
○平成２０年度　経営革新計画承認企業一覧（平成２１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

658 (有)日青工業 青木　一郎
稲敷郡河内町生板鍋子新田
１８４１－３

Zip-Tech技術を活用したスチール家具の開発
H20.4.4

659 大真運輸(株) 大縄　良夫
水戸市有賀町１９１５－１ コンサルティング営業可能なドライバーの育成による廃棄物

処理コンサルティングサービス及び回送車両を有効活用した
資源化対象品目引き取り処理サービスの開始

H20.4.25

660 (株)ヴィオーラ 藤本　武男
水戸市見川町２１３１－４
０４ H20.4.25

661 公栄住宅(株) 木村　公一
古河市上片田３８７－２ 住宅販売のコンビニ化

H20.4.30

662 (株)イー・アール 林　文彦
龍ヶ崎市佐貫３－１１－１
４

小売店における不明ロス発生防止対策の提供による経営革新
H20.5.7

663 ㈱池田情報設計事務所 池田　久樹
取手市藤代南１－５－１

H20.5.7

664 (有)中村写真館 中村　浩美 H20.5.13

665 三和企画(株) 斉藤　哲 H20.5.26

666 (株)ＴＡＫＥＯ 宇山　武男
土浦市有明２－３０ 低コストウェディングプロデュース事業の展開

H20.5.26

667 ㈱アール・ネット 二本松　恭行
つくばみらい市絹の台３－
６－１０

落書き防止塗装と落書き消し・原状回復サービスの事業化
H20.5.23

668 (有)常陽加工 鈴木　栄
坂東市大口２２０８－５ プラスチック成形品の生産

H20.5.28

669 茨城農林種菌(株) 野高　輝
稲敷郡河内町生板４４８６ 中国原産食用キノコの生産販売

H20.5.28

670 坪井商店 坪井　茂
カートータルケア管理システムによる業績の向上

H20.6.2

671 像都市建設(株) 伊藤　宏
石岡市東石岡４－７－４ シート状電熱ヒーターを活用した自動車用フロントヒーター

等の開発・販売 H20.6.10

672 セイデン工業(株) 安彦　倶明
つくば市作谷７５９ ウェザーストリップ用レーザーカッターの開発

H20.6.2

673 伽藍堂 藤枝　健一
那珂郡東海村村松北２－７
－４３

ワンソース・マルチユースビジネスの展開
H20.6.2

674 宮内米穀店 宮内　亨
那珂郡東海村村松２４８ 山間部で生産された天日干し米を籾のまま販売することによ

る経営革新 H20.6.4

675
㈱つくば農業環境科学研究セン
ター 松井　拓也

つくば市谷田部１５１２－
１

自社分析技術を活かした新たなサービス～土づくりと生産に
おける総合コンサルティング～開発と展開 H20.6.10

676 ㈲メイクス 高松　貞子
水戸市泉町１－１－９ 高齢者向け｢出張ホームパーティーお手伝いサービス」と「顧

客主導のイベント開催企画お手伝いサービス」 H20.6.18

677 (有)パリヱブティック 關　仁一
結城市大字結城７４７３番
地

学習塾事業の新たな展開による顧客層の更なる拡大
H20.6.17

678 ときわホーム(株) 大森　広一
茨城県つくば市谷田部６３
３５番地４

戸建て賃貸用リサイクル住宅の販売による経営革新
H20.6.25

679 宇都木建設(株) 宇都木　昇
古河市高野５３８ 首都圏近郊中小土木事業者が閑散期等の自社の土木技術・技

能を生かす「農業サポート（農業お助け隊）サービス」並び
にその販売サポートによる新しい取り組み

H20.6.25

680 (株)明伸 荻谷　仁樹
水戸市元石川町８５３番地
の１

半導体製造装置の保管及び部品販売
H20.7.22

681 (株)花市場 服部　卓司
土浦市板谷６－６４８－１ 法事会食の場を提供する新たな飲食店の展開

H20.7.22

682 (株)染野屋 小野　篤人
取手市東２－１－３２ 豆腐製品移動販売の団塊世代向けフランチャイズパッケージ

の提供による経営革新 H20.7.22

683 H20.7.22

684 (株)光和印刷 宮角　知安
水戸市元吉田町１８２３－
２２ H20.7.29

685 (株)二輝建設 飯田　知弘
潮来市日の出４－８－１２

H20.7.23
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686 (有)ワッツ・ガーデンプラン 渡辺　一正
つくば市稲荷前１０－７ 本格的なガーデンリフォームの事業化による経営革新

H20.7.24

687 (株)ケンショーエンタープライズ 杉山　光
筑西市下野殿７９５－１ 牛一頭の仕入による焼肉店の販売事業の展開

H20.8.7

688 (有)舟善食品工業 竹内　善美
筑西市舟生７７６番地２ 「漬物道場」の開催による来店頻度向上と顧客との密接なコ

ミュニケーションの実施 H20.8.11

689
(有)ピュアワールド　※共
同申請者：(株)ケイプラン
ニング

代表取締役
君島　宏

水戸市鯉渕町４０１５－４ グループ全体の顧客価値・生産性向上に資する，一括仕入方
式導入や連携プロモーションの実施 H20.8.12

690 (有)ブリスト 小泉　隆一
水戸市袴塚３－１０－１６

H20.8.12

691 ㈱川崎製作所 川崎　修
ひたちなか市山崎６０ 世界最先端大型５軸複合旋盤導入による航空エンジンシャフ

ト等の高度・先端大型加工事業への取組み H20.8.19

692 ㈱照沼商事 照沼　政直
那珂郡東海村石神外宿２５
３１－３

セルフ＆超フルサービスを提供するＳＳの経営
H20.8.29

693 (株)テイクオフ 矢野　勉

水戸市酒門町４２２５－６
（本部事務所：日立市森山
町５－１０－１９）

クリーニング販売形態の革新と事業の多角化(理美容業への更
なる進出のための新しい店舗展開～女性客の獲得のための店
舗づくり) H20.9.4

694
(株)グローバル・リスクマ
ネージメント

櫛田　洋一
水戸市河和田町１１９３-
８

新サービスの開発とその展開　創業以来培った保険代理店業
のノウハウを活かした，新たな提案型サービス（ペット保険
とグッズ販売）の開発と展開による経営革新

H20.9.8

695 (株)樹住建 根本　将樹
取手市米の井３２８ 住宅におけるセキュリティシステムの企画・製品化による経

営革新 H20.9.11

696 小野瀬水産(株)
小野瀬　あや
子

筑西市玉戸１００４－２２ 量販店向け巻き寿司の製造販売
H20.9.12

697
(有)天辺ダッシュカンパ
ニー

芝山　健一
桜川市真壁町下谷貝４４６
－２

高品質な商品を製造・提供する中華麺製造業及び卸売業の展
開 H20.9.26

698 H20.9.30

699 箕輪商店 箕輪　正男
行方市岡５３９ 郷土色豊かな芋ようかんの製造販売

H20.10.2

700 エイ・ワン(株) 荒井　一美
行方市浜３７０－１ ワークシェアリングの導入と協力会社拡大

H20.10.2

701 ㈱クワジマ 桑島　洋治
行方市島並１３５０ 簡易焼芋機の製造販売

H20.10.2

702 ㈱光テクノサービス 鬼沢　光一
行方市藤井７６－２ アクセルベダル安全補助装置の製造販売

H20.10.2

703 ジャパンシティネット(株) 金子　浩巳
土浦市富士崎１－４－２５ 茨城県初の「来店型マネージメント保険ショップ」による新

規事業開発 H20.10.1

704 りさき牛乳屋 理崎　幸次
行方市手賀４２９２－２ 個食パックの宅配による経営革新

H20.10.2

705 麻生ハム工房 横山　正英
行方市青沼６３７ 魚肉を使用した新商品の開発・販売

H20.10.2

706 イシイ工業㈱ 石井　誠之
潮来市上戸３２３－１ 犬小屋の販売による新規顧客層の開拓

H20.10.2

707 ㈲クボタ住設 久保田　喜裕
行方市四鹿５９１ ソーラーシステム事業への参入による経営革新

H20.10.2

708 (株)パイオニア・サービス 羽田　克
水戸市笠原町２３２－２３ 総合病院の院内感染対策委員会に対するコンサルタント業務

H20.10.2

709 大竹建設㈱ 大竹　光
取手市小文間５５８４ 細管用管内補修機の活用による新たな工事需要の創出

H20.10.8

710 大平漬物食品 大平　昭市
行方市吉川２０１

H20.10.7

711 方波見漬物店 方波見　晴男
行方市吉川３８０－２ カスタマイズ商品の提供と観光客への工場公開

H20.10.8

712 ㈱渡辺本家倉庫 渡辺　昭
古河市上和田５－３

H20.10.8

713 向現(株) 齊藤　拓
つくば市若栗２３０４－１
１０ H20.10.21
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714 富士商事(有) 千葉　不二雄
筑西市下川島３３６－１ 環境保全型砂利の精製販売による企業改善

H20.10.24

715 スコーンドルフィン 根本　好美
笠間市大田町２０８－３１
１

新しい生産及び販売方法の導入
H20.10.24

716 かんき堂 滝澤　晴美
取手市双葉２－２６－６ 地域老舗小売店が地域事業の特性を生かした宅配を含む複合

サービス事業を行う新しい取り組み H20.10.21

717 (株)光輝 瀬谷　雅彦
笠間市大田町２９２－１６ カウンセリング型健康茶カフェ開設による美容・健康・水の

トータルサポート H20.10.24

718 ㈲金波楼 石井　盛志
東茨城郡大洗町磯浜町６８
８３ H20.10.30

719 (有)結エディット 野末　琢二
つくば市天久保２－８－８
－１０３

TXで筑波山にひとを呼び込む「筑波山ゆったり活用マガジ
ン」の刊行 H20.10.25

720 奥久慈クレソン 藤田　健
久慈郡大子町初原１７２７
－１ H20.11.7

721 モネット(有) 光畑　由佳
つくば市山中４８０－３６ 教育システムを備えた「のれんわけ認証制度」推進による販

売ネットワークの強化 H20.11.7

722 (有)ティーレッドデザイン 高村　智久
水戸市根本２－７８０ 在日外国人向け，日本の礼儀作法に関わる資格認定制度の確

立 H20.11.12

723 (有)樫村自動車 樫村　明夫
日立市十王町友部２１４５
－２

エコカーの事業化による売上拡大
H20.11.12

724 (株)東日本技術研究所 鈴木　茂夫
日立市大みか町４－８－２
０ H20.11.12

725 (株)永島組 永島　正
つくばみらい市上島８４９
－２ H20.11.12

726 額賀工務店(株) 額賀　圭一
神栖市平泉５７７－１１ ２００年住宅の推進による住宅販売の強化

H20.11.26

727 (有)ことぶき 和田　義雄
筑西市甲５７ 微生物等を利用する環境改善機器の開発・製造・販売の一体

的推進 H20.11.26

728 (株)茎崎観光農園 関　浩一
つくば市若栗５００

H20.11.26

729 (株)フィールドワークス 野原　繁男
水戸市中央２－６－１０ 昼夜別営業の店舗開発による経営革新

H20.12.1

730 (有)筑波ハム 中野　正吾
つくば市下平塚３８３ 食肉加工製品製造工程の見学と体験ができる新工場の建設に

よるリピーター獲得強化 H20.12.1

731
株式会社ホロニックマネー
ジメント・日本鉱発株式会
社

小室　一也
（共通）

日立市神峰町２－１４－３
H20.12.1

732 (株)丸三老舗 笹沼　朝子
鹿嶋市宮中１－９－２２ 地域の農産物を使用した新商品の開発と販路拡大

H20.12.5

733 コモリ食品 小森　喜幸
鉾田市中居３３０ 地元の鯉の冷燻など加工食品の製造販売

H20.12.10

734 (株)進栄
生田目　香代
子

常陸大宮市田子内町３２０
０－１

土木工事業と建設工事業の合併による新分野進出
H20.12.10

735 榎本工業(株) 榎本　裕
土浦市中村南４－１２－１
７

極限環境流体対応ポンプの開発による経営革新
H21.2.12

736 パルテックジャパン(株) 飯島　潤一
土浦市神立町３６２８－４
６ H20.12.15

737 トップトレーディング(有) 飯島　壽邦
日立市東滑川町５－１－１ 特産物を使用したオリジナル商品の企画・製造

H20.12.25

738 沼尻産業(株) 沼尻　博
つくば市榎戸７８３－１２ 大規模集約型倉庫における顧客への総合的な物流提案，サー

ビスの開発と提供～ＳＣＭの提案による物流コストの低減及
び環境負荷の軽減をめざした経営革新

H20.12.19

739 (株)平塚建設 平塚　忠和
鉾田市舟木５６－１ 省エネ対策やシックハウス対策を施した新型住宅の開発

H20.12.24

740 (有)新栄建設 小松﨑　晴美
石岡市下林３１７－３ こだわりのある家づくりを体感できる常設体験型展示スペー

スの設置と参加型イベントの開催による顧客接点強化型営業
の導入

H20.12.25

741 伊勢又米穀製粉(株) 多賀野　弘泰
常陸太田市中城町１９９－
３

そば粉製造の見学コース設置による販路拡大とそば粉残渣の
付加価値販売 H20.12.26



○平成２０年度　経営革新計画承認企業一覧（平成２１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

742 (有)田口材木店 田口　孝治
古河市本町３－５－１ 住まい無料点検実施による家屋の状態把握と新規需要の創造

H21.1.6

743 (株)システムコピー販売 草間　一彦
つくば市上ノ室２８５－１ リサイクル店でのカタログ販売による中小事務機器の新たな

販売方式の確立 H21.1.6

744 えだ動物病院 枝　幸江
石岡市柿岡１８６０－４ 普通の動物病院から，皮膚科に力を入れた特徴のある動物病

院への転換 H21.1.26

745 (有)常北システム 柳生　忠治
日立市水木町２－４１－４
日の出ビル３０２

３社連携による制御システム全体に対するワンストップサー
ビスの提供 H21.1.26

746 (有)ルネサンス 島　幸弘
古河市東山田５３１０－５
０１

日本の仏壇業界に中古市場を創造
H21.1.13

747
ITA 国際トータルフローリ
スト協会 Orange Bouquet

益子　秀美

取手市井野４４１４－４
(事務局：東京都中央区八
丁堀２－２９－５日興パレ
ス八重洲４０３号室)

お花をとおしてライフワークを豊かにしたいと考える女性の
ための新しい発展型フラワースクーリングシステムの開発

H21.1.13

748 (株)金山製作所 金山　福人
石岡市国府７－７－５０ 内径R継手の新開発及び商品化

H21.1.26

749 飯野造園土木 飯野　則夫
小美玉市江戸１－２０ 造園業と土木業の２業種を手がける強みを生かし，清掃修繕

まで手がける「住宅外部・外構ワンストップリニューアル
サービス」による経営革新

H21.1.26

750 (有)金光工務店 緑川　金光
小美玉市東田中１２５７－
８

アズユーライクなオリジナル家具をコーディネートした，大
工さんが作る大工モダンな耐震・ローコスト住宅「ダイク
キューブ」による地域工務店の経営革新

H21.1.26

751 栃木屋 栃木　智
古河市諸川４２９－４ 県産品の新たな発掘と発信

H21.1.26

752 (有)トーア乳業 高梨　保男
水戸市中丸町５１８－５ 大型真空ガマを複数機導入し，全てのあんを自社製造するこ

とにより様々なバリエーションのあん作りを可能にして行う
多種多様なあん菓子製造による経営革新

H21.2.3

753 (株)プロスパー 遠藤　泰生
水戸市石川３－４１３５－
１７

団塊世代向け，特定求職者を活用した作業軽減飲食フラン
チャイズパッケージの開発 H20.1.27

754 常北運輸(株) 和田　祐司

北茨城市磯原町豊田２－１
２

容器洗浄事業を通して「ライフサイクルアセスメント」活動
の「見える化」を行い，環境負荷削減に向けての洗浄事業の
活性化を行うと共に，中小企業向け「容器循環システムの構
築」とそのリース＆レンタル事業

H21.2.4

755 (有)ARCアーク 茂木　伸司
日立市川尻町６－４６－１
０

新しい美容室スタイル「アークスタイル」を確立しながら，
フランチャイズシステムを構築し，フランチャイザーとして
の事業展開を図る

H21.2.3

756 坂入印刷所 坂入　孝夫
下妻市長塚５７５

H21.2.3

757 加藤牛乳店 加藤　光雄
下妻市長塚５３ 専門店舗販売による牛乳配達先の開拓

H21.2.3

758 (有)高橋食品 高橋　信之
結城郡八千代町芦ヶ谷６５
４－１

畑の見える豆腐の製造販売
H21.2.3

759 (株)ツルオカ 鶴岡　正顯
結城市大字結城１０６０３ 部分製造からJITシステムによる完品製造へ転換

H21.2.4

760 (有)平井自動車 平井　俊行
猿島郡境町６４９－１ 自動車整備技術と新車販売で構築したノウハウを活かして行

う，「ハートプライスとメインテナンスパックを組み合わせ
た新サービス」の提供

H21.2.4

761 (有)小林自動車 小林　力
古河市諸川３６９ 電気自動車の推進と健康ビジネス等の総合力

H21.2.4

762 メガホームクラフト(有) 上原　篤
下妻市半谷５０２－１９ ペットルーム付き住宅及びオリジナルエコ住宅の開発販売

H21.2.4

763 (株)ヤナシマ 簗嶋　尚文
下妻市下木戸３４３－１ 自社のオリジナル展示会活用による元請工事受注

H21.2.4

764 (株)くらぜん 倉持　康文
下妻市半谷４９１－２２ 分子振動活性装置販売の本格展開

H21.2.12

765 若菜建設(株) 若菜　正男
笠間市東平２－１４－３５ 「設計コンシェルジュアトリエを持つ新ショールーム活用」

により，自社ブランド「LEABEST HOME」を進化させ，販路拡
大を図る

H21.2.16

766 とちの木 小沼　敬
鉾田市箕輪２６１９－７ タイムリーなオリジナル商品開発販売体制の構築

H21.2.18

767 萩原酒造(株) 萩原　康成
猿島郡境町５６５－１ 清酒と地元特産物の梨を組み合わせたリキュールの開発

H21.2.18

768
(株)マーケット・フィール
ド・インターナショナル

小林　隆志
常総市大塚戸塚町１５５５

H21.2.18
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769 (有)渡沼畳店 渡沼　邦光
猿島郡五霞町元栗橋２８４
３－２ H21.2.18

770 船橋屋 山口　勉
北相馬郡利根町布川４５４
－２８７

地産地消を目指す月毎の商品開発と店頭スペースを利用した
イートインコーナーでの提案型営業展開による経営革新 H21.2.24

771 (株)大栄オート 岩佐　英二
ひたちなか市枝川２４５６ 短期間板金塗装システムの開発による一般消費者からの直需

率向上及び積極的な顧客接点強化活動の実施 H21.3.4

772
(株)ナミリスダイナミック
バンク

南木　正人
つくば市下広岡１０５５－
６６６ H21.3.27

773 揺月・白飯家 青木　剛
つくば市西平塚２６５－１

H21.3.16

774 (株)イイジマ 飯島　哲朗
水戸市見川２－１０８－２
６

茨城発優良食材加工品ブランドとしての「マリアージュ・シ
リーズ」の開発・展開 H21.3.16

775 建友リフォーム協同組合 木村　重男
常総市大房７１５－２ 建主と手作り感を共有できる内部可変式建売住宅の提供

H21.3.16

776 (株)造形集団ディー・オー 小林　三千夫
笠間市笠間２０７０ お客様との対話を重視し，デザイン性のある商品をリーズナ

ブルな価格で提供できる，制作工房，イベント開催場，商談
兼小売販売店舗の開設

H21.3.16

777 (株)カードックオオノ 大野　一郎
つくば市下平塚４６６－７ 本社カードックの顧客接点を強化するための，窓口となる

トータルカーライフショップの開発 H21.3.18

778 (株)フクダ 福田　伸二
ひたちなか市外野２－３２
－６

システム管理を充実した物流倉庫の建設
H21.3.17

779 杉本写真館 杉本　朝和
稲敷市江戸崎甲３１３９

H21.3.17

780 吉久保酒造(株) 吉久保　冨美
水戸市本町３－９－５

H21.3.18

781 真壁商会 大関　啓之
桜川市友部１２３０－５ 明瞭な価格設定によるローメンテナンス石庭の販売

H21.3.18

782 理容タカマツ 高松　紀之
稲敷郡河内町源清田１６９
５－１

来店できない人に対する出張・送迎サービスの提供
H21.3.25

783
クリーニング館せんたくや
ＳＵＮ

桐原　勝雄
ひたちなか市佐和９２１－
５

ドライブスルー化と仕上げ用ロボットの導入
H21.3.27

784 (有)トキワ電子工業所 猪苗代　博
ひたちなか市稲田７１９ 受変電設備の設計から設置までの一貫工程の提供

H21.3.27

785 (有)カンダ 神田　孝男
稲敷郡美浦村大字土屋１９
８３－７７

小商圏に対応する生鮮ミニスーパーの出店
H21.3.27

786 サイタニヤ 古宮　美恵子
那珂郡東海村村松４４１－
３

バールと教室を併設した専門性の高いコーヒー店の運営
H21.3.27

787 宮本商店 宮本　健
稲敷市須賀津９６９ 近隣事業所への車引取・お届サービスの提供

H21.3.27

788 デンキプラザマツモト 松本　義晴
那珂郡東海村白方１６８９
－１１

照明コンサルティングと高所作業車の導入による営業強化
H21.3.27

789 (有)サクセススイード 田渕　哲也
稲敷郡阿見町若栗２６３９
－１

清掃サービス情報のデータベース化によるモバイル受注の構
築による経営革新 H21.3.27

790 (有)三越商会 打越　守
ひたちなか市足崎１２５８
－１ H21.3.27

791 フレール美容室 冨永　寧
那珂郡東海村舟石川５７９
－４５

専門店の出店によるクリームバス事業の本格展開
H21.3.25

792 (有)光和精機製作所 佐藤　貴之

日立市諏訪町１－１３－２
０

自社製作部材を使って自社の有する高い金型製作及び部品加
工技術を活かし，県内研究機関等の有する技術シーズの活用
により企画開発する高付加価値モーターの製造及び販売

H21.3.31

※空欄の部分は，承認企業の要望により非公開


