
○経営革新計画承認企業一覧（平成28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

1993
有限会社沼田クリーンサービス
有限会社茨城県リサイクル協会
株式会社東海クリーン

沼田　元良
日立市城南町１－１０－１６
那珂郡東海村村松３１３５－４５
１

新タイプの熱源再利用法を導入した中間処理サイ
クルの実現

H28.3.30

1992 ナチュラルアングル 中村　真奈美 ひたちなか市堀口１２４－２ 講師型サロネーゼ向けスタートアップ支援事業 H28.3.30

1991 有限会社アポロ情報工業 岩永　美香 ひたちなか市稲田３００－１１
行政書士・司法書士向け戸籍業務支援パッケージ
の開発・販売

H28.3.30

1990 株式会社大河技研 谷口　佳津枝 水戸市見川２－１５０－２
受講生の未来を創る自分開拓パソコン教室の開
発・運営

H28.3.30

1989 有限会社髙野好見畳店 髙野　公男 那珂郡東海村白方６０７－２ 畳大好き客作りによる畳表替え需要の掘り起し H28.3.30

1988 ヤマダ通信 山田　弘明 那珂市後台３５１２－２
「簡易セキュリティーパック」の提供による元請
け顧客の開拓

H28.3.29

1987 株式会社フレンドリーP&Mステーション 藤岡　和正 ひたちなか市北神敷台６－１２ 外国人向け高品質住宅の低価格提供とFC展開 H28.3.29

1986 フリーホイール 高須　雅男 東茨城郡城里町孫根１７５０
子育てママが来店しやすい店づくりによる女性客
開拓

H28.3.29

1985 にこにこハンバーグひまわり 大森　直彦 ひたちなか市田彦３８８－８４ 「いばらき巡りハンバーグ」の開発・提供 H28.3.29

1984 スタジオフィール 切敷　明彦 那珂郡東海村東海２－１－１８ 結婚奉告祭付ロケーションフォト事業 H28.3.29

1983 株式会社オスク 大野　進 那珂市菅谷６０５－３０ デジタルプリント壁紙と壁紙新商材の開発販売 H28.3.29

1982 峰匠デザイン工房 樋口　昭彦 水戸市元吉田町９７２－１４
サロネーゼの仲間づくり支援活動を通した顧客開
拓

H28.3.29

1981 ストームフィールドガイド 山本　滋 水戸市赤塚２－４０－１０ ガレットをメインとした飲食店の経営 H28.3.29

1980 A.C.E. 坂本　考裕 潮来市潮来１０６－１０ 次世代規格を活用した映像サービスの展開 H28.3.29

1979 株式会社LM ADVANCE H28.3.29

1978 酒のだいます 山中　嘉広 古河市西牛谷８６８－２ 新規飲食店開店支援サービスの展開 H28.3.29

1977 有限会社グリンハウス小山 H28.3.29

1976 堀種苗店 堀　和夫 坂東市岩井４４５８
顧客との関係性を重視した希少野菜苗の小ロット
セミオーダー生産販売

H28.3.29

1975 青木製麺工場 青木　勝彦 つくばみらい市板橋２０８５
茨城産小麦粉と地場野菜を使った生パスタ・うど
んの製造販売

H28.3.29

1974 かるむヘアー 斎藤　康一 常総市三坂町１５７５－２ H28.3.29

1973 株式会社イデア 仁衡　琢磨 つくば市千現２－１－６　つくば研究支援センターCB９
光加熱技術を用いた新製品の開発と休眠アイデア
の実用化事業の展開

H28.3.29

1972 株式会社日髙光学研究所 日髙　輝久 稲敷郡阿見町阿見５２０７－４ 新カタディオプトリック型望遠鏡の開発 H28.3.29

1971 有限会社リビング工房 阿部　英彦 牛久市中央１－６－１８
不動産業への参入による多様化ニーズへのワンス
トップサービスの提供

H28.3.29

1970 H28.3.29

1969 スプリング国際特許事務所 金山　義信 牛久市ひたち野東４－３－２
特許事業化へのサポート展開と顧客集客型ホーム
ページの開設

H28.3.29

1968 有限会社ジャパントップス 篠崎　健太朗 稲敷郡美浦村舟子３０－４
ロープブランコ技術を活用したビルの外壁メンテ
ナンス事業

H28.3.29

1967 株式会社佐藤石材店 佐藤　勲 稲敷郡阿見町飯倉１４４２－１２２ H28.3.29
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1966 ハスノ実 軽部　富美子 土浦市中村西根２００１－３
障害者がイキイキと働ける障害者就労支援施設へ
の変革

H28.3.29

1965 有限会社カミノテック 土田　幸男 高萩市上手綱３９８８－８
プラスチック製メッキ用マスクの開発によるプラ
スチックメッキ市場の開拓

H28.3.29

1964 株式会社スタイルデスタイル 作山　太一 高萩市上手綱１５７０
生花を活かしたワンランク上の商品プロモーショ
ン企画による事業者市場の開拓

H28.3.29

1963 ジャーナルカフェ 池田　弘江 つくば市今鹿島４８６９－１
カルチャースクールの開講と自家製野菜収穫体験
の提供

H28.3.28

1962 有限会社ループス 七里　正信 つくば市春日２－３３－４　ハッピーカンパニービル１階
全身を対象としたトータルビューティーサロンへ
の変革

H28.3.28

1961 茶の蔵　きむら園 木村　嘉男 つくば市手代木２９２－４
抹茶カフェの設置による本物のお茶の魅力を伝え
る製茶販売店への変革

H28.3.28

1960 先勝ドレス株式会社 黒岩　主盛 稲敷市伊佐部１７９２－１
縫い代なしスポーツインナーウェアの量産化及び
品質向上

H28.3.28

1959 有限会社カムデンタルラボラトリー 篠崎　五郎右衛門 稲敷市高田２４０５
多色築造技術とCAD/CAMシステムを組み合わせた歯
科技工技術の構築

H28.3.28

1958 有限会社希望園 内藤　勝美 稲敷市下太田５９８ 造園技術を活かした外構工事事業への進出 H28.3.28

1957 有限会社赤井工務店 赤井　正浩 稲敷市江戸崎甲５６０－１
ヒノキ材などを使った高付加価値の高気密・高断
熱のコンセプトハウス造り

H28.3.28

1956 株式会社ゆたか家 海老原　豊 北相馬郡利根町布川９７６
脊髄断裂などによる下半身不随者等向けのリハビ
リ用車椅子の開発・販売

H28.3.28

1955 株式会社木のくに 大内　節雄 稲敷郡河内町長竿６２９６－５ 在宅介護者向けの介護用リフォーム事業の実施 H28.3.28

1954 株式会社ほたる発電 白土　裕美 稲敷郡美浦村興津１３０１－１０ 保険調査会社と連携した外構工事の事業拡大 H28.3.28

1953 睦建材 五位渕　陽 常陸大宮市下小瀬７－４
展示場兼プレゼンテーションルームの開設による
提案力の強化

H28.3.25

1952 鮨割烹与ね川 米川　満 常陸大宮市北町１０７－１
「豆乃香」を生かした創作料理の開発と大都市圏
への外販

H28.3.25

1951 株式会社サザン珈琲 H28.3.25

1950 チャミーナ 海老根　静子 常陸大宮市東富町６４７－１
ダイヤモンドピーリング法によるエステ事業への
進出

H28.3.24

1949 株式会社保商 保坂　英昭 水戸市住吉町３０７－４
コンサルティング機能の発揮による顧客企業の課
題解決のための提案営業

H28.3.24

1948 ガレージ・サクライ 櫻井　大介 笠間市南友部１９６６－７４
カスタマイズサービスに特色があるカーコンシェ
ルジュ業態への変革

H28.3.24

1947 リトルピアニスト 倉知　真由美
コンサート向け魅せるピアノ演奏専用靴の開発販
売

H28.3.24

1946 リフレッシュ 沼田　芳則 高萩市上君田５２３
買い物弱者をターゲットにした出張床屋事業の展
開

H28.3.22

1945 株式会社アドサポート 和田　祐司 北茨城市中郷町日棚字宝壺６４４－７７ トラック専用セルフ式給油施設の事業化 H28.3.22

1944 株式会社ジェイ・オー・エヌ７２ 鈴木　勝 北茨城市関本町富士ケ丘９２２－５
シリコン真空プレス成型法開発による品質・生産
性向上及び環境改善

H28.3.22

1943 株式会社共進舎 山名　康友 北茨城市大津町北町７９７ 学習に力を入れた放課後児童クラブの開設 H28.3.22

1942 H28.3.22

1941 さくら葬祭 杉山　正夫 日立市小木津町３－６－２
安らかなエンディングを見守るご案内・新方式の
開始

H28.3.22

1940 タイランド鍼キュウ治療院 KHUNCHANA NOPPARAT 潮来市日の出４－１－５
タイ式ヨガ教室と酸素カプセルサービスの提供に
よる事業拡大

H28.3.22
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1939 大黒家 圷　誠一 東茨城郡茨城町奥谷４７－３ 厳選食材を活用したゆったり会食プランの展開 H28.3.22

1938 有限会社川原代自動車電機工業所 湯沢　文一 龍ケ崎市南中島５７－５
インジェクター再生洗浄を核としたディーゼル車
の循環器専門内科の事業化

H28.3.22

1937 光陽産業有限会社 内田　多賀志 鹿嶋市宮中１－２－２２
鯰を使用した「神宮シリーズ」メニューの開発提
供

H28.3.2

1936 有限会社清水石油 清水　洋治 小美玉市山野１６５４－１７ H28.3.2

1935 Shining Dream 野口　健太郎 小美玉市羽刈２１３－７０ 壁紙コンビニをメーンとしたリフォーム事業 H28.3.2

1934 伊勢福 沼田　薫 古河市上辺見５３２－１ こだわりの素材を活かしたそば店への変革 H28.3.2

1933 株式会社おおしま 笠間市笠間１７２８
レンタサイクルステーション事業とスポーツサイ
クル支援隊設置による新サービスの提供

H28.3.2

1932 オートサービスオカダ 笠間市旭町１４０－６ 女性客が来店しやすい整備工場への変革 H28.3.2

1931 有限会社テクサ 梶山　義信 笠間市住吉９３５－６
個人や家族向けオーダーメイド生活雑貨の小ロッ
トプリント対応事業への進出

H28.3.2

1930 株式会社イサカホーム 水戸市笠原町６８２－１３
中古買取住宅の高性能化リノベーションによる新
たな販売展開事業の実施

H28.3.2

1929 佐野屋 笠間市笠間１２７１
自社オリジナル縁起だるまの販売による新規顧客
の獲得

H28.3.2

1928 有限会社小林自動車 小林　力 古河市諸川３６９ H28.2.29

1927 有限会社川手自動車鈑金工業 H28.2.29

1926 有限会社きらら館 岡部　雄一 笠間市笠間逆川２２５８－１
茨城県産米粉や栗等を活用した本格パンシリーズ
の販売事業

H28.2.29

1925 友常石材株式会社 笠間市稲田９４９
石材を活かした生活雑貨・インテリア製品シリー
ズの開発

H28.2.29

1924 フォトショップセキ 関　一成 笠間市平町１８０２
デジタル対応型店舗への変革と自社ショールーム
化による顧客満足の向上

H28.2.29

1923 株式会社せきぐち造花店 関口　勉 行方市玉造甲３５０－２ H28.2.29

1922 株式会社茨城の石本舗 川俣　均，坂口　登 桜川市友部４８８－１
茨城の銘石の販路拡大を図るための販売先支援シ
ステムの開発

H28.2.29

1921 有限会社おとうふ家族 藤岡　麻夫 笠間市鯉渕６５１５－７ 地域密着性を重視した新しい移動販売方式の導入 H28.2.29

1920 有限会社森田屋縫製 笠間市石井４４４ 端切れを活用した自社ブランド品の企画製造 H28.2.29

1919 株式会社絆 小美玉市堅倉１６９６－７５ H28.2.24

1918 株式会社美好園芸 塚田　浩 石岡市柿岡１８３０
神棚に供える榊を成形するための専用型製作によ
る安定供給の体制づくり

H28.2.29

1917 ビービーアシストエステティック 大内　直美 那珂市鴻巣２４９６－２
美と食で健康寿命の増進を支援するサービスの開
発

H28.2.29

1916 株式会社瀧田興業 瀧田　国子 土浦市沢辺１４１０ 常陸秋そばを使った乾麺の製造と海外進出 H28.2.22

1915 株式会社石引写真館 石引　卓 取手市東４－２－３５
アマチュア写真家の育成・作品公表支援サービス
の提供

H28.2.22

1914 株式会社ホットハッチ 磯部　具司 つくばみらい市古川４－１ 「外車初心者」満足プログラムの開発提供 H28.2.22

1913 合同会社ＣＯＭＦＹ 長塚　文洋 取手市取手２－９－１８　山中屋ビル２階
顧客にトマトの育成プロセスを提供する農家レス
トランの開設

H28.2.22
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1912 綜合建物サービス株式会社 大野　洋平 取手市新町６－１７－１ ビルメンテ業務への３Ｑ施策の導入 H28.2.22

1911 有限会社森田加工所 森田　有宏 猿島郡五霞町川妻６１９ 「イベントお助け隊」事業の展開 H28.2.22

1910 石山製茶工場 石山　嘉之 猿島郡境町大歩２５６
自社生産の緑茶とハーブを使ったハーブティーの
販売

H28.2.22

1909 有限会社折原自動車整備工場 折原　定夫 猿島郡境町１０５３
自社オリジナル車検システムの導入による顧客の
囲い込み

H28.2.22

1908 有限会社村上 村上　晴泰 猿島郡境町９５－１８
フィットネスクラブの開設による身体の内外から
の健康サポート事業

H28.2.22

1907 有限会社山崎石材店 山崎　哲男 常総市水海道栄町２６４８
お墓の場所がわかる位置情報伝送システムの開発
と活用

H28.2.16

1906 株式会社ワタナベ 渡辺　明 坂東市鵠戸１２４１－５ H28.2.16

1905 カットハウス☆オチアイ 落合　明弘 坂東市沓掛１６６２
男女問わずコンフォートサービスを提供できる店
舗の創出

H28.2.16

1904 有限会社ネモト 根本　録郎 坂東市生子３５２２
茶葉の少量包装と味・香りを数値化する新規格商
品の創出

H28.2.16

1903 株式会社茨城製砥 野村　郁夫 常総市大塚戸町３１４５
ＴＭＰ・ＩＳＯをベースにした独自の生産・品質
管理体制の確立

H28.2.16

1902 市松 人見　恭司 常総市古間木２６５－１
リフォームや解体時にでる古材を再利用した木製
品の開発・販売事業

H28.2.15

1901 有限会社鳥末食品 中島　雅之 常総市豊岡町乙２０１３ 県産鶏肉を使った乾燥鶏肉の開発・販売 H28.2.16

1900 渡辺新聞店 渡邉　秀男 行方市山田１１０６－１
新聞購読客開拓に向けた書籍配達・引取りサービ
スの提供

H28.2.10

1899 有限会社成田製作所 成田　満喜 鉾田市高田６７５－１ 難削材・大型製品の溶接受注体制の構築 H28.2.10

1898 有限会社荒木田材木店 荒木田　守 行方市井上１５３９－２
個人が簡単に物置や東屋等が建築できるプレカッ
ト商材の卸売

H28.2.10

1897 有限会社小勝電機商会 小勝　博司 かすみがうら市稲吉２－８－１５
クッキング教室の開催による新規顧客の固定客化
事業

H28.2.8

1896 有限会社竹井商事 竹井　守 小美玉市羽刈３８７－２
生産農家を対象にした収穫から出荷・運送までの
一環請負業務の提供

H28.2.8

1895 中城本店 中城　隆 鉾田市鉾田２１２５－３
「ディップ煎餅」の開発・販売による若年層の開
拓

H28.2.8

1894 ヨコタ基礎工事株式会社 横田　一歩 鉾田市烟田２２９０－１ 鋼管杭を使用した環境配慮型工事の受注 H28.2.8

1893 湘栄産業株式会社 金谷　修一 鉾田市鉾田１０６８－２藤井ビル２Ｆ
自社開発の「スライド足場工法」による吊り足場
工事の本格事業化

H28.2.8

1892 株式会社スマイルライフ 岡田　依子 鹿嶋市宮中３６－１８
時間限定非正規社員の組織化による人材調達力と
営業力の強化

H28.2.3

1891 有限会社澤幡青果 澤幡　清治 鉾田市大戸６９４－１ 多品種葉物生産農家の育成と販路開拓事業 H28.2.3

1890 有限会社山越商事 山越　栄 鉾田市青柳２１１１ ポイントブックによる顧客個別管理の導入 H28.2.3

1889 有限会社田上本店 田上　隆生 鉾田市鉾田１７４１ 動画メールマガジンによる商品の詳細情報の提供 H28.2.3

1888 丸加スズキ販売 二重作　惣司 鉾田市借宿１４１４
サービス利用バウチャーの発行による顧客リピー
トの向上

H28.2.3

1887 櫻井自動車 櫻井　信寿 かすみがうら市下佐谷７１９ メンテナンスパックを取り入れた車両販売 H28.1.29

1886 株式会社中村商店 中村　昇 かすみがうら市坂３－１
地元霞ヶ浦産の白魚を主原料としたカップスープ
の開発

H28.1.29
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1885 有限会社石塚産業 石塚　文夫 かすみがうら市稲吉１－５－１２ 米糠を活用したペレット肥料の製造・販売 H28.1.29

1884 ハナワガーデン 塙　聡 かすみがうら市中佐谷１２６９
モデル庭園とホームページがリンクした営業活動
の強化事業の実施

H28.1.29

1883 たらいうどん椛や 松岡　献一郎 水戸市有賀町１０２１－１ 糀やうどん学校の開校 H28.1.27

1882 株式会社ダステック 竹内　静春 水戸市酒門町４３６５－２ H28.1.20

1881 株式会社坂本製作所 市村　智明 筑西市門井１９７３－３０ H28.1.20

1880 菓笑　堀江製菓 堀江　誠 東茨城郡茨城町常井６７５－２２
茨城町農産物を使用した地域特産品の開発・商品
化による販路拡大

H28.1.20

1879 株式会社エーベンハウス 入江　誠 石岡市大増１４３７－１
オシャレで遊び心を育むモダンテイスト型住宅と
情報発信の場としての新しい展示場ショールーム
の開発

H28.1.13

1878 有限会社青木工務店 青木　明男 結城市東茂呂１７６９－３
高齢者世帯を対象にした追加型・低価格・短期間
施工の居住空間の開発

H28.1.13

1877 パティスリーishikawa 石川　智一 桜川市西桜川２－３
地域性と高いデザイン性を両立させた特産品ス
イーツの開発

H27.12.28

1876 株式会社綜合美術工房 浅賀　正二 桜川市亀岡７４１ 芸術性の高い一点もの石材工芸品の販売拡大 H27.12.28

1875 株式会社坪井自動車 坪井　厚文 筑西市門井１５１０－１
女性客が来店しやすいカフェ型自動車整備工場へ
の変革

H27.12.28

1874 株式会社神栖創建 柳田　広美 神栖市鰐川２５－２３５
最新の「ブラスト&スプレー工法」を用いた橋梁補
修事業の積極展開

H27.12.28

1873 株式会社鈴和 鈴木　英文 神栖市知手１４ 太陽光発電コンサルティングサービスの提供 H27.12.28

1872 臣モータース 上野　正臣 桜川市大泉１５４７
難易度の高い修理も可能な出張修理サービスの開
始

H27.12.28

1871 山岸カンパニー 山岸　真毅 下妻市下木戸１７１－７
下妻の文化・風習を取り入れた「下妻イタリア
ン」の提案

H27.12.28

1870 河村印舗 川村　勇 下妻市下妻丁９７－１
レーザー彫刻機によるデザインプレート事業の展
開

H27.12.28

1869 株式会社安田 安田　忠司 結城郡八千代町塩本２４８－５
地域工務店等との連携体構築による追加型高度バ
リアフリー居住空間の提供

H27.12.28

1868 トーアクリエイト株式会社 須崎　紀男 小美玉市江戸３７０－１
貴金属・ブランド品買取事業と訪問型鍼灸マッ
サージ治療事業の融合による新事業展開

H27.12.28

1867 株式会社スポーツプラス 高須　睦美 鹿嶋市田野辺５３３
スポーツチームのビジュアルブランディング支援
事業の展開

H27.12.21

1866 合資会社綾明社 浦上　徹 鹿嶋市宮中６－８－２８
ガス鋼管のグリーン色被覆材向け濃縮着色樹脂の
開発・提供

H27.12.21

1865 松田製茶 松田　浩一 結城郡八千代町水口１１３
「和風カクテルティーバッグ」によるフレーバー
カクテルの提案

H27.12.21

1864 小林車体 小林　功 下妻市半谷７６６
オークショントータル支援事業による個人顧客の
開拓

H27.12.21

1863 彩食酒房　吉 入江　一成 笠間市吉岡２６－８
笠間牛の半頭買いによる地域産の特選素材を活用
した記念日メニューの提供

H27.12.15

1862 藤永製菓有限会社 鈴木　茂 桜川市真壁町長岡４７３－３
てづくりおかきの製造卸売業者による「おかき
cafe」の開設

H27.12.15

1861 アプール 小池　栄 桜川市友部２１９
建物などの大切な財産を浸水から守る防水用パネ
ルシート及び角形土のう袋の開発

H27.12.15

1860 有限会社セイコー 小嶋　光意 桜川市南飯田７５７－２ 介護観光タクシー事業への進出 H27.12.15

1859 有限会社塚田工務店 塚田　一夫 筑西市関本上３７３－４
複雑な形状でも加工可能かつ生産性の高い「軸組
加工事業」の事業化

H27.12.15
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1858 篠崎畳店 篠崎　耕造 筑西市海老ヶ島１３３３
日本を代表する文化である畳を用いた家具・雑貨
シリーズの商品化

H27.12.15

1857 むぎとろ量深 馬場　万作 笠間市笠間２４９０－７
魅て楽しい＆伝統を感じさせる城下町料理店への
変革

H27.12.10

1856 有限会社はぎのや お墓情報ステーション事業による新たな事業展開 H27.12.10

1855 サイクルショップ初田 笠間市東平２－１４－２８ 自転車サービスピットへの変革 H27.12.10

1854 Body Garage DOLPHIN 若林　剛史 笠間市福島５１２－３
板金分野対応による「愛車ワンストップリペア
サービス事業」の構築

H27.12.10

1853 有限会社つたや 田中　汪 笠間市笠間１２７９
老舗蕎麦屋の自社ブランドおみやげ商品の確立事
業

H27.12.2

1852 魚福寿司支店 笠間市下市毛５７２－５
地域資源と食をテーマにした個室の設置等による
販路拡大事業

H27.12.2

1851 株式会社システムクリエイト 飯村　信康 笠間市笠間１３５７－１ 寺院・神社管理オンラインサービスの開発 H27.12.3

1850 ハッピーわんず 長島　純子 笠間市笠間４７０５－２
アットホームな雰囲気を特徴とする老犬お預かり
事業の開始

H27.12.2

1849 塙タイル店 塙　勝明 笠間市石井６７４
タイルと石材を活用した，機能性とデザイン性の
高いインテリア製品シリーズの開発・販売

H27.12.2

1848 株式会社アマ・テラス 成田　浩一 石岡市山崎３１１０ 放課後等デイサービス事業の新規展開 H27.12.2

1847 株式会社サンライズ 石川　和之 常総市上蛇町１２５０ 18時～24時の顧客満足度向上対策の展開 H27.12.2

1846 株式会社長浜合成工業所 長浜　清行 古河市上辺見５０６－３
自動倉庫を活用したJust in Time 納品の実現によ
る新規顧客の開拓

H27.12.1

1845 株式会社プラテック 永井　孝二 取手市上高井３８３－１
機能性表示食品を活用した無添加惣菜の製造・販
売事業への進出

H27.12.1

1844
フレンチレストランそうざえ
もん

鈴木　正敏 守谷市本町７２０９ 料理しないフレンチの男女料理教室の開催 H27.12.1

1843 自然整体院　桑原 桑原　栄一 笠間市鯉渕６５２６－６１ 妊婦や家族を対象にした整体サービスの提供 H27.12.2

1842 有限会社タナカエイジェント 田中　正巳 笠間市福原１２５０ 五感に訴える体験型の花屋への変革 H27.12.2

1841 旅館いなみ 稲見　仁史 笠間市来栖４５－５ 人に優しいユニバーサル旅館への変革 H27.12.2

1840 えびさわ商会 蛯沢　賢一 笠間市石井２１６３－５ 小動物用ゼオライト・セラミック製品の開発 H27.12.2

1839 大熊木工所 大熊　一夫 笠間市石井乙１８８－２
伝統的な建具技術である「組子」を用いたインテ
リア商品の開発

H27.12.1

1838 宝珍 烏川　再子 笠間市押辺２７２０－２０ H27.12.1

1837 有限会社磯屋企業運輸 川﨑　浩伸 笠間市土師１２８３－２１５
ＰＣや白物家電，家具などの引取サービス事業に
よる新規顧客の獲得

H27.12.1

1836 株式会社ふる川製菓 古川　由章 笠間市笠間３９２－１
和caféを併設した新店舗と地域性の高い新しいス
イーツの開発

H27.12.1

1835 ＨＯＤＵＭＩ 江田　光保 笠間市矢野下１２７６ H27.12.1

1834 鈴木電気工事 鈴木　健太 笠間市泉２１７０－７
地域の個人客に対する防犯機能を担う電気工事店
への変革

H27.12.1

1833 株式会社スーパーまるも 羽成　茂 土浦市神立中央２－３－５
地元食材を活用したインストア調理による季節惣
菜の提供

H27.11.6

1832 有限会社　中台 中台　義浩 土浦市桜町２－１２－３
大規模店舗改装と共に新組織事業部制の採用と事
業部別のメニューの開発

H27.11.6

1831 会津屋 関　幸一 久慈郡大子町大子８０８－３
地場産野菜を使った，ピクルス（甘酢漬け）の製
造販売

H27.11.6
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1830 びようしつクリップ 小磯　和子 久慈郡大子町頃藤６６９－１ 高齢者向け総合美容サービス取組事業 H27.11.6

1829 上野金型 上野　英明 結城郡八千代町太田１０９３－１
レーザー溶接設備導入による金型耐久性向上を目
指す新技術開発

H27.11.6

1828 行政書士さとう事務所 佐藤　鉄也 神栖市大野原中央５－１３－４
相談者に解決の選択肢を提案できる法務相談サー
ビスの提供

H27.11.2

1827 ボイス 松井　靖人 潮来市日の出６丁目５番地２６
出張トリミングサービスによる快適なペットライ
フの提供

H27.11.2

1826 民宿土佐屋 石橋　秀剛 神栖市波崎９５７２－１０８ 釣り仲間向け釣客ALLinOneサービスの開発・提供 H27.11.2

1825 大森建装 大森　知行 久慈郡大子町頃藤３５５９－１ H27.10.23

1824 月待の滝　もみじ苑 大関　仁 久慈郡大子町川山１３４８ 常陸秋そばを使った土産用揚げ菓子の開発・販売 H27.10.23

1823 看ＣＲＯＷ 黒澤　淳 水戸市塩崎町１４１８
お客様のイメージ形成を助ける新しい看板製作プ
ロセスの採用

H27.10.23

1822 パインリーフ 松葉　芳美 水戸市島田町９８－４ H27.10.23

1821 小野瀬石材
小野瀬　敏
一

東茨城郡大洗町桜道２１
地域の特徴をふまえた墓参・クリーニングサービ
スと墓地リフォームの提供

H27.11.6

1820 株式会社　夏海造園 米川　暢彦 東茨城郡大洗町成田町５２
趣の異なる複数テーマで構成される「提案型庭園
展示場」の開設

H27.10.23

1819 株式会社茨城荷役運輸 雨谷　一宇 東茨城郡茨城町長岡３４７４－１
スケールメリットが発揮できる物流ソリューショ
ンサービスの開発

H27.10.23

1818 ロクタ自動車株式会社 録田　幸裕 水戸市有賀町２１５０－３ タイヤに関する総合的サービス提供事業の開始 H27.10.7

1817 中島商店 中島　定夫 つくば市田中１７６５－３
ユメシホウを活用した焼きそばバーガーの開発と
イベント出店による店舗の知名度の向上

H27.10.7

1816
Night Café major 渋谷南キャ
ンパス

田中　雅夫 取手市井野2-3-30-204
多様な料理を楽しめる配膳付きビュッフェケータ
リングサービス

H27.10.7

1815 松本電工株式会社 松本　尚大 小美玉市羽刈３４４
新ショールームを核とした新サービス・新商品の
展開

H27.10.7

1814 HAIRMAGIC nina 宇佐美　茜
つくば市春日１－６－１ヒルサイ
ドヴィラB棟303号室

ブライダル等セレブレーション時におけるトータ
ルコーディネートコンサルティング事業

H27.9.15

1813 株式会社大栄オート 岩佐　元徳 ひたちなか市枝川２４５６
車検時におけるリフレッシュサービスの有料化及
び保険販売の新たなオペレーションの開発

H27.9.8

1812 ひかりモータース 井出　光弘 東茨城郡城里町北方２２００－２
Ｂ級芋を活かした城里町らしいさつまいも甘味商
品の開発

H27.9.8

1811 株式会社ＡＶＡＮＺＡＲＥ 矢嶋　弘樹 水戸市吉沢町３５４－３０ H27.8.19

1810 高島通信電設株式会社 高島　和子 水戸市石川１丁目４０４５－３
進化した蓄電設備を一般家庭及び事業者に普及さ
れるシステムの開発

H27.8.19

1809 シンプルズ 萩原　達哉 守谷市乙子４７０－１１
３Ｄ立体造形と身体変化追従装置による重度障害
児用新車いす搭載装置の開発

H28.8.19

1808 株式会社ＦＯＲＬＩＮＫＳ 井浪　将利
水戸市白梅２－９－１１
アルファビル４０１

農業の人的革新システムの構築 H27.8.3

1807 株式会社ロコレディ
羽富　都史
彰

常総市水海道宝町２７６３－２
サポーター客主催イベントを核としたCSVマーケ
ティング

H27.7.8

1806 有限会社平賀石材店 平賀　豊彦 東茨城郡城里町石塚809-15
終活アドバイスなどをはじめとする顧客接点強化
活動の開始

H27.6.24

1805 株式会社つくばエデュース 村上　義孝 つくば市要２７３－１
ショートステイと小規模多機能型居宅介護のワン
ストップ提供による多様な介護ニーズの獲得

H27.6.24

1804 有限会社ファイブアローズ 岩下　一樹 水戸市河和田１－２４３０－４
空き家を活用したシェアハウス型老人ホームの提
供

H27.6.10

1803 有限会社 長野園 長野　和子 猿島郡境町百戸１番地
お茶やのこだわりから，私（あなた）のこだわり
～個人向け特注緑茶の販売～

H27.5.13



○経営革新計画承認企業一覧（平成28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

1802 株式会社ファーサス 山口　洋 H27.4.24

1801 Smart Solutions株式会社
プレーヴェ
ティル

つくば市二の宮２丁目１２－１１
第一洞峰ビル３０１

H27.4.24

1800 印象エキスパート株式会社
栁沼　佐千
子

ひたちなか市新光町３８ 外国人向けインプレッショントークの提供 H27.4.21

1799 イトウ工業 伊藤　一郎 行方市手賀１２１０ 高齢漁師からの鮮魚仕入による加工販売事業 H27.4.21

1798 ヤマト精機株式会社 萩原　晃 筑西市玉戸２１１５ H27.4.17

1797 浅野物産株式会社 浅野　一重 つくば市羽成２３－１
エクステリアパークの工事例及びショールームの
設置による工事内容の見える化の実現

H27.4.17

1796
有限会社ピーハピィ・エン
タープライズ

山本　恵 水戸市住吉町２１５－１２
「低額予算層」及び「なし婚」へのウェディング
サービスの提供

H27.4.9

1795 株式会社スウィートグリーン H27.4.9

1794 JPC株式会社 三瓶　哲也 那珂市横堀８５１番地１２
ＩＴ業界の業務ＩＴ化による官民受注バランスの
改善

H27.4.3


