター活動による特殊食材の
販売

H27.3.24

1780 株式会社RTプランニング 榎本　拓也 ひたちなか市勝倉２６３４－２３ 商店街へのWi-Fi環境と活用ツールの提供 H27.3.24

1779 有限会社林住建 林　邦雄 水戸市高田町２２６－２
経験がない方でも気軽にチャレンジ「ＤＩＹお助け隊」
事業の展開

H27.3.20

1778 株式会社増子看板店 増子　栄寿 日立市小木津町４－３－８ 普通の看板屋からのPR支援プロデュース事業者への変革 H27.3.17

1777 有限会社エイトプランニングオフィス 吉澤　収二 日立市大久保町１－２－１２
季節によって表情を変える「少人数・家族婚のプロ
デュース事業」の開始

H27.3.17

1776 カットルームサトシ 後藤　里士 日立市日高町１－２３－１０ H27.3.17

1775 株式会社三和商事 長山　洋樹 日立市千石町２－１７－１８
ガソリンスタンドが行う用途提案型格安レンタカー事業
の開始

H27.3.17

1774 アルテサーノ・デザイン（合） 吉田　晃永 日立市西成沢町４－３８－１４ H27.3.17

1773 ＤＳＤオート 土信田 幸子 土浦市板谷６－６５１－１０５
海外のビジネスパートナーと連携した輸入・販売ショッ
プの展開

H27.3.13

1772 六斗わくわく農園 中泉　文夫 つくば市六斗９４２－２
毎月ピザづくり体験イベントを実施することでの集客と
リピート客の獲得

H27.3.18

1771 神橋亭 渡辺　美代子 つくば市筑波７９６
福来みかん入り七味唐辛子の製造と販売による観光客向
けPRとコミュニティビジネスの確立

H27.3.12

1770 酒寄管工株式会社 酒寄　良一 つくば市上大島１２６５－２ 新たな外構工事展開と官からの直接受注の取り組み H27.3.12
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1769 有限会社エービーシーダイエット 深谷　京子 つくば市金田２０２９－１０ 催事展開とメニューの協働開発によるブランディング H27.3.13

1768 株式会社STYLE de STYLE 作山　太一 高萩市上手綱１５７０番地
当社オリジナルボックスフラワーの開発・拡販と男性客
市場の開拓

H27.3.24

1767 グローバルIBARAKI H27.3.24

1766 有限会社緑屋時計店 緑川　省三 高萩市大和町２－９８ 定期訪問による顧客の囲い込みと経営の効率化 H27.3.24

1765 株式会社ネクサス 大谷　克憲 水戸市元吉田町３３２－４ＦＯＭＡビル１Ｆ
ネクサスアカデミー校開校と乗合代理店向けコンサル
サービスの構築

H27.3.24

1764 Happy・Dental・Labo 金澤　邦夫 日立市十王町伊師３５９０－３ 歯科技工の技術を取り入れたジュエリーの製造販売 H27.3.24

1763 株式会社大洋設備工業 茂木　一男 鉾田市梶山４７３－２ ネジ式Ｕ字蓋昇降機の開発・製造・販売事業 H27.3.24

1762 有限会社中橋製麺所 中橋　存 常陸大宮市鷹巣１１９５－１
飲食店向けカスタマイズ麺の生産及びインターネットに
よる卸売の開始

H27.3.19

1761 割烹ちのね H27.3.19

1760 木村信次商店 木村　秀廣 常陸大宮市舟生１００３ 高齢者世帯向け自家製惣菜の移動販売 H27.3.19

1759 ヤマザキプレシジョン株式会社 山崎　勝弘 常陸大宮市下村田４１１
金属加工バニシング技術による客単価向上と新規顧客開
拓

H27.3.19

1758 トミタスポーツ 冨田　斉二 常陸大宮市中町７０２－１ セミオーダーグローブの販売と野球用品の修理 H27.3.19

1757 有限会社ヒロセヤ 仲田　宣勝 常陸大宮市石沢１８４４番地の４
持て余し不動産対策を含むワンストップ相続支援サービ
スの事業化

H27.3.19

1756 ラーメン香月 赤荻　俊明 下妻市若柳甲５６１－５ H27.3.16

1755 グリーンズ 石嶋　祐介 龍ヶ崎市佐貫２－１２－８－４０３
茨城県産落花生を使った新たな自社ブランド加工品の製
造販売

H27.3.16

1754 サトフーズ 野口　雅由 取手市中内８７－４
通夜から精進落としまでの食事供給サービス「故人想い
で弁当」の提供

H27.3.16

1753 千葉機械株式会社 千葉　重人 取手市長兵衛新田２２６－２
製造ラインの最適化シミュレーションによる製造力強化
支援サービスの提供

H27.3.16

1752 鮨源 鈴木　孝 取手市浜田１２２
地域住民の人生の節目を豊かにするメニュー群の開発提
供

H27.3.16

1751 有限会社マイスター 広田　貴彦 取手市藤代６８８－１杉沢ビル２０１
トップスタイリストの時間予約による貸切サービスの提
供

H27.3.16

1750 タカノ金型設計 鷹野　肇 取手市藤代南３丁目６－３
金型設計と解析結果を生かしたプラスチック成形問題解決サービス
の提供

H27.3.16

1749 斎藤ラジオ 斉藤　良満 常総市向石下９９９－１ 電気のトラブル解決をテーマにした家電品店の運営 H27.3.13

1748 プラチナム 斉藤　毅 常総市石下３７６２－９
短い来店サイクルでのサービスによる新規顧客の長期的
な囲い込み

H27.3.13

1747 有限会社リカーショップスドウ 須藤　利明 つくば市谷田部２９８５－２
お酒のある楽しい生活を提案するスドウコレクション
サービスの提供

H27.3.13

1746 株式会社スリーワンデザイン 根本　弘一 つくば市梅園２－５－３梅園スクエアＢ１０１
３ＤＣＡＤで製作した動画アニメーションを活用した営
業活動の導入

H27.3.13

1745 インテリアハナワ 塙　陽一 つくば市二の宮４－３－２Ｃ２０２
インテリアコンシェルジュの創設と輸入壁紙等の副資材
を活用した豊かな住空間の提供

H27.3.13

1744 株式会社つくば薬草研究所 中島　雪江 つくば市若栗５７０ 自社開発土地改良剤の商品化と販売 H27.3.13
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1743 株式会社アイヤマ観光 相山　典央 常総市篠山９５１－５ M＆Aによる介護タクシー事業への進出 H27.3.5

1742 ＭＡＲＩＯＮ株式会社 小島　修一 土浦市真鍋５－１４－２７
人に優しく自然との調和を大切にする基本デザインの提
案

H27.3.5

1741 有限会社内山家具店 内山　隆 小美玉市小川１４４１
地域の老舗家具店が取組む地域初の快適で安全な高齢者
世帯向け生活空間＆家具プロデュース事業

H27.3.5

1740 有限会社平井自動車 平井俊行 猿島郡境町６４９－１
高効率水性塗装専用ブースの設置と、これを活かした自
動車部品のリサイクルパーツ再生販売事業の開始

H27.3.12

1739 有限会社鈴木屋本店 鈴木　壽 猿島郡境町１５５２
割烹料理店が運営する，幸島（さしま）のブランド豚
「いち美ぶた」料理をはじめとする地域食材が充実した
惣菜店の開始

H27.3.12

1738 株式会社トリンブルパートナーズ茨城 本島　正一 猿島郡境町１７９－３ H27.3.12

1737 ライフサービス 鈴木　忠夫 水戸市大串町６６１－１
新たな脅威となりうる害虫駆除・防除に関する新サービ
スの提供

H27.3.6

1736 カットサロンソメヤ 染谷　宏一 久慈郡大子町頃藤８０－１
顔剃りを含むフェイシャルケア・エステによる女性客の
獲得

H27.3.6

1735 寿昌庵けん坊 平林　賢市 久慈郡大子町下野宮２０７２－１
地元大子産の食材・食器を使ったくつろぎ空間での奥久
慈懐石料理の提供

H27.3.6

1734 翠春堂 小室　春江 常陸太田市大菅町２１１－２ 想いを届けるかな料紙手作りキットの開発販売 H27.3.6

1733 株式会社檜山酒造 檜山　雅史 常陸太田市屋町１３５９
良質の果物を生産する産地の果実酒による特産品つくり
支援ビジネス

H27.3.6

1732 美容室chou chou 猿島郡境町２２４５－１４ H27.3.6

1731 甘味処もちや 染谷　とし子 猿島郡境町塚崎６００
季節変動を解消するための「もちまろシリーズ」の開発
と販売

H27.3.6

1730 有限会社ふとんの関 関　豊 猿島郡境町塚崎７３７－１ 癒しと眠りを基軸にした新業態寝具店への変革 H27.3.6

1729 石焼ステーキシマムラ 島村　勝也 坂東市小泉９７６－５
地域食材と共に成長する自社ブランドギフト品の開発と
販売

H27.3.6

1728 有限会社アメニティフジ 関谷　理 小美玉市栗又四ヶ２４２１－４１
既存事業の耳つぼダイエットとリフレクソロジーと
レイキで施術をし，心と体の癒しを提供する

H27.2.25

1727 いろはフーズ株式会社 田上　ミツ子 小美玉市栗又四カ２３９７－１２ 一人でも気楽に入れる焼き肉店の展開 H27.3.2

1726 ツカサ食品株式会社 H27.3.2

1725 ファームガーデン株式会社 飛田　正樹 下妻市下妻乙９０８－１
施主のライフスタイルの変遷に合わせたガーデンライフ
提案営業の導入

H27.2.18

1724 大島電気株式会社 大島　浩 下妻市長塚２６０－５
地域における小規模電気メンテナンスサービス提供によ
る顧客開拓

H27.2.18

1723 有限会社元気企画 高須　巌 稲敷市浮島３４８９－１ 機能訓練（リハビリ）特化型デイサービスの設立 H27.2.12

1722 株式会社末広商店 高野　三郎 行方市麻生１７５７ H27.2.16

1721 有限会社ネモト自動車 根本　保 稲敷市桑山４９５－１ 高速道路における事故車専用レッカー事業への進出 H27.2.16

1720 有限会社赤井工務店 赤井　正浩 稲敷市江戸崎甲５６０－１ 小さな高性能住宅の体験型モデルハウスによる営業展開 H27.2.16

1719 松本カイロプラクティック院 松本　修 稲敷市江戸崎甲６４０－１ スポーツによる身体不可の矯正サービスの提供 H27.2.16

1718 有限会社割烹ます田 増田　直人 下妻市下妻丁２１９ 明日の夕ご飯シリーズの開発提供 H27.2.5
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1717 株式会社クジライ 鯨井　智廣 下妻市下妻乙１２１２－１ 自社の修理技術を生かした中古工具専門リサイクルショップの経営 H27.2.5

1716 株式会社ＫＴＳ 金澤　茂則 小美玉市田木谷８５９－１
住宅外壁塗り替えの際のカラーシミュレーションを活用
したテラスルームの提案

H27.2.5

1715 株式会社プレジール 福田　祥子 小美玉市上玉里５０－９
レトリバー専門ブリーダーが運営する飼い主体験ハウス
の提供

H27.2.5

1714 ＲＡＩＮＢＯＷ 鈴木　聡 小美玉市川戸８４－１ ヴィンテージウェディングドレスのレンタル事業の展開 H27.2.5

1713 有限会社高津屋酒店 鈴木　祐一 北相馬郡利根町布川３３５８－１
プレミアム感の高い日本酒や焼酎が好きな若いファンが
集う専門店への業態革新

H27.2.5

1712 株式会社ゆたか屋 海老原　豊 北相馬郡利根町布川９７６ 足こぎ車いすの無償貸出しによる医療関係顧客の開拓 H27.2.5

1711 井上造園株式会社 井上　信二 稲敷郡美浦村受領１４３０－２
庭のリニューアル事業で発生する剪定枝・廃棄樹木の加
工販売

H27.2.5

1710 有限会社霞自動車 木村　達也 稲敷郡美浦村大谷１３５０ 高級車向け板金塗装事業への進出 H27.2.5

1709 岡野造園 岡野　貞雄 稲敷市六角２９６
若い従業員への技術指導を兼ねたモデル庭園の造形によ
る技術承継

H27.2.5

1708 有限会社ヤマデン 山崎　英策 鉾田市新鉾田２－１７－５ 支給品工事対応プログラムの提供による新規顧客の開拓 H27.1.30

1707 大槻ハウジング 大槻　幸之助 鉾田市当間２３７１－９ もつ煮のシリーズ化と真空パック商品の開発 H27.1.30

1706 D-MAX 渡辺　拓哉 鉾田市安房１４０５－３７ ホームタウンフレーバーティーによるお茶事業の展開 H27.1.30

1705 山口瓦工業 山口　崇德 鉾田市德宿１７１
屋根と外回り工事の一括受注による雨漏りシャットアウ
ト事業

H27.1.30

1704 にわけん 須藤　謙 鹿嶋市佐田４０１－７
造園事業で発生する廃材等を活用したナチュラル雑貨店
事業

H27.1.29

1703 弁天堂 秋葉　多聞 鹿嶋市沼尾１２４９－２２
障碍者や高齢者の「居場所」と「働く場所」を提供するシェアハウ
ス

H27.1.29

1702 有限会社fグロウ 奥井　雅史 神栖市太田５６８－２７
通常では勤務できない短時間労働者による訪問看護サー
ビスの提供

H27.1.29

1701 池田珍味 池田　平三郎 神栖溝口２２７６ 珍味を入れた「珍味たい焼き」シリーズの開発・提供 H27.1.29

1700 H27.1.16

1699 株式会社ティック 添野　俊男 桜川市真壁町塙世１８３－１
女性による女性のための「輝きライフ」リフォームの開
始

H27.1.16

1698 パン工房Peche 野口　君子 つくば市要８４－１４２
大麦ファイバーを使用した健康食パン及び牛久名物大仏
パンの開発

H27.1.16

1697 株式会社ビースタイル 岩永　覚 水戸市米沢町２６９－２
メタボリックシンドロームに悩む男性を対象にした専用
エステの開発

H27.1.16

1696 ファステック株式会社 宍戸　俊彦 古河市諸川２２０２－３
特装車両の荷役装置部品加工の自動化による生産体制の
確立

H27.1.16

1695 有限会社オートボディフューチャー 鈴木　康久 古河市東山田４９６１
クラッシクカーのレストアによる至福のカーライフの提
供

H27.1.16

1694 有限会社増田工務店 増田　保 坂東市内野山１２５７－７ 住宅全体のエアコントロールによる快適な住環境の提供 H27.1.16



○経営革新計画承認企業一覧（平成27年3月31日現在）

番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

1693 富士福祉農場 菅谷　富士男 鉾田市上沢１８７０
エコフィードを利用した自家製飼料の開発による甘くて
美味しい豚肉の生産事業

H27.1.13

1692 有限会社ハシモト 亀山　彰 鉾田市箕輪１７０８
地域の複数の工事業者と連携して行う個人宅等の住環境
改善事業

H27.1.13

1691 八ッ橋商店 須藤　恵雄 鉾田市鉾田１５７２
若手陶芸家ギャラリー事業と個人の求める陶器等の提
案・取り寄せ事業の展開

H27.1.13

1690 細谷運輸有限会社 細谷　智 鉾田市樅山５９２－７
北海道からの野菜定期便の付加価値アップとコンテナ高
稼働率配送事業

H27.1.13

1689 高松電気商会 高松　久 桜川市友部２１２－１
石臼一体型電動機及びアマチュア向け小型電動石臼の開
発

H26.12.26

1688 有限会社一真堂 石川　恵一 桜川市明日香１－２２－１
桜川市を代表する縁起物和菓子シリーズの商品開発・提
供

H26.12.26

1687 テルフォート 高松　紀子 水戸市新荘３－１－１２ 女性プロ・カメラマンによる女性向け写真店への変革 H26.12.26

1686 くわの実 高橋　俊雄 桜川市鍬田６２６－２ ユメシホウを用いたご当地クッキーシリーズの開発 H26.12.26

1685 友常水産 友常　昌彦 行方市白浜１７９
当事業者の独自技術を活用した若年層向け新商品シリー
ズの開発提供

H26.12.26

1684 北浦宝来温泉つるるんの湯宿 北浦湖畔荘 山野　みとり 行方市山田３９６９
女将の「北浦散歩」ビデオの活用による新集客方法の開
発

H26.12.26

1683 霞美装 平間　直樹 行方市芹沢９３１－７９ ＥＣＯ関連の最新工法の提供による元請受注の拡大 H26.12.26

1682 橋本屋旅館 小嶋　進 行方市矢幡３７０
エンターテイメント性を持たせた「美明豚ケバブ」の提
供事業

H26.12.26

1681 吉崎デンキシステム 吉崎　勝弘 行方市富田１６６－１
向上における産業用機器の図面データ管理及びＱＲコー
ドでの読み出し提供サービス

H26.12.26

1680 大輪水産 大輪　茂七 行方市麻生５１５
自店の商品や既存の設備を活用した「えび芋」と「苺刺
身蒟蒻」の開発

H26.12.26

1679 株式会社ルーツブック オブ アバンダント ユニバース 根本　健一 牛久市女化町１００
日本の河川に特化した記録映像の商品・作品化とその自
社販売事業の開始

H26.12.26

1678 有限会社金来屋 海老澤　優 筑西市門井１９３９－２ 料理だけでなく視覚的にも楽しませる和食店への変革 H26.12.26

1677 田崎精肉店 田崎　俊通 筑西市門井１９７３－９
筑西市特産品「紫峰牛」を活用した肉惣菜シリーズの開
発

H26.12.26

1676 安全保障株式会社 大畑　良雄 古河市小堤１２８８－１
一般家庭向け付加価値の高い機械軽微サービスの開発・
提供

H26.12.26

1675 高塚社労士事務所 高塚　誠 潮来市大塚野１－９－１９
企業の人材調達力を高めるコンサルティングサービスの
提供

H26.12.25

1674 あしたば鍼灸院 H26.12.25

1673 H26.12.25

1672 茨城青写真製本株式会社 鴨志田　恭輔 水戸市北見町６番地３１号 H26.12.25

1671 武井石材店 武井　昭二 筑西市田宿３０－９ 伝統工芸士による真石灯籠現代風創作品の開発事業 H26.12.25

1670 株式会社トモズ 瀬尾　佳三 筑西市海老ヶ島２１５９－３５
スケルトン型太陽光パネルの採用による新しい生活空間
の提案

H26.12.25
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1669 株式会社田中土木 田中　郷康 筑西市藤ヶ谷２１８７ デザイン性に優れた「キレイが続くリフォーム」の展開 H26.12.25

1668 la  plage 中根　丈彦 潮来市潮来１３４
ペダルサーキットによる子どもの心身の健康向上サービ
スの開始

H26.12.25

1667 有限会社小平治 後藤　吉男 守谷市大柏１１１４－２
新たな販売方式によるイタリアン料理を中心とした効率
的顧客開拓

H26.12.22

1666 有限会社染谷板金工業所 染谷　隆 守谷市本町７１６
新予約システムと成長型ポイントシステム制度の導入に
よる個人客の開拓

H26.12.25

1665 株式会社ＺＥＮ住研 小林　靖 鹿嶋市鉢形台１－１－５
リノベートしたモデルハウスと「うちエコ診断士」「う
ちエコ相談員」のサポートによるアセントリノベーショ
ン事業

H26.12.25

1664 有限会社山彦 伯耆　邦彦 鹿嶋市宮中５－１０－１４
うなぎのかば焼き代替メニューとしての「茨城ブランド
肉のかば焼き」シリーズの開発・提供

H26.12.22

1663 有限会社モンブラン 小堀　義明 鹿嶋市平井１０５１－１ ケーキ提供を伴うパーティ会場等の菓子会場事業の展開 H26.12.22

1662 株式会社サクセス 小瀬　秀二 桜川市上野原地新田２０２－１
笠間の地域資源を活かした栗パスタをはじめとする新商
品及び新店舗の開発

H26.12.18

1661 株式会社トーセキ 大塚　一男 桜川市金敷２９６ 当社独自の石材クリーニング事業の開始 H26.12.18

1660 樺穂自動車整備工場 飯泉　敏之 桜川市真壁町伊佐々１４８－１
コンテナハウスを利用した認証工場併設中古タイヤ
ショールームの設置

H26.12.18

1659 株式会社茨城生科研 岡村　雅樹 笠間市押辺２１２４－５３ 中嶋農法のショールーム化による顧客開拓 H26.12.16

1658 Sushi Dining 蛇の目 鯨岡　敬生 水戸市大串町４４－２１
若者世代も楽しめるカジュアルで上質なSushi Diningへ
の変革

H26.12.12

1657 民宿しのはら 篠原　聡 北茨城市平潟町１０６１－３１ 北茨城産の魚介類を使ったレストランによる東京進出 H26.12.12

1656 株式会社アーチ 理崎　勇次郎 行方市手賀１３２５ 冷凍弁当の開発・販売による新分野への進出 H26.12.12

1655 株式会社鶴月・社中 肝付　兼久 牛久市牛久町８３４－２ H26.12.8

1654 株式会社茨城プロデュース 阿久津　勝紀 ひたちなか市新光町38番地テクノセンターＡ棟２階206-2B H26.12.8

1653 株式会社エムケア 松石　晴幸 水戸市平須町１８２２－８７
整骨院で培ったリハビリ技術を駆使した新たなデイケア
サービスの提供

H26.12.12

1652 合同会社マリア・カサブランカ 加藤　周平 つくば市梅園２－３３－２５ 情報共有によるチームケアの実践 H26.12.12

1651 有限会社高山商店 高山　隆 稲敷郡阿見町掛馬３２６
大規模な片付けを代わりに行う片付け・処分サービスの
開始

H26.11.13

1650 株式会社ピーエス商事 中畑　智明 稲敷郡阿見町荒川本郷１３６４－７
高い消臭・殺菌効果及び省エネを実現する医療施設向け
新プラントの開発

H26.11.13

1649 株式会社滝口ボディーショップ 滝口　卓男 稲敷郡阿見町阿見４３６９－１７
次世代自動車の修理対応による自動車トータルケアサー
ビスの展開

H26.11.13

1648 パティスリーシエルヴェール 緑川　翔 稲敷郡阿見町本郷１－３７－２ 阿見町の地域資源を活かした観光客向けスイーツの開発 H26.11.13

1647 塚本工業株式会社 塚本　勝則 土浦市大和町７－１６
地域資源のパウダー化によるオリジナルギフト品の開発
とギフト品プロデュース事業の開始

H26.11.13

1646 株式会社マナカ商事 間中　和雄 坂東市矢作２９４４ 茨城県発「生姜」の栽培及び販売流通システムの構築 H26.10.29
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1645 稲葉酒造場 稲葉　伸子 つくば市沼田1485
地元産コシヒカリを原料とした新感覚の低アルコールに
ごり酒の製造販売

H26.10.24

1644 Ｃ・Ｈ・Ｋレーシングサービス 久米　和弘 石岡市大砂10381-14
オリジナルパーツ製作技術と自動車等修理のノウハウを
活用した農業機械の修理の提供

H26.10.24

1643 株式会社三橋電機 三橋　由紀子 東茨城郡城里町石塚2243-5
顧客に真っ先に相談される家電を中心とする暮らしの便
利店への変革

H26.10.24

1642 株式会社飯野瓦本 飯野　功 常総市川崎町乙６７１
足場設置の内製化を活かした「外装まるごとサービス」
による個人顧客の獲得

H26.10.17

1641 株式会社デザイナーズ・アロー 長谷川　大輔 水戸市見和２－４８７－４
民間検定事業者をターゲットとする商業デザインの販路
拡大

H26.10.17

1640 株式会社ふじ屋 藤平　祐次 桜川市真壁町１１３－１
「高級フルーツプリンシリーズ」の開発・提供及び「業
務用プリンシリーズ」の開発に伴う販路開拓

H26.10.17

1639 株式会社川広 川和　一男 東茨城郡城里町石塚１１７０
城里町の豊かな自然で育ったキングポーク加工食品・メ
ニューの開発と販売ルートの構築

H26.10.20

1638 常陸屋 飛田　一夫 東茨城郡大洗町磯浜町９８９ 大洗らしい新業態そば屋への変革とそばスイーツの開発 H26.10.3

1637 株式会社イントロンワークス 谷　俊毅 つくば市東新井３４－６ 次世代型判例データベース検索サービスの開発及び展開 H26.10.3

1636 有限会社オージャス 岩瀬　孝司 つくば市柴崎７９－４
つくばの美容室が連携した独自技術のブランド化とプロ
モーション

H26.10.3

1635 筑波ドロウイング有限会社 中村　勝美 筑西市関館２９２－３
電気設計／メカ設計との３Ｄによるギャップ干渉を考慮
した基盤設計による設計能力及び品質向上

H26.9.30

1634 株式会社神久美建 久保木　周平 神栖市日川３７３２ リサイクル塗料を活用したプラスワンペイントの提案 H26.9.18

1633 くれいどる 根本　勇 神栖市知手中央９－１３－１４
顧客が決めたスパイス調合をいつでも再現できるMyカ
レーの提供

H26.9.18

1632 大湖飯店 鈴木　清 神栖市神栖４－５－１９ ベジタリアン餃子とドライ水餃子の開発販売 H26.9.18

1631 筑波園 本図　一衛 石岡市吉生８６１ 八郷の自然を満喫できるパッケージプランの提供 H26.9.18

1630 有限会社塚田工業 塚田　清之 筑西市寺上野５５１－３９
自社オリジナル製品の止水セメント開発及び製造・販売
業務

H26.9.18

1629 coco de class 大久保　有美 那珂郡東海村舟石川駅東３－１２－１２ H26.9.18

1628 はたおか製菓 畑岡　秀和 笠間市笠間１４０９－８ H26.9.10

1627 小沼木材 小沼　勇衛門 行方市於下１４１１－２
老舗の特長を生かした「総合木材建築屋」事業への業態
転換

H26.9.9

1626 アカデミックエクスプレス株式会社 田　寛之 つくば市千現２－１－６つくば創業プラザ２１１
地震・火山活動の検知に有効な重力計測機器の開発・製
造と販売

H26.9.9

1625 美芳園 芳賀　直章 北茨城市中郷町石岡399番地 造園の展示場作成と庭の活用方法 H26.8.29

1624 YUMAプロジェクト株式会社 鈴木　真由美
水戸市泉町３－７－３０
ラ・フォンテーヌ１階
ＺＵＫＩ

オールハンドによる施術方式「身体矯正エステ」のス
クール開講事業

H26.8.28

1623 持丸自動車修理工場 持丸　輝光 笠間市泉２３８７－３
スピーディーと正確さを両立するブライトサービスの展
開

H26.8.28

1622 有限会社セントラル 高橋　栄子 つくば市二の宮２－１４－１６
温浴機器導入をＰＲした集客・活用と独立したエステ
ティシャンの働く場の提供

H26.8.25
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1621 有限会社ピーターパン 矢嶋　祐子 つくば市二の宮２－１４－１６
紫峰牛ブランドと共に成長する地域密着型ステーキハウ
スへの挑戦

H26.8.25

1620 株式会社康栄コーポレーション H26.8.21

1619 トーノファインプレーティング株式会社 平井　雄介 つくば市千現２－１－６
微細パターン成型品の薄型化を実現するスタンパー一体
化技術の商品化と販売体制

H26.8.20

1618 株式会社エイプラス・デザイン 佐藤　昌樹
水戸市南町１－３－２３
カナザワビル３Ｆ

トラブル相談事業とオープンシステム事業を取り入れた
新たな総合建築設計事業の業態転換

H26.8.15

1617 株式会社たかよし 高瀬　秀人 行方市玉造甲６３６４－４
茨城行方の特長ある地元食材を使用した「ぎょうざ」と
「シュウマイ」の開発・販売

H26.8.19

1616 スターソーイング株式会社 米田　篤司 土浦市真鍋５－１７－１９
製品の翌日発送システムの構築と新スタイル型カーテン
の開発及び販売

H26.8.6

1615 Neutral Closet 中川　達也
つくば市上広岡576番地10
サンビレッジ山田Ａ棟２０
１号

特別会員一人一人に向けたコーディネートの提案 H26.8.6

1614 株式会社風實 粟島　俊一 筑西市藤ヶ谷１３７６－２
筑西市の銘柄豚「キングポーク」を使ったこだわり製法
の燻製シリーズの開発及び筑西市と一体となった販路開
拓

H26.8.6

1613 エステサロンマーヴェラス 伊坂　真希子 筑西市掉ヶ島４３５
エステ併設ＡＥＡ認定校を建設し，顧客増加・雇用拡大
を図る

H26.8.6

1612 株式会社幸和技師研究所 横張　和壽 つくば市大白硲３４１－１
治療用オーダーシューズの製造技術を活かした健康増
資・スポーツ分野への進出

H26.8.4

1611 株式会社ほまれ 本田　光春 つくば市吉沼１２９７－２
一般住宅向けの給湯器を切り口とした提案型営業スタイ
ルの構築

H26.8.1

1610 有限会社ユージン 海老根　昌美 水戸市けやき台２－６－２ ウェアラブルを活用した体調管理の導入 H26.8.1

1609 常陸大理石株式会社 梶山　治夫 常陸太田市磯部町１３２ H26.7.29

1608 八溝フーズ 豊田　博 久慈郡大子町左貫１２１０ H26.7.25

1607 有限会社筑波ハム 中野　正吾 つくば市下平塚３５６－１ H26.7.24

1606 ワークスタッフ株式会社 横山　聖一 守谷市ひがし野１－２９－１４
連携によるキャリアステーションの設置と人材育成によ
る雇用の促進

H26.7.24

1605 有限会社クリエイティブ・サンエイ 檜山　隆志 東茨城郡城里町那珂西１８７９－５
高度な印刷技術を活かして行うデザイン性の高いオリジ
ナル刺繍サービスの開始

H26.7.24

1604 有限会社松屋仏具店 松野　智幸 東茨城郡茨城町長岡３５２３－３９
仏壇在庫のクラウドストレージ管理システムの開発によ
る組織力の強化

H26.7.24

1603 東正自動車 根本　正 稲敷市結佐１６９
ハイブリット車専用のワンストップサービス整備工場の
構築

H26.7.24

1602 株式会社こわたり 古渡　正雄 稲敷郡美浦村木原４９４－１ 葬祭の時を家族で過ごせる「邸宅型葬儀場」 H26.7.17

1601 株式会社ヤハタ 増淵　一夫 筑西市新治１９７０－２８ 金属部品の切削工程内製化による受注拡大 H26.7.17

1600 モリ幸クリーニング 佐野　純二 石岡市国府１－５－１８
特殊シミ抜き・染色補正と難洗濯品クリーニング・衣類
のリペア提供

H26.7.18

1599 株式会社モリモト 森本　有吾 猿島郡境町西泉田２８１－１
「モーター用ブラシスプリング」製造の効率的な生産シ
ステムの構築

H26.7.16

1598 株式会社fortune 櫻井　有希子 つくば市竹園２－４－１０
銀杏の実の長期保存を可能にするオイル漬け・瓶詰め加
工による「翡翠の雫」の製造販売

H26.7.16
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1597 株式会社ママダコーキ 間々田　涼平 筑西市甲１００ H26.7.16

1596 友水綜合燃料株式会社 友水　達也 石岡市府中１－１０－１１
石岡市初の高品質おもてなしを提供するビジネスホテル
の運営

H26.7.9

1595 マルキン米菓有限会社 金子　昌弘 東茨城郡大洗町磯浜町８０７２
大洗「海の煎餅シリーズ」の開発と実演販売スペースを
備えた直販店「好梅亭」での販売

H26.7.9

1594 株式会社ライスライン 山田　勝美 常総市中妻町333-10
ＡＳＥＡＮ諸国をターゲットにした日本米と中古農機具
の海外輸出事業

H26.6.25

1593 株式会社ナチュラルライフ 飯泉　直子 土浦市川口１丁目１番３１－９０２
地域に根ざしたＩＴコミュニティ＆ヘルシー・フード
コートの開発

H26.6.24

1592 株式会社東成園 中島　重雄 石岡市東成井２８３８－１
キャビア等商品化に向けたチョウザメ養殖への環境改善
システムの導入

H26.6.24

1591 株式会社茎崎観光農園 関　浩一 つくば市若栗５００ 牡丹の花びらを原料としたフレグランス商品の製造販売 H26.6.24

1590 安心ネット株式会社 大畑　文夫 つくば市吾妻３－８－１０ プロトン凍結機を活用したチョウザメの販売 H26.6.19

1589 株式会社森下鉄工所 森下　兼信 日立市若葉町１－７－１
粉体塗装の社内一貫生産体制への組み込みによる対環境
品質に優れた板金加工の低価格提供

H26.5.29

1588 やぎぬま農園 柳沼　正一 那珂市菅谷３６６０－１
青パパイヤ加工品の地域ブランド化と体験型の観光農園
化による事業展開

H26.5.21

1587 有限会社モーハウス 光畑　由佳 つくば市山中４８０－３６
デザイン性の高い授乳服の開発によるブランドイメージ
の向上

H26.5.12

1586 高浪化学株式会社 高浪　浩行 結城郡八千代町仁江戸１６５８ H26.5.12

1585 株式会社那珂湊マリーナ 岡田　知也 水戸市川又町１３０２ 大型艇を対象とした総合メンテナンスサービス提供事業 H26.5.12

1584 株式会社岡崎酒店 岡崎　泰由 常陸大宮市南町１３６１－１ 本格地酒販売業務の強化による売上向上事業 H26.5.7

1583 有限会社土浦観賞魚 大友　善爾 土浦市蓮河原新町２－１２
観賞魚水槽用酸素発生装置の開発・販売とリース方式の
導入

H26.5.7

1582 株式会社小沢食品 小沢　幸也 那珂市向山１０４８－３ 業務用の「冷凍豆腐」の開発・販売 H26.5.7

1581 有限会社カネヒラ 兼平　直紀 潮来市潮来１６３
地域オンリーワンのサービス・技術を生かしたカウンセ
リング重視型の靴販売展開

H26.5.7

1580 株式会社日伸合成 廣瀬　秀一 筑西市成田２１９ H26.5.7

1579 株式会社ＫＳＫ 山下　英俊 取手市新町１－２－３５
新技術の実用化による的確な構造物の調査・診断・評価
業務の提供

H26.5.1

1578 有限会社歌舞伎あられ池田屋 池田　裕児 取手市山王２６６
自社ブランドによる地場産農産物を活用した地域商品シ
リーズの開発

H26.5.1

1577 向後セラミックス有限会社 向後　洋一 神栖市知手中央４－１２－８
CAD/CAMシステム導入によるCAD/CAM冠の本格的名事業展
開

H26.5.1

1576 京遊膳　花みやこ 西野　正巳 ひたちなか市笹野町3-14-26
本格懐石料理を手軽に楽しむ「惣菜＆スイーツ店」の展
開

H26.5.1

1575 H26.4.24

1574 有限会社高度技術研究所 清水　紀子 那珂市中里１１１４－５
多数形状同時計測技術による血球・生体細胞の広視野・
高速検査装置の開発

H26.4.24


