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番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

2490 株式会社住宅サービス 岩本　忠男 ひたちなか市東大島１－１７－６
工事のインスタント見積もりシステムによる潜在
顧客の開拓

H30.3.29

2489
株式会社プリマベーラジャパ
ン

鶴崎　智子 牛久市上柏田３－６６－６
子育て中の母親サポートと地域シッター活躍を目
指した産後ケアと療育支援の拡充

H30.3.29

2488 株式会社ＮＳＣ 長沼　由美子 常総市菅生町２０３３－５
「ひとこと参拝もち」の開発による土産需要の開
拓

H30.3.29

2487 手作り弁当・惣菜きっちん春 鈴木　春枝 高萩市大字下手綱１９６３－７
茨城県特産品を使用した仕出し弁当及び高齢者向
け配達弁当の開発販売

H30.3.29

2486 有限会社加島工業 加島　学 北茨城市華川町下小津田５０１
溶接技術教室を開催し、従来の「BtoB」にプラス
した「BtoC」の販路開拓

H30.3.29

2485
株式会社杉森コーポレーショ
ン

井坂　秀幸 那珂市杉１０９７－７
「銀シャリ×タンタンメン」専門店の業態開発・
出店

H30.3.28

2484 株式会社那珂湊マリーナ 岡田　知也 水戸市川又町１３０２
防犯カメラ等で船舶オーナーの「船自慢」「釣果
自慢」の場の提供

H30.3.28

2483 カネヨシ商事株式会社 斉藤　博幸 つくば市上ノ室２２１４－１
漏水探知機の導入とインフォームドコンセントに
よる給水管修繕工事のワンストップ事業

H30.3.28

2482 鹿野英語教室 鹿野　深雪 高萩市下手綱６１９ H30.3.28

2481 浅野物産株式会社 浅野　一重 つくば市羽成２３－１
「花のある環境」を提供する『ここちガーデン』
事業の展開

H30.3.28

2480 有限会社湖月庵 上野　貴則 筑西市丙２０２－１３
和菓子の新たな提供方法の導入による地域外への
販路拡大

H30.3.28

2479 アプリコット 中村　伸子 ひたちなか市高場２０４４－１６
腸活課題（成人病予防・健康ダイエット等）を解
決する「腸活スタイル」の提案・支援

H30.3.27

2478 関口醸造株式会社 関口　恭史 筑西市海老ケ島１６５２
吟醸粉を活用した「原価の低減」および「超微粒
子の特性を生かした独自の煎餅の開発」

H30.3.27

2477
株式会社マーケット・フィー
ルド・インターナショナル

小林　隆志 常総市大塚戸町１５５５
院内美容室を拠点にした、広域的な訪問美容サー
ビス

H30.3.27

2476 有限会社緑設計 福田　明良 常総市篠山２８５－２ タブレット端末を使った進捗状況の報告サービス H30.3.27

2475 和食ダイニングもののけ 山崎　裕 常総市蔵持７４６－３
茨城県産小麦粉ユメカオリを使った焼きそばのテ
イクアウト販売

H30.3.27

2474 司法書士久松伸一法務事務所 久松　伸一
猿島郡五霞町原宿台３－１２－
２３

事業承継のワンストップ支援サービスの展開によ
る新規受注の獲得

H30.3.27

2473 義歯工房FITBASE 中山　操 筑西市井上９７２
新たな義歯制作体制の構築による付加価値の高い
義歯の提供

H30.3.27

2472 株式会社ワールドグリーン 花嶋　美清雄 北相馬郡利根町立崎２２７
体験型キャンプ場を併設した温泉保養施設の建
設・運営

H30.3.27

2471 昭和プロダクツ茨城株式会社 湯浅　祥弘 石岡市柏原１８－２ H30.3.27

2470 有限会社石井畳工業 石井　浩 ひたちなか市栄町１－９－１８ 顧客ニーズへ細やかに対応する新タイプ畳の開発 H30.3.27

2469 イタリア食堂Hisa 横瀬　雄一 土浦市天川２－６－３８
新製品「蓮根挿みつくば鳥ソテー」と「ソムリ
エ」資格を生かした新業態飲食店の開発

H30.3.27

2468 H30.3.27

2467 有限会社スチールハウス 島田　勝巳 小美玉市小川６１６－１
中心商店街の活性化と経費削減化を目的にしたレ
ンタルスタジオ（ルーム）事業

H30.3.27

2466 株式会社住楽工房 倉持　一二 坂東市岩井２９１０
デザイン性と機能性を兼ね備えた顧客満足度の高
い住環境の提案

H30.3.27

2465 カットハウスステップ 富岡　佳信 北茨城市大津町北町４－４－７
子育て世代に優しい美容室の構築と薄毛相談事業
に伴う新規顧客獲得事業

H30.3.26

2464 有限会社青木石油店 青木　利男 下妻市長塚４２３
愛車と住宅燃料系のおまかせサービスの開発・提
供

H30.3.27
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2463 株式会社ヤナシマ 簗嶋　尚文 下妻市下木戸３４３－１ 地域密着型水回り２４時間トラブル対応サービス H30.3.27

2462 株式会社まえけん 前田　賢一 H30.3.27

2461 そば処　中津川 小松崎　彰夫 石岡市上曽１０８０－１
八郷の食材を使用した「soba sweets（そばスイー
ツ）」の開発

H30.3.27

2460 大野ロール株式会社 箭内　良行 常陸大宮市工業団地５－９ H30.3.27

2459 株式会社安藤測量設計 安藤　三知弘 高萩市有明町１－１１ UAV動画空撮の事業化で、動画広告市場への進出 H30.3.27

2458 上野金型 上野　英明 結城郡八千代町太田１０９３－１
「小型切削加工機」導入による新工程開発と「三
次元測定機」を使用した金型計測の高度化への対
応

H30.3.27

2457 安達建具店 安達　克敏 小美玉市羽鳥２７３８－１０８
茨城県産無垢材を使った新製品「Make Craft：メ
イククラフト」の開発及び販売

H30.3.27

2456 株式会社ヤハタ 増淵　一夫 筑西市新治１９７０－２８ H30.3.26

2455 協和技研株式会社 杉山　吉彦 筑西市新治１９７０－１９ H30.3.26

2454 有限会社プラックス 大吉　誠 筑西市藤ヶ谷１７４８
不良発生を限りなくゼロにする製造プロセスの開
発

H30.3.26

2453 有限会社林住建 林　邦雄 水戸市高田町２２６－２
お客様の夢をかなえる家づくり半分だけ自分で作
るハーフビルド事業の開始

H30.3.27

2452 須藤木型製作所 須藤　正久 水戸市内原町１０６４－３ 高精度小型シェルモールドの製造工法の確立 H30.3.27

2451 有限会社イシヤス 石　忠 高萩市春日町２－２５
ホテルのフロントを活用した企業等へのアパート
短期賃貸化事業

H30.3.22

2450 有限会社大森茶寮 大森　哲夫 那珂市杉５５０
庖丁式実演を核とした和文化体験型サービスによ
る新市場の開拓

H30.3.22

2449 らすく工房・美・Sekiyama 関山　美代子 土浦市天川１－１５－１５
本店の広告塔！！斬新なＰＲ型店舗の設置による
販売拡大

H30.3.22

2448 茶房わたぬき 綿抜　泰子 坂東市岩井３２９４－２
「わアイスクリーム」の開発による地域内外への
販路拡大

H30.3.19

2447 よしや畳店 吉谷　晃 つくばみらい市谷井田９１３
畳の体感型ショールームの開発による新規顧客の
獲得

H30.3.19

2446
プレミアムヘアークラウ
ディット

中島　督仁 つくばみらい市福岡５９３ シェービング技術を活用した脱毛サービスの展開 H30.3.19

2445 有限会社ティンク 弓弦　亙 古河市東本町４－３－２２ 当社３拠点の改革による地域一番の信頼の実現 H30.3.19

2444 古谷醤油酒店 坂東市岩井４９４９－１ 「お酒のある暮らし」の提案事業 H30.3.19

2443 書道活法会 平勢　説郎 坂東市沓掛１６６１
インターネット専用ページを活用した会員満足度
の向上及び新サービスの提供による新規会員獲得

H30.3.19

2442 有限会社津川製作所 津川　俊昭 結城市結城９９３２－２０ 設備の高度化による次世代自動車部品の製造 H30.3.29

2441 有限会社仲内設計 仲内　定市 八千代町若１３０５
公共測量用i-Construction技術を導入した公共・
民間測量業務の受注

H30.3.19

2440 富岡印刷所 富岡　康男 下妻市小島１０５４－２
オフセット印刷関連の各種工程の改善による顧客
満足度の向上

H30.3.20

2439 日誠工業株式会社 秋山　貴幹 北茨城市関南町神岡上６１９－５ H30.3.19

2438
農業生産法人うしおだ株式会
社

潮田　武彦 筑西市女方１３９
高付加価値人参ジュースノウハウに基づいたオリ
ジナル肥料による６次化コンサルティング

H30.3.19

2437 Ken Dental Creation 熊倉　賢哉 水戸市大足町１９３３－２
光学印象（デジタル技術）とアナログ技術の融合
による審美性の高い補綴物の製作

H30.3.19
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2436 穣建築設計事務所 秋山　穣 龍ケ崎市姫宮町２５３－１
情報統合した３Ｄモデリングによる協業形態の確
立と、ＶＲ技術による実感的プロモーションサー
ビスの実現

H30.3.19

2435 有限会社イイムラ 飯村　一夫 石岡市下林１６１０－１ 未経験者の育成と働き方改革による受注獲得 H30.3.19

2434 mahana 川俣　裕一 笠間市大渕１５５３－９ ヘッドフェイシャル施術の開発と提供 H30.3.19

2433 茨城冷販株式会社 野上　台一 常陸大宮市東野４３０９－１ H30.3.19

2432 神住エンタープライズ 髙野　靜 取手市神住２０
当社技術を活用した高付加価値電子機器の開発に
よる新規顧客開拓

H30.3.19

2431 株式会社ＫＳＫ 山下　英俊 取手市新町１－２－３５ H30.3.19

2430 ヨコタ基礎工事株式会社 横田　一歩 鉾田市烟田２２９０－１ H30.3.19

2429 コモリ食品 小森　喜幸 鉾田市中居３３０ 酒粕仕立の鯉の甘煮の開発 H30.3.20

2428 株式会社マコトサービス 真行寺　博 稲敷郡河内町長竿５６１１
医療・介護施設向け清掃機器の貸与・販売事業へ
の進出による新規受注の獲得

H30.3.20

2427 株式会社ニシノグループ 西野　秀則 ひたちなか市馬渡１１３１－１
土木建築工事全般に係るワンストップサービスと
そのIoT化

H30.3.7

2426 ＭＴコーポレーション 関　宗敏 取手市野々井７７３－１ H30.3.6

2425 柳沢食堂 小島　久幸 かすみがうら市深谷３７５８－１
当店利用者のための昼間専門運転代行サービス事
業

H30.3.6

2424 有限会社酒井建設 酒井　賢治 かすみがうら市新治８６９－１
モデル発電システムを使った太陽光発電の新たな
需要を発掘する事業

H30.3.6

2423 株式会社貝塚建具店 貝塚　嘉造 かすみがうら市坂１３２０－１
既存工法の効率化及び県産材対応のための新工法
事業化による経営安定化

H30.3.6

2422 有限会社大嶋屋 須藤　仁廣 筑西市乙１３７
「楽しさ」と「エンターテイメント性」を訴求す
る新コンセプトの精肉店の開発

H30.3.6

2421 株式会社練馬製作所 川井　雅一 取手市戸頭１１４２ H30.3.6

2420 株式会社江戸てん 穴沢　あけみ
取手市台宿２５０－１
サンドエル取手１階

抜染技術を活用した高付加価値和装製品の海外展
開

H30.3.6

2419 有限会社ナガミネ 長峰　幸夫 鉾田市鉾田２４７３－５
前割焼酎開発と焼酎サーバーレンタルによる新規
需要の取り込み

H30.2.27

2418 野口写真館 野口　忠篤 鉾田市串挽９８２ 幼児期のポートレート写真事業の展開 H30.2.27

2417 イデツ工芸 出津　豊吉 鉾田市上太田４１５ 「Light Cow Leather Bag」シリーズの開発販売 H30.2.27

2416 株式会社大島清吉商店 大島　崇嗣 古河市雷電町１－８３
製茶問屋から新たなお茶の楽しみ方を提案する小
売業への変革

H30.2.26

2415 有限会社野村加工 野村　誠 結城郡八千代町平塚１９３７
個人市場への端材を活用したカットウレタン素材
の提供

H30.2.26

2414 株式会社筑波カーマニア 藤木　大輔 下妻市堀篭１４３５－１
農家や工場の作業車両等の整備も行う民間車検場
の運営

H30.2.26

2413 松田製茶 松田　浩一 結城郡八千代町水口１１３
お茶の香りの「ふぇいすますく」シリーズ製品の
開発販売

H30.2.26

2412 とんかつ　とん幸 小池　明
北相馬郡利根町羽根野８５０－
２４６

H30.2.21

2411 廣田商店 廣田　修一 龍ケ崎市馴馬町１２７４
宴会場の回転率を上げることによる新たな雇用体
制の構築

H30.2.21

2410
株式会社新
ＮＩＳ株式会社

三浦　弘一
龍ケ崎市若柴町２２４０－５２５
龍ケ崎市若柴町２２４０－８９９

電気工事業者による「電気工事部材や工具のリサ
イクル店」の新展開

H30.2.21
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2409 AK garage 小泉　篤志 稲敷郡美浦村舟子１８９１－１２ H30.2.9

2408 BODY SHOP I・M・A 今泉　陽一 稲敷郡美浦村土屋１９７９－２６
ハイブリット車の新技術に対応した板金塗装技術
の確立

H30.2.26

2407 有限会社日成食産 成井　靖夫 日立市中成沢町３－１７－２１
自社キッチンを立ち上げ，顧客に寄り添った様々
な形態の食事提供を可能とする地域オンリーワン
企業へ変革

H30.2.9

2406 CORIN　BREAD&SWEETS 小川　径子 日立市中成沢町２－２８－１１
こだわり材料を使用した高級食パンの開発による
魅力度向上

H30.2.9

2405 有限会社加藤木モータース 加藤木　秀幸 東茨城郡城里町阿波山１３９９
地域のお客様に愛される「待っている時間に癒や
される」自動車整備会社への変革

H30.2.9

2404 株式会社七会きのこセンター 中川　幸雄 東茨城郡城里町小勝１５６０－６
きのこの一大産地化構想にもとづく生産者向け菌
床販売事業の強化

H30.2.9

2403 有限会社中村写真館 中村　浩美 石岡市国府２－１－１１
デリバリーフォトスタジオによる移動撮影事業の
開始

H30.2.27

2402 有限会社明光印刷 江田　雅之 古河市古河６４８－３ H30.2.9

2401
有限会社フルハウスカンパ
ニー

助川　正弘 日立市諏訪町１－２０－１８
どこよりも安心な見守り体制を備える有料老人
ホームの開始

H30.2.9

2400 日立動物病院 宇佐美　晃 日立市桜川町２－１－４ H30.2.9

2399 有限会社平賀石材店 平賀　豊彦 東茨城郡城里町石塚８０９－１５
石材店で行う「オリジナル講座」などの実施によ
るお客様と長くおつきあいできる仕組み作り

H30.2.9

2398 株式会社丸愛 大内　克之 ひたちなか市阿字ヶ浦７１９
職場帰りの女性をメインターゲットとした「複合
型居酒屋集積」の開発

H30.2.9

2397 だんごのやまだ
稲敷郡阿見町阿見４６６６－
７０５

地元で採れる季節の果物を使った、新しい感覚の
「だんご」商品の開発・販売

H30.2.9

2396 有限会社プログレード 金子　文東 稲敷郡阿見町実穀１５２９－９３
ゴルフ整体サービスの開発による新規顧客開拓と
サービスの平準化

H30.2.9

2395 株式会社アロー住建 四ツ谷　明美 筑西市藤ヶ谷１７６９－５
ママさん達の声を取り入れた、使いかってが良
く、空気の良いい健康住宅「ここちーな」の新展
開

H30.2.9

2394 サハジバザール 竹島　修 行方市小貫８４８－１６
ターゲットに合わせた３種類の野菜お届けパック
の提供

H30.2.8

2393 株式会社サンケー電機工業 宮川　晋 行方市麻生５９０－１
「技術者養成制度」による高品位ハンダ付け製造
体制の開発

H30.2.9

2392 有限会社リビング館ホンダ 本田　浩一 小美玉市鶴田６００
３パターンの高天井ＬＥＤ照明機器の開発及び代
理店方式採用による販売チャネルの多様化

H30.2.9

2391 霞観光株式会社 曽根　正雄 行方市手賀４４７８－５
「高齢者一人旅」＆「障害者・介護者二人旅」ツ
アーの企画開発

H30.2.9

2390
株式会社リペアメタルジャパ
ン

小林　めぐみ 水戸市栗崎町１５６０－４
自社カーシェア制度を活用した軽貨物運送事業の
展開と提携先への車両（部品）販売

H30.2.9

2389
株式会社美和旅行
株式会社美和交通

常陸大宮市鷲子２５－１ H30.2.9

2388 檜山モータース 檜山　清 笠間市笠間４３４７－１ H30.2.9

2387 株式会社幡山建設 幡山　やゑ子 常陸大宮市下町２４０－１ H30.2.8

2386 糟谷電気管理事務所 常陸大宮市国長６
製造業者専門に特化した電気管理見える化サービ
スによる売上向上事業

H30.2.8

2385 東洋堂梅園鍼灸治療院 大山　道子 つくば市梅園２－３０－９
つくば初！病院の医師と連携し東洋医学と西洋医
学の両立を伝え鍼灸の魅力と認知向上

H30.2.8

2384 アーデン音楽館 大部　真美 つくば市花畑３－２５－２０
独自カリキュラムとのれん分け制度の開発による
講師の独立支援の展開

H30.2.8

2383 H30.2.8
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2382 有限会社岡澤機械サービス 岡澤　弘重 稲敷市羽賀１２７９ H30.2.2

2381 合同会社虹 飯島　真彦 稲敷市手賀組新田１１１
独自の機能訓練を提供する機能特化型デイサービ
スの開設

H30.2.2

2380 シューズショップヒロタ 廣田　実 稲敷市佐倉３１５２－１
革製品の製造・加工技術の習得による新たな需要
開拓

H30.2.2

2379 REGOLITH 栁町　正文 行方市船子２９５－１ カーコーティングスクールによる個人客開拓 H30.1.30

2378
ボスインターナショナル株式
会社

伊藤　秀真 行方市次木３００
トレーラーハウスを活用した「テーマ・キャンプ
場」の開発と販売

H30.1.30

2377 株式会社せいみや 清宮　伸太郎 那珂郡東海村舟石川６１０－７
オフィスの設計，什器販売及び引越しのワンス
トップ受注

H30.1.30

2376 フレール美容室 冨永　寧 那珂郡東海村舟石川５７９－４５
お客様が選べるシャンプー・トリートメントサー
ビスの提供

H30.1.30

2375 合同会社パーソナルエイド 白土　正博 常陸太田市金井町３６２７
ワンストップで行う士業向け文書データ化サービ
ス

H30.1.30

2374 風月堂 藤田　正照 日立市十王町山部１６６５－３
地場産品を使用した長期保存できる蒸し羊羹の開
発・販売

H30.1.30

2373 株式会社伊藤住設 伊藤　憲男 日立市森山町３－４－３３
トレーラーハウスを活用したモバイルコインラン
ドリー関連事業の開拓

H30.1.30

2372 株式会社リステップ 浜路　洋一郎 つくば市島名３４１１ H30.1.30

2371 ピアッツァ・アルテ 堀部　一寿
つくば市天久保３－６－６
天久保テナント１０４

音楽家専門コースの設置による整体院事業の拡大 H30.1.30

2370
スマートソリューションズ株
式会社

プレーヴェ　ティル
つくば市二の宮４－１－２６
大洋テナント２０１

紙画像媒体を電子地図に変換する補助ツール
（Hmap）の開発

H30.1.30

2369
株式会社サンエンジニアリン
グ

山室　和徳 古河市下辺見９７５－２
異常気象などに対応し，従来より安価で設置可能
な防雷システムの構築

H30.1.30

2368 櫻テック株式会社 大河内　真之 古河市大山５１６－１ H30.1.30

2367 友和施設株式会社 本田　康士 古河市諸川１１１６－９
コインランドリーのグループ展開による出店・運
営支援の展開

H30.1.30

2366 株式会社さんわファーマシー 村山　悠
古河市東本町１－１２－２４－
４０５

「得する！また行きたくなる！」専門情報提案型
薬局への変革

H30.1.30

2365 サンワ設計株式会社 草場　昭二 古河市西牛谷１０９９－１
ＶＲツールを導入した体感リアルサイズ・モデル
ハウスの展開

H30.1.30

2364 株式会社千代田 森　安子 古河市仁連２０７５－１ 葬祭業者による海洋散骨事業への進出 H30.1.30

2363 株式会社イシイ畳リフォーム 石井　実 石岡市大谷津３－１０
フロアクッション畳の自社製造による独自の新し
い生活スタイルの「イシイＬ＆Ｓサービス」開発
と提案営業の促進

H30.1.30

2362 株式会社総合教育企画 小林　保夫 古河市前林２００８－３
園と保育士双方へのきめ細かなアドバイスを特徴
とする保育士の紹介事業

H30.1.30

2361 オネトテ 関口　啓子 古河市久能１１７８－１３
茨城や沖縄の物産品をはじめとする各地名産品の
開発とＯＥＭ展開

H30.1.30

2360 大塚工務店 大塚　文男 筑西市三郷９８９－２ ペットと暮らす家づくり H30.1.25

2359 やまぐち薬局 山口　浩司 筑西市舟生１０６８－８
運営ノウハウに課題を抱える薬局を対象にしたコ
ンサルティング事業の展開

H30.1.25

2358 えんむすび 齋藤　鉄也 筑西市板橋２３２－１
健康・癒やし・食事など､総合的な身体サポートを
提供する新型店舗への変革

H30.1.25

2357 北総産業 中丸　竜平 筑西市舟生１０１８－５１
希少価値のある中古輸入車のコンパクトカーを取
り揃え、購入時から末永くカーライフをお手伝い
する事業者への変革

H30.1.25

2356 足立石匠 足立　幸代 桜川市西小塙５５７－１
石材とステンドグラスを組み合わせてつくるデザ
イン性に優れた墓地やエクステリアの提案

H30.1.23
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2355 Dinata 栗林　広彰 鹿嶋市宮中８５８－１１
いつも綺麗でいられる「次回予約制＋随時スタイ
リング」サービスの提供

H30.1.30

2354 有限会社ミツギ写真 三次　義則 鹿嶋市宮中２９０－４
お宮参り撮影特化型スタジオの設置による新規顧
客の獲得

H30.1.23

2353 ２-ｃｒａｂ’ｓ 八木　孝子
鹿嶋市宮中３５１－１
エストレーノkoei１０３

「綺麗になって出かけよう」サービスの開発・提
供

H30.1.30

2352 麻尾石材 麻尾　行夫 桜川市友部１２９５
伝統技術を組み合わせた石材ベースのオリジナル
商品の開発

H30.1.19

2351 麺工房秋田 秋田　芳子
桜川市明日香１－５０
Ｔコーポ２号

地産地消による「滋養強壮と健康づくり」をテー
マにした健康蕎麦メニューの提供

H30.1.19

2350 山六工業株式会社 飯島　正彦 桜川市本木３６９－１
低価格で建立可能な省スペース型永代供養墓の開
発

H30.1.19

2349 有限会社サンエス工芸 柴山　一樹 桜川市真壁町亀熊１７９－３
独自技術を活かした立体造形のオーダーメイド・
デザイン墓石の販売

H30.1.19

2348 有限会社渡辺信也石材 渡辺　幸雄 桜川市真壁町羽鳥４１３－２
寺院墓地建之を促すための寺院・檀家支援サービ
スの実施

H30.1.19

2347 さ志まや製菓株式会社 斉藤　哲生 猿島郡境町３５８
こだわりぬいた"極み"煎餅の開発と煎餅外商によ
る新規客層開拓と既存顧客の継続確保と購買頻度
の向上

H30.1.25

2346 飯田園 飯田　耕平 猿島郡境町蛇池５２１
特別な日の思い出作り、茶ムリエの出張手揉み茶
の体験・実演サービスの展開

H30.1.23

2345 有限会社折原自動車整備工場 折原　定夫 猿島郡境町１０５３
みんながニコニコ。独自のリース契約と組み合わ
せた地域循環サービスの展開。

H30.1.23

2344 デリカダイニングくうくう 代島　一雄 桜川市富士見台２－２４ 当店独自の「多国籍デザート・ライン」の提供 H30.1.23

2343 有限会社魚作商店 大森　暢彦 久慈郡大子町大子３３２－２
高齢者をターゲットにした、地場産品の無添加惣
菜・弁当小売りと日配品の配達・販売

H30.1.23

2342 デリカショップ久慈屋 石田　和彦 久慈郡大子町大子６７３ H30.1.23

2341 有限会社小﨑陶器店 小﨑　哲男 久慈郡大子町大子７３４ H30.1.23

2340 anthos 藤井　ひろ実 石岡市南台３－２３－１１
美容室から健康発信、次世代リンパケアで広げる
幸せの輪

H30.1.23

2339 有限会社長野園 長野　和子 猿島郡境町百戸１
イベントでの販売とカフェの出店による新規顧客
の創出

H30.1.12

2338 有限会社さんてす 本橋　伸之 笠間市泉２３６６－１ H30.1.12

2337 めん工房ほさか 保坂　順一 桜川市岩瀬１４１ 桜川市らしい「桜うどん」の開発 H30.1.12

2336 SAZA hair 富田　幸子 桜川市鍬田５８９
首から上のアンチエイジングを高レベルで施術可
能な理容室への変革

H30.1.12

2335 折居ゆか 折居　ゆか 笠間市来栖２０８５－３
圧力鋳込み型製法による外国人向け磁器商品の開
発・販売事業

H30.1.19

2334 ぼうやんち 紺野　雅隆 笠間市下郷５０６１－４ H30.2.2

2333
株式会社うまい栗焼酎をつく
る研究会

笠間市下郷４０５５
笠間オリジナル栗焼酎のシリーズ化・拡充による
売上向上事業

H30.1.11

2332 有限会社青木商店 松岡　義人 笠間市八雲２－４－５ ＬＩＮＥスタンプ風デザインギフト商品の開発 H30.1.11

2331 リュタン 松本　美圭
常陸太田市中城町４４９５
カーサドマーニⅠ２号室

写真映えするイベントと実店舗（レストラン）で
も使えるメイン料理の開発・販売

H30.1.11

2330 富士精工株式会社 木村　政久 久慈郡大子町大子３１３
時計修理熟練者を育成するための時計ギャラリー
の運営

H30.1.11

2329 有限会社松島製菓 松島　吉宏 笠間市笠間１３３５
笠間の偉人シリーズの開発と朱を基調にした稲荷
風店舗への変革

H30.1.11
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2328 有限会社グリュイエール 根本　健一 笠間市笠間１９７６
県内の外国人旅行客に向けたお土産菓子の商品開
発・販売事業

H30.1.11

2327 製陶ふくだ 笠間市下市毛７５４ 近隣顧客への出前陶芸教室事業による売上向上 H29.12.26

2326 株式会社柴山タイヤ商会 笠間市市野谷８９－３ H29.12.26

2325 山口商店 山口　芳治
自社イベントやワークショップなど多機能のコ
ミュニティスペースの活用による売上向上事業

H29.12.26

2324 合同会社ＨＯＴＴ 大木　卓也 笠間市下市毛５８４－１０ 障害者向けスポーツ事業普及による売上向上事業 H29.12.26

2323 リューシュブンカムラ 川澄　淳 水戸市千波町２６２－３
思い出を形にするセミ・オーダーメイドウェディ
ングドレス事業で販路拡大

H29.12.28

2322 株式会社商輪 黄　磊
水戸市南町３－３－４６
天下堂ビル４階Ａ

H29.12.28

2321 中山製パン有限会社 中山　俊宏 水戸市南町３－５－３ 魅せるリテールベーカリーによる新規顧客の獲得 H29.12.25

2320 協和電子株式会社 建部　俊久 守谷市御所ケ丘３－８－９
カンボジアへの進出による現地電気工事マーケッ
トの開拓

H29.12.25

2319 株式会社明伸 荻谷　仁樹 水戸市元石川町８５３
安全な商品保管と高効率化を可能とする倉庫の整
備

H29.12.25

2318 スコーンドルフィン 根本　好美 水戸市双葉台１－１７７５－２６
スコーンドルフィンオリジナル生スコーンの開
発・提供

H29.12.25

2317 株式会社グローバルIBARAKI 関　理江
水戸市根本２－７８０
星野ビル２０２

行政向けインバウンド受け入れ整備コンサルティ
ング

H29.12.25

2316 岩間建築 岩間　浩 常陸太田市国安町９５８ 木工教室の開催による本業の売上高増加 H29.12.14

2315 藤乃屋 山田　明弘
東茨城郡大洗町大貫町２５６－
４０４

クローズドタイムを活用した「料理教室」と「美
彫作品講習会」の実施

H29.12.14

2314 株式会社藤岡設計 藤岡　和雄 石岡市正上内１２－１ 空き家管理・再生事業による新規顧客の獲得 H29.12.14

2313 関根モータース 関根　将雄
東茨城郡大洗町磯浜町５５０７－
３３

観光客向けレンタカー事業の開始 H29.12.7

2312 児玉時計店 児玉　正之 潮来市潮来５９８－１
時計メンテナンスの技術力を生かした機械式時計
トータルコーディネート事業の展開

H29.12.7

2311
ペットコミュニティサロンあ
しあと

五十嵐　愛
神栖市神栖３－３－９
シティコートⅠ２０５

地域におけるこだわりの野菜生産者の販路開拓支
援事業の展開

H29.12.7

2310 エイトデザイン 飯島　薫里 潮来市潮来８２０
家具のカスタマイズ・リメイクサービスの展開に
よるデザイン力の収益化

H29.12.7

2309 株式会社ＲＥＭＯＴＥ 清水　大輔 神栖市神栖４－９－２４
自社ブランドゴルフクラブの開発・生産・販売一
貫体制確立による収益拡大

H29.12.6

2308 たこ焼きチェーンたこなみ 中道　康敬 神栖市木崎１３６４－９ H29.12.4

2307 有限会社山戸呉服店 山戸　章弘 東茨城郡大洗町磯浜町６６８
春夏秋冬の大洗を感じられるゾーンを備えた新型
店舗への変革

H29.12.4

2306 ライフサービス 鈴木　忠夫 水戸市大串町６６１－１
害獣駆除等と組み合わせた新しい「空き家管理ビ
ジネス」の開始

H29.12.4

2305 木之内製粉株式会社 木之内　栄一 神栖市賀１９４３
製造ラインのオートメーション化と米粉製品の小
ロット直販

H29.12.4

2304 東京食堂 大原　義和 神栖市平泉２－５１
神栖市特産品を用いた新商品の開発と自販機によ
る販売

H29.11.14

2303 晴　haru 野手　智代 H29.11.14

2302 株式会社川畑 川畑　康典 神栖市波崎８３０５
低糖質・減塩「煮付レトルトパック商品」の開
発・販売

H29.11.14
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2301 株式会社新六本店 田中　秀 取手市取手２－１３－３６ H29.10.5

2300 有限会社取手清掃 畠中　政治 取手市稲１１７１－１ H29.10.5

2299 有限会社サトウ 佐藤　豊栄 土浦市沢辺７５７
茨城の地酒を使った飲食店向け料理と酒のプロ
デュース

H29.10.5

2298 株式会社エステートリンク 桜井　政利 牛久市南１－１８－２２
牛久市の魅力を市外・県外に発信する情報発信媒
体等の開発による不動産事業集客力の強化

H29.10.5

2297 いばらき環境改善合同会社 黒田　重人 水戸市見川５－１２０８－１ 水質改善事業の高品質化及びフランチャイズ化 H29.10.5

2296 かぶら屋十条店 堤　健治 守谷市薬師台２－８－７
カード・テストを活用したこだわりを訴求する飲
食店の出店

H29.10.2

2295 サムシング・ブルー 篠藤　理香 取手市戸頭６－４－８ H29.10.3

2294 羊羹屋本舗 椎名　理吉 取手市山王２８２ H29.10.3

2293 シューズサロンタグチ 田口　精二 古河市錦町１－８２
最先端の中敷き成形機を活用した新規顧客の開拓
に向けた取り組み

H29.10.2

2292 河合畳店 河合　武久 牛久市南１－２４－５
風水を活用したデザイン性重視の「Ｎｅｗ和室・
Ｎｅｗ畳」

H29.9.28

2291 ボディメンテナンスまあや 佐藤　美由紀 東茨城郡小鶴２２４７－８７ H29.9.26

2290 有限会社すぎうら 杉浦　太 牛久市南１－４－２７
魅せる移動型店舗による「時間がたっても柔らか
く美味しい串焼き」「家庭でも美味しい本格串焼
き」の提供

H29.9.26

2289 有限会社サワムラヤ 入江　秀夫 牛久市中央３－２７－４
沢村屋オリジナル下駄を通じた健康づくりの提案
による新規顧客獲得

H29.9.26

2288 有限会社蓮 佐藤　栄次 牛久市神谷１－６－８ H29.9.20

2287
株式会社トライアングルビル
サービス

大竹　教之 牛久市牛久町３０１０－１７ H29.9.20

2286
帯津三敬病院養生塾ミトコン
ドリア細胞呼吸学園

曽　紅 牛久市神谷６－５０－２３
ミトコンドリア細胞呼吸法の講師育成コースの新
開設とＰＲ

H29.9.26

2285 株式会社Ly-Bright 森　美木 水戸市大工町３－７－１ H29.9.7

2284
St. Elizabeth Medical Town
株式会社

下川　志帆
東茨城郡茨城町城之内７４２－
２３

スモール医療モール入居者のための医療人材紹介
サービス等の提供

H29.9.4

2283 株式会社鶴町製作所 鶴町　修 小美玉市西郷地１５６３－２４
高い技術ノウハウを活かした新設備導入による生
産性の飛躍的改善

H29.9.4

2282 有限会社マキプランニング 石川　眞樹 ひたちなか市田彦１２２－１ ３つのコケ玉ビジネスの開発・提供 H29.8.30

2281
株式会社喜美人
株式会社ユニットフードサービス 額賀　大造

水戸市南町２－４－３５
水戸市宮町２－３－３

㈱喜美人と㈱ユニットフードサービスがそれぞれ
の特長を生かす物流サプライシステムの構築及び
新商品の開発

H29.8.31

2280 株式会社セイワ食品 長津　正則 筑西市舟生４４－５
チョコレートのカカオ豆からの一貫生産体制の構
築

H29.8.21

2279 株式会社コーアンドビー 小林　直仁 常総市水海道天満町１６３６－６ H29.8.16

2278 株式会社ライスライン 山田　勝美 常総市中妻町３３３－１０
運送業及び製造小売業への進出による米の総合流
通業者への変革

H29.8.16

2277 株式会社アオキ 青木　叙夫 小美玉市大谷字船玉台５３１－１
最新設備の導入による下請け内容の変更と新規元
請け事業の開拓

H29.8.7

2276 有限会社菊水食品 菊池　啓司 日立市東大沼町４－２９－１１
納豆の本当の美味しさを味わっていただくための
納豆ギフトの開発

H29.8.7

2275 有限会社イシカワワークス 石川　俊明 稲敷郡阿見町大形２８３－１４０
タイヤとホイールのワンストップサービスを実施
することによる下請けからの脱却

H29.7.31
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2274 村松茂建築 村松　恒 稲敷郡阿見町中央１－７－１５ 介護保険を活用した住宅リフォーム事業 H29.7.31

2273 村松建築 村松　勤也 稲敷郡阿見町若栗２４６８－２
昔ながらの外観を維持しつつ耐震・高断熱を付加
するリフォーム事業

H29.7.31

2272 圷干し芋直売所 圷　正生 那珂郡東海村船場６８０－６ 干し芋を使った商品開発と直売所の運営 H29.7.27

2271 お片付けホーム 國生　輝枝
稲敷郡阿見町うずら野１－１７－
３サンクレイドル荒川沖２１１

企業をターゲットにした「お片付けサービス」の
企画・提案

H29.7.31

2270 菓子工房理香 志田　理香 日立市田尻町７－１７－１６
低糖質スウィーツの商品化による店舗魅力度の向
上

H29.7.31

2269 株式会社ネスト 市原　裕久
水戸市けやき台１－６８－５
プロシード１０１

部屋の中に木の空間をつくる小面積北欧風リ
フォームの開始

H29.7.27

2268 ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 金子　晃 日立市東金沢町２－１９－３ 高齢者や障害者に優しい新型サロンへの変革 H29.7.27

2267 理容タカマツ 高松　紀之 稲敷郡河内町源清田１６９５－１
耳エステとアンチエイジングの導入による客単価
アップ

H29.7.14

2266 株式会社ファイン 横川　秀樹 取手市戸頭２－３０－１６ 時計内部部品調達の内製化による新規顧客の開拓 H29.7.6

2265 ビデオショット 端山　雅文 守谷市みずき野７－１１－４ 「故人の想い出ビデオ」の作成・提供事業 H29.6.30

2264 メガネのミエール 木村　泰昌 取手市戸頭１６３４－２－４０８ H29.6.26

2263
株式会社ＬＯＶＥ＆ＳＭＩＬ
Ｅ

大友　丈史 土浦市大和町７－４
飲食店，精肉店，ＦＣで構成されるトライアング
ルビジネスの開発

H29.6.22

2262
デンタルソリューション株式
会社

徳山　権一 つくば市松野木９５－４
歯科技工物製作プロセスのフルデジタル化による
革新的生産体制の構築

H29.6.19

2261 株式会社ローバルコム
歴史やルーツに興味を持つ中高年及び観光客向け
ポイント付き歴史巡りオリエンテーリングサービ
スの開発・提供

H29.6.19

2260 佐古染色工芸 佐古　章 常総市坂手町５５３８－２８
お客様の習熟度に応じた体験教室と地域の草木染
商品の提供による売上拡大事業

H29.6.14

2259 おいしいクロアチア 鈴木　真佐子
守谷市けやき台３－４－３　ファ
ミリーコーポ南守谷Ａ－１０２

地中海の雰囲気を持つ商品群「Svarog（スヴァロ
グ）」ブランドの開発

H29.6.14

2258 ボンズ 鹿志村　純 ひたちなか市稲田１８７－８
「アウトドアカルチャーCafé」による野外活動に
興味を持つ顧客の開拓

H29.5.19

2257 株式会社丸精 小椋　識夫 筑西市板橋５２０－１２ H29.5.10

2256 有限会社時野谷製作所 時野谷　光雄 筑西市下郷谷２８３
プレス加工による独自の穴あけ加工技術の開発に
よる新規受注の獲得

H29.5.10

2255 株式会社オスク 大野　進 那珂市菅谷６０５－３０
長期の内装工事インターバルを埋めるための顧客
への多頻度訪問を可能にさせる周辺サービスの開
発

H29.4.26

2254 有限会社さくら介護センター 菊池　充子 下妻市大串８５１－１
利用者の思いの実現を支援する福祉タクシーサー
ビスの提供

H29.4.26

2253 株式会社宮本製作所 宮本　洋治 日立市石名坂町２－４３－１５
ネガランド技術の確立による再研磨切削工具の長
寿命化

H29.4.21

2252
一般社団法人日本おもてなし
トレーナー協会

柳沼　佐千子
ひたちなか市新光町３８
ひたちなかテクノセンター内

現場の外国人接客力向上を直接的に支援する各種
事業の開発・提供

H29.4.21

2251 株式会社シンクラボ 田中　友幸 ひたちなか市足崎１４７４－４ 「住まいコンシェルジュ」サービスの提供 H29.4.21

2250 株式会社那珂湊マリーナ 岡田　知也 水戸市川又町１３０２
クラブハウスの積極的活用による当マリーナの地
域ブランド化

H29.4.21

2249 有限会社石井畳工業 石井　浩 ひたちなか市栄町１－９－１８
現在の顧客ニーズに合わせた畳商品，サービス，
各種工事の提供

H29.4.21


