
○経営革新計画承認企業一覧（平成25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

1404 (株)新日東・(株)エスキャビネット H25.3.28

1403 有限会社ランディング 阿部 聡
ひたちなか市松戸町２－
８－１７

県内各地へのテーマ別コミュニティカフェの出張事業
の展開

H25.3.29

1402 株式会社RTプランニング 榎本 拓也
ひたちなか市勝倉２６３
４－２３

スマートデバイス用アプリ開発人材のステップアップ
支援事業の展開

H25.3.29

1401 板金屋 H25.3.29

1400 (有)カザマデンキ 風間 薫
東茨城郡茨城町小鶴７９
－１

二毛作飲食スペースをもつ複合型ＣＤショップの開発 H25.3.22

1399 でんきのタムラ H25.3.22

1398 リュタン 菊池 美圭
久慈郡大子町小生瀬２９
６７－４

リンゴ園の直営レストランによるリンゴ食品の製造・
販売

H25.3.22

1397 有限会社日青工業 青木 一郎
河内町生板鍋子新田１８
４１－３

顧客の製造プロセスに合わせた部品納入方法の導入 H25.3.25

1396 クロサワ本舗有限会社 黒澤 雅門 那珂市静１８－１ 夏の干し芋商品・芋商品の製造販売 H25.3.28

1395 エーテック株式会社 久家 伸司
東海村舟石川駅西２－１
１－７

「狭隘部位観察装置」の開発販売 H25.3.28

1394 めん工房ほさか 保坂 順一 桜川市岩瀬１４１番地
冷凍手打ち生蕎麦と冷凍そばがきの開発による全国的
な販売展開

H25.3.25

1393 常南グリーンシステム株式会社矢口 宗平
石岡市鹿の子２－３－２
２

お客様に新たな園内の飲食＆過ごし方を提案する体験
型テーマパークへの変革

H25.3.25

1392 株式会社ザ・ハーブダイニング H25.3.25

1391 サンゴダール H25.3.18

1390 坂入製茶工場 坂入 司郎 常総市篠山６３９
新品種のお茶を中心に異業者と事業連携を行い「猿島
茶ネットワーク」を構築する

H25.3.18

1389 (有)森田加工所 H25.3.18

1388 (有)飯野屋 飯野 庄治
稲敷市江戸崎甲２６５８
－１

ロケケータリング事業の展開 H25.3.18

1387 たつご味噌醸造(株) 舟生 佳紀 高萩市上手綱７５ 味噌作り体験教室の開催による多角化経営の実現 H25.3.19

1386 たきた 滝田 成記 常陸大宮市野田８１１
テイクアウト商品の開発と季節ごとの鮎料理を一年中
楽しんでいただける鮎茶屋への変革

H25.3.19

1385 秀寿し 篠原 三郎
北茨城市磯原町本町１－
３－１

テイクアウト用アンコウ料理の開発・販売 H25.3.19

1384 (株)山中屋 斎藤 修一
取手市取手二丁目３番３
号

奈良漬の新たな提供方法による自社ブランドの強化 H25.3.19

1383 橋本旅館 H25.3.19

1382 いいつか商店 地元野菜を使った揚げ餅の素の製造・販売 H25.3.19

1381 さ志まや製菓(株) 斉藤 哲生 猿島郡境町２０２－１
境町らしい地域色豊かな「わがまち境のせんべいシ
リーズ」の開発と，それを活かした固定客の獲得

H25.3.18

1380 石山製茶工場 石山 嘉之 猿島郡境町大歩２５６
お客様にお茶の素晴らしさを体験してもらう元気茶屋
の開始

H25.3.18

1379 POCO A POCO 農園 和知 健一
那珂市平野１８００－１
７３

自然農法で作った自家生産パン用小麦を使った各種パ
ンと各種ドライトマトの生産及び販売

H25.3.18
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1378 (株)プリマベーラジャパン鶴崎 智子
牛久市上柏田３－６６－
６

ミドル夫婦層に発信するシニアシッター事業と学童保
育事業の新サービスの事業化

H25.3.18

1377 陶創作 万鈴 北出 君枝
稲敷郡美浦村布佐１８７
６－３３

「縄文美浦焼き」と「美浦ひだり馬」製造販売事業の
本格展開

H25.3.18

1376 おお田や 太田 隆 稲敷市西代１８７－６ 高齢者向け懐石シリーズの開発 H25.3.18

1375 おそうじのプロ エンカウント 城山 賢一
小美玉市羽刈６０６番地
の５２

「職人もどき補修」「プロの清掃方付け」「厄介なお
困り解消」など高度な清掃技術をいかしたプロのおそ
うじサービス

H25.3.18

1374 (有)きらら館 岡部 雄一 笠間市笠間２２５８－１
「笠間スタイルのファーストフードカフェ」での
「ファーストフード」と「スローライフ」の提案

H25.3.18

1373 東郷菓子舗 東郷 和之 稲敷市江戸崎甲２６９０ ダウンサイジング和菓子の製造販売 H25.3.11

1372 杉崎計器(株) 杉崎 和彦
稲敷市下根本５０８５－
２３

コードレストルク測定器の開発とコンサルティング営
業の展開

H25.3.18

1371 (株)つかもと H25.3.14

1370 (有)つくばチョウザメ産業酒井 幸宏
つくば市並木３－２６ー
２０

チョウザメ加工食品の開発と販売 H25.3.14

1369 (有)ホワイトサービス 瀬尾 義勝 守谷市高野１２８０
独自の販売網を活かした新たなエコ商材の提案～ホー
ムコンサルティングサービス

H25.3.11

1368 須賀畳店 須賀 重安 守谷市松並１５５８－４
老舗畳店の新たな畳生活の提案～フローリング用薄畳
の製造販売

H25.3.14

1367 (有)Green工房 H25.3.11

1366 (有)ライフ 西田 豊
常陸大宮市長倉８３２－
２

過疎化地域の住まいの救急ニーズへ対応する「住まい
の救急箱」事業

H25.3.5

1365 (有)VIYIA H25.3.28

1364 (有)アペックス遠藤 遠藤 文男
坂東市岩井４２７４－２
９

一括製造体制の構築による高品質バックの安定製造と
営業力向上による売上向上

H25.3.5

1363 シャルレ関口 H25.2.25

1362 (株) 安田 安田 忠次
結城郡八千代町大字塩本
２４８－５

高速発酵もみがらオンサイト製造プラントシステムの
機器開発と構築及び発酵もみがらの販売

H25.2.21

1361 貝塚忠三郎商店 貝塚 忠 かすみがうら市坂６８７
イングリッシュガーデン「シェル」に来店されたお客
様へのサービス提供の見直しを図り，顧客満足を図り
ながら新たな顧客層の開拓を図る

H25.2.19

1360 桐乃華工房 猪ノ原 昭廣 筑西市関本上３４５
個人の嗜好にあわせたフルオーダー型桐下駄とエコミ
ニ桐下駄ストラップの製造及び販売による売上向上

H25.2.21

1359 (有)ユーハイム 湯田 圭一
水戸市内原町１７５－２
３

管理が大変になった地主向けワンストップサービスの
開始

H25.2.19

1358 (株)根本工務所 根本 敬久
常陸太田市町屋町１４８
７

メンテナンスフリー工事とメンテナンス型営業の導入 H25.2.21

1357 (有)たかくま商店 鈴木 繁
北相馬郡利根町布川１４
５９－１

独自茨城ブランド商品の開発と開発支援 H25.2.21

1356 利根飯店 戸田 雄太
北相馬郡利根町布川２１
４６－１０３

スポーツ愛好家やスポーツに取り組む子供たちを応援
するおいしいアスリートメニューの商品化

H25.2.19

1355 小林自動車整備工場 小林 謙一 石岡市小幡８４９－７ H25.2.13

1354 (有)常澄農作業支援センター 渡邉 正巳
水戸市塩崎町１０７８－
３

紅はるかを使った黄金色の丸干し干し芋の開発 H25.2.13

1353 マルナカ水産(株) 仲田 忠弘
日立市久慈町１－１０－
１５

高鮮度かつ安心・安全な「刺身つぶ貝」の安定供給 H25.2.13

1352 (有)山﨑石材店 山﨑 哲男
常総市水海道栄町２６４
８

ＩＴを活用した顧客等へのリテンションマーケティン
グと墓所清掃さーびすによる事業展開

H25.2.13
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1351 (有)永山段ボール 永山 隆雄 桜川市青木１２１８
段ボール製品規格開発分野への進出と自社オリジナル
製品の開発

H25.2.8

1350 大蔵生コンクリート(株) 鄭 豊之
東茨城郡城里町下青山９
７０

民間需要にも耐えうる再生砕石の開発 H25.2.13

1349 山﨑商会 山﨑 秀雄
東茨城郡城里町石塚町２
１９１－３

H25.2.13

1348 (有)三村建設 H25.2.8

1347 笠間ミルクセンター野村 H25.2.13

1346 (株)カイセー 山名 哲也
北茨城市磯原町磯原４－
１０９

建築業者による地域ネットワーク組織を構築すること
で、建築業の地産地消をおこなう

H25.2.1

1345 昭和住材(株) 八田 清一郎 下妻市下妻丁４６８
紙製ボビン・リールの開発と地元事業所からの直接受
注の拡大

H25.2.1

1344 (有)霜田種苗 霜田 寿昭
結城郡八千代町平塚２７
０７

種苗店が自ら厳選し自ら生産した特徴のある野菜の
「直販コーナー」及び「直売所」の設置

H25.2.1

1343 内海工業 内海 盛一
結城郡八千代町村貫８４
０－２

オートバイ部品等への「ウェットブラスト処理」サー
ビスの提供

H25.2.1

1342 松田製茶 松田 浩一
結城郡八千代町水口１１
３

緑茶煎餅シリーズの生産・販売 H25.2.1

1341 有限会社ことぶき 和田 義雄 筑西市林７３－２
オゾン発生装置ＫＴＢα１００及びオゾン水成器ＫＴ
Ｂα５０の開発

H25.1.31

1340 カースタジオボイス 松川 光邦
小美玉市山野４０８－２
４

「カーディテイリングショールーム」を活用したカー
ビューティーサービス事業の新しい販売促進のしくみ
づくり

H25.1.31

1339 株式会社田園プラン 根本 健一
つくば市吉瀬１６７９－
１

既存施設「ガラスハウス」を利用した冬のバーベ
キュー施設を創設し，冬時期における新規営業の開発

H25.1.31

1338 山中自動車整備工場 山中 明
土浦市東崎町１３－１－
７１０

法人社員向け巡回無料点検サービスの開始 H25.1.31

1337 有限会社リビング館ホンダ 本田 浩一 小美玉市鶴田６００番地 H25.3.25

1336 青柳土木コンサルタント 青柳 恵晴 下妻市鯨８４８－２ 浸水防止止水板の開発・販売 H25.1.25

1334 (有)小竹農園 小竹 昌子 下妻市五箇２０１
庭の「ネガティブリフォーム」と「成長させる庭作
り」の提供

H25.1.25

1333 笠島造園 笠島 節男 下妻市伊古立２６０
リサイクルをテーマにした活動と施主参加型工事方式
の導入による個人宅の開拓

H25.3.5

1332 七会きのこ H25.1.23

1331 (有)アメニティフジ 川井 理
小美玉市栗又四ケ２４２
１－４１

既存事業の耳つぼダイエットと糖質制限食の相乗効果
をねらった糖質制限パンの製造販売

H25.1.22

1330 真家金物店 小美玉市小川１５８４
様々な道具のお困りごとを解決，サポートする「仕
事・暮らしの道具相談所」

H25.1.22

1329 東海スポーツ 坂下 英雄
那珂郡東海村村松３４５
－４

Ｓステーション（スポーツの情報発信基地）の構築 H25.1.22

1328 稲葉酒造場 H25.1.22

1327 (有)永福 小玉 永二 久慈郡大子町池田７１４
真空低温調理を有効活用することで，「奥久慈しゃ
も」を使った商品開発と，半調理品を使った業務の効
率化の実現

H25.1.18

1326
(株)ダイイチ・ファブ・
テック

金森 良充 水戸市青柳８２７の３ H25.1.18
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1325
(株)Oaraiクリエイティブ
マネジメント

常盤 良彦
東茨城郡大洗町磯浜町１
８７０

製造部門設置による地域PB商品製造・販売及び生産
者・加工業者との連携体の構築

H25.1.17

1324 肉のヤマダ H25.1.17

1323 (株)がんこ一番 H25.1.16

1322 税理士法人 報徳事務所 赤岩 茂
古河市西牛谷１０２０－
１

経営革新等支援機関認定による経営革新等支援業務拡
充による経営革新

H25.1.16

1321 (同)UP 高安 つや 鹿嶋市宮中１－２－１０
女性を勇気づける目的別メイクの提供と関連商品の販
売

H25.1.16

1320
(株)マーケット・フィー
ルド・インターナショナ
ル

H25.1.16

1319 御食事処 恵比寿 鈴木 義彦
水戸市笠原町１６２５－
３

料理店がつくる洋菓子ケーキ「恵比寿ロール」と「各
種シフォンケーキ」の製造と販売

H24.12.28

1318 (株)ＴＷＥＮＴＹ 大塚 甚市郎 つくば市古来６９２－３
オリジナルＴシャツの魅力を発信するチャンネルの多
様化支援と安定した受注量の確保

H24.12.18

1317 (株)池田興産 池田 雄一
神栖市平泉６４４－２０
４

生コン需要の旺盛な地域で，カスタマイズコンクリー
ト等の製造販売を実施するための生コン工場の建設

H24.12.19

1316 (有)鹿島自動車ガラス 佐久間 清 神栖市奥野谷１９９６
撥水加工後の無料メンテナンスの提供による顧客との
関係強化

H24.12.19

1315 川畑水産 川畑 康典 神栖市波崎８３０５
ノンシュガー・低シュガー・低カロリーで健康志向な
水産加工品の製造販売

H24.12.19

1314 木之内トラベル(株) 木之内 喜則 神栖市賀１４２８－２
観光地向け営業支援サービスによる団体旅行の受注拡
大

H24.12.19

1313 FREEDOM 中根 英輝 鉾田市札１１１０
パソコン「健康診断＆ウイルス診断」サービスと「料
金選択制」の導入による事業所の開拓

H24.12.19

1312 Dog House Fruits 沼田 一将
古河市２丁目１２－２７
金和ビル１階

手帳発行サービスによる顧客との情報管理共有ツール
の導入

H24.12.19

1311 髪芝居 小田島 政志 神栖市日川３８９１－７
「データベース活用型髪型提案」と「完全送り迎え制
度」の導入

H24.12.19

1310 (有)カーライフ野口 野口 武雄 鹿嶋市小山１０２５－４ 在庫ロケーション管理による新型部品販売方式の導入 H24.12.19

1309 らーめん青龍 里中 謙一
潮来市日の出２－２０－
２

子供向け専門店メニューの開発と独自評価システムの
導入

H24.12.19

1308 白栄舎 岡里 剛治
鉾田市鉾田１６１７－１
０

家具など衣類以外の生活用品クリーニングビジネスの
展開

H24.12.19

1307 ミートセンター菊地 菊地 美博 鉾田市鉾田２４９２ 受注対応型手作り炭火焼シリーズの開発・販売 H24.12.19

1306 (株)楽団 中島 祥晶
つくば市上岩崎１８４７
－７５

パフォーマンスを重視したお好み焼き屋による海外進
出をすることで，日本の食文化を紹介しながら新しい
流通の形を作る

H24.12.19

1305 丸木屋 木村 忠夫 坂東市半谷１６１３－１ 紙素材カーテンの製造 H25.1.16

1304 (有)アール・エム
宇田川 真由
美

下妻市前河原８４６－１
１０

スタンピングネイルアート事業の展開 H24.12.3

1303 スリーテンオートモービル飯田 宜弘 水戸市住吉町６５－１

アメリカ発売の日本メーカー車にターゲットを絞り，
アメリカのオークション市場参加による車の購入を通
して，日本のユーザーへの直接販売と日本のオーク
ション市場への出品を行う

H24.11.6

1302 (有)ふとんの関 関 豊
猿島郡境町塚崎７３７－
１

オリジナル枕の開発と，眠りや目覚めに不満がある人
に心地よい眠りを提案する専門店への変革

H24.11.6

1301 岩沢酒店 岩澤 信
惣菜や弁当の食品製造部門を開設し，高齢者等への宅
配サービスなど酒類との相乗効果を目指したフード＆
リカー事業

H24.10.3
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1300 (有)マルマサ 麻生 昌次
笠間市鯉渕６２２７－１
７

オーガニック素材を使ったベビー用品の作成キットを
提供することで，下請け体質から脱却し，自社ブラン
ドを確立する

H24.10.22

1299 月待ちの滝 もみじ苑 大関 仁
久慈郡大子町川山１３４
８

水を基本コンセプトとした新商品の開発により全国展
開を図る

H24.10.4

1298 常松事務所 常松 典子
常陸大宮市国長１４３６
－１

生ハーブとボディワークを融合した「ヘルシーガーデ
ン」事業の展開

H24.10.10

1297 (株)かね喜 大槻 利夫
土浦市下高津１－１８－
１０

新店舗管理システムの顧客データ等を活用した新たな
ポイントカード会員制度導入による販売機会の増大と
コスト管理強化による利益改善

H24.10.4

1296 （株）小田喜商店 小田喜 保彦 笠間市吉岡１８５－１
栗の形状と純粋な栗の味を全て活かした新商品の開発
および品質・製造効率の向上

H24.10.1

1295 （有）セラテックつくば 髙橋 輝彦
つくば市古来１４２２－
３

自社の業務特徴を活かし，自社で原価にて中規模太陽
光発電装置システムを設置し，売電事業化を図るとと
もに，小規模発電事業者への設置工事の受注拡大を図
る

H24.10.3

1294 ヘアリゾート夢有民 小林 勝典
桜川市真壁町白井６４８
－１

頭皮環境に着目した提案型の施術サービスの開始 H24.12.19

1293 （有）イイムラ 飯村 一夫 石岡市下林１６１０－１
無料サービスのメニュー化と全員営業体制の構築によ
る顧客接点の強化

H24.10.1

1292 (有)高野電子工業 高野 政恵 行方市於下１１７３ 顧客への「電気設計」の提案営業の導入 H24.9.26

1291 岡部自動車 岡部 益雄 行方市両宿１１６ 農産物直売車の製造販売 H24.9.26

1290 仲屋材木店
長谷川 龍
右

潮来市潮来９１－７
構造にこだわった長持ちのする家づくりの提案による
建築請負

H24.9.26

1289 ロンロンしいなや 椎名 一夫
潮来市大塚野２－２０－
１９

「本格蕎麦」と「本格ハンバーグ」を融合させて提供
する新業態の開発

H24.9.18

1288 方波見漬物店 方波見 功 行方市吉川３８０－２ 当店オリジナル商品とカスタマイズ漬物の移動販売 H24.9.18

1287 A.C.E 坂本 考裕 潮来市潮来１０６－１０ 選択式地域情報ネットチャンネル作成・提供事業 H24.9.18

1286 ちくりん造園 染谷 明彦 H24.9.14

1285 (株)イバケン 飯塚 敏晴
ひたちなか市馬渡３８６
１－３

どんぐりの森の家・健康的なエコロジー住宅の開発と
テーマパークによる情報提供並びに顧客とのコミュニ
ケーションの場の提供

H24.9.14

1284 (有)メイクス 高松 貞子 水戸市泉町１ー１ー９
当社の優良顧客向けインターネットオークション出品
代行事業

H24.9.14

1283 (株)ＯＨＡＮＡ 岩上 巧 水戸市城南２－１０－９
「顧客同士が触れ合う場」を活用した新たなマーケ
ティング手法の開発

H24.9.6

1282 (株)島田商店 島田 栄一 H24.9.6

1281 マスダスポーツ 増田 利一 常総市蔵持９０６
ノルディックウォーキングを通じて，地域密着型の店
舗を目指し，地域住民とのコミュニケーションを大切
した店舗づくり

H24.8.20

1280 (有)ループス 七里 正信
つくば市春日２丁目33番
地４

ヘアカラーのセット販売とその新たな会員獲得による
囲い込み戦略

H24.8.27

1279 ヤマト精機(株) 萩原 晃 筑西市玉戸２１１５ H24.8.27

1278 (株)茎崎観光農園 関 浩一 つくば市若栗５００
花づくり，土づくりから生まれた化粧品製品名仮称
「ピオニー」の製造及び販売

H24.8.20

1277 (株)メインズ 石崎 学 取手市稲８１１－１
本格リハビリテーション部門設置によるスポーツ選手のALLフィジカ
ルトレーニングSupportサービスの構築

H24.7.10

1276 (株)ベルファーム 鈴木 靜夫
つくば市高崎２２７７－
３４

ケールの残渣をペースト状に加工し各種健康促進食品
の原料として再活用を行う

H24.6.27
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1275 佐藤造園土木(株) 佐藤 誠 石岡市小倉４１番地１
優良新材＆古材販売事業への進出と森林活用相談室の
開始

H24.6.27

1274 (有)こうじや 鈴木 良成
東茨城郡大洗町磯浜町３
６６６－２

漁業士や観光業者と連携をとりながら，ホッキ貝を
使った商品開発を進め，大洗町の復興を図る

H24.6.27

1273 青木製麺工場 青木 勝彦
つくばみらい市板橋２５
５３－２

地元産小麦粉に地場産品野菜を練り込んだ地元ブラン
ドの麺作り

H24.6.21

1272 (有)アルファサービス H24.6.29

1271 (株)リーゾ 石丸 理佐
つくば市天久保２－９－
２－Ｂ２０１

研究学園都市の子育て主婦を対象とした「双方ニーズ
志向型の実験補助者育成講座の開発と販売」

H24.6.11

1270 (株)ＬＩＶＥ 上田 哲史 下妻市大串５５９-１５
店舗におけるスマートフォン及び携帯電話充電設備開
発

H24.6.11

1269 (有)石真工業 井坂 和男 つくば市大曽根３８３６
ペットの訪問火葬サービスの導入による役務の新たな
提供の方式の導入

H24.6.11

1268 総和造花(有)
手描き江戸文字を活用した新商品開発と際物店への事
業展開

H24.5.23

1267 All About 蔵 羽生 英雄 潮来市牛堀８－３ モクズガニを素材としたオリジナル新商品の開発 H24.5.23

1266 (株)ユイ 末永 雅彦 つくば市谷田部２９６１－１－２０１ 地域の自然環境に沿った造園施工 H24.5.23

1265 (有)鍋屋本店 小田部 庄一 笠間市笠間1100
お米が美味しい手作りおむすびと米菓，笠間らしい週
替わり惣菜を適価で販売する小売店舗の開発

H24.5.9

1264 (有)BIGFACE 大吉 聡 筑西市乙８２８－３ SATOHビル１階
昇華転写技術と当社の縫製技術を組み合わせたオリジ
ナルプリント衣料品等の受注製作

H24.5.7

1263 ヘアーカンパニーズセイヤ
薄毛及び潜在的抜毛対象者へのカウンセリングやオリジナル施術コー
ス部門設置による営業展開

H24.4.26


