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793
ジングコーポレーション
(有)

軍司　直樹 H21.4.13

794 (株)飯塚工務店 飯塚　定男 土浦市荒川沖５００－３ H21.4.15

795 大貫商事(株) 大貫　栄 稲敷市中山１４０６

健康米等の多品種少量卸売による販路開拓

H21.4.15

796 角田工業(株) 角田　米男 石岡市杉並１－１－３３

自然との共生に寄与するラック式表土移植機・工法の開
発 H21.4.15

797 H21.4.15

798 (株)東日本技術研究所 鈴木　茂夫
日立市大みか町４－８－
２０

簡易電子カルテシステムの開発

H21.4.23

799 (株)きど印刷所 城戸　義明
水戸市見川町２５５８－
２１

高品質・低コストの次世代型環境保護印刷システムの確
立ときめ細かい提案型営業サービスの展開による経営革
新

H21.4.23

800 (株)キョーシンマンパワー 岸　学
古河市東本町３－３－１
２

身障者・母子家庭雇用によるドロップシッピング方式
WEBショップの多店舗展開 H21.4.30

801
丸真食品(株)
(株)八光

三次　美知子
三次　真一郎

常陸大宮市山方８２９
常陸大宮市山方１９

業務用大型容器導入による「そぼろ納豆」の開発と新分
野商品「とうふの味噌漬け」の開発・販売 H21.5.20

802 (有)寿し長 氏家　孝太郎 石岡市国府３－１－３

新たな商品開発とその提供方法

H21.6.8

803 (有)木原製作所 木原　繁
北相馬郡利根町大房６９
６７

県産材を使用する地産地消型の製品開発と提案型営業展
開 H21.6.12

804 (株)タヤマ 田山　一暁
東茨城郡大洗町大貫町６
４－３１

新エネルギー活用とエコ商品の販売促進

H21.6.12

805 (有)長谷川商事 長谷川　和子
かすみがうら市宍倉５６
８４－１

機密文書処理施設の設置とその展開

H21.6.19

806 (株)アイウインド 荘司　常雄
龍ケ崎市大徳町９６－１
２

H21.6.24

807
(有)ピーハピィ・エンター
プライズ

山本　恵
水戸市住吉町２１５－１
２

パブリックスペースでのウェディングプロデュースと地
域資源を活用した引き出物の提供 H21.6.26

808 大塚電機(株) 蛭田　栄治
北茨城市磯原町木皿１０
５５

擬似ホタルの製品化開発

H21.6.30

809 (株)テクノシリウス 稲田　昌典 水戸市元吉田町２０４

ZigBeeによる電磁弁制御を利用した無線散水システムの
開発と販売 H21.6.30

810 (株)魚の宿まるみつ 北茨城市平潟町２３５ H21.7.1

811
(株)ハートコーポレイショ
ン

若林　立美 水戸市中央２－６－１０

企業向けＩＡ（海外業務担当外国人アシスタント）派遣
事業の立ち上げによる経営革新 H21.7.13

812 (株)アルファ・ジャパン 園田　東
水戸市酒門町４３４３－
３

高靭性と低コストを兼ね備えた熱硬化性樹脂の開発と事
業化 H21.8.4

813 池田珍味食品 池田　平三郎 神栖市溝口２２７６

小売店舗併設軽食店の展開とポイント制会員サービス実
施による顧客の囲い込み H21.7.30

814 (株)ライズマーケット 関　貞子 水戸市島田町３１－５

厨房施設付きの移動販売車による新たな食料品販売サー
ビスの確立とその積極的な展開 H21.8.10
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815 不二プラスチック(株) 池下　龍一郎 稲敷市幸田６７７

自動検査システムによる省人化および新たな製品分野へ
の人材投入 H21.8.24

816 大洋まいたけセンター
飯塚　喜右衛
門

鉾田市上沢２５１－２

舞茸栽培で発生する廃おがくずを再活用した「野菜栽
培」及び「昆虫養殖」 H21.8.24

817 (株)マツミ・ジャパン 松本　実貴夫
筑西市藤ヶ谷１６６７－
１

タイヤリサイクル率向上に貢献できるタイヤ分離破砕機
＋粉砕機導入による生活弱者向け床ラバーシート用等リ
サイクルゴム材並びに床ラバーシート製品製造

H21.8.24

818 (有)P＆Fa 狩野　利明
つくばみらい市筒戸１７
９５－１８

ジャボチカバの果樹栽培と果実販売

H21.8.27

819 (有)アイキ 青柳　一宇
かすみがうら市新治６０
９－４

国産白菊芋を１００％原料としたサプリメントのライン
ナップ充実と新種国産赤菊芋を原料とした新サプリメン
トの研究開発

H21.8.27

820 吉田運送(有) 吉田　孝美 坂東市沓掛２５２９－１

「内陸デポ」の開設及び運送管理ソフトの開発による物
流の効率化 H21.9.4

821 中嶋康化粧品 中島　敏之 土浦市中央2丁目10-20

高齢者向け新アンチエイジング・サービスの開発

H21.9.4

822
(株)坂場商店
新光物流(株)

坂場　辰之介
坂場　光治

水戸市本町２－７－８
水戸市浜田２－１５－３
９

H21.9.11

823
野尻薬局
(株)ジェントルファーマ
シー

野尻　英樹

常総市三坂町１６７７－
１
常総市中妻町２６１９－
２

性格の異なる２つの新業態薬局への変革とそれによる相
乗効果の獲得 H21.9.11

824 弁当・惣菜たやま 田山　明 石岡市八軒台３－１８

やさとしゃもを活用した新商品そぼろふりかけの開発と
販売 H21.9.15

825 パーク(株) 秋山　道
水戸市備前町２－３－２
０４

寺院経営システムの運営等による経営革新

H21.9.16

826 (株)エムエス 篠田　吉孝 水戸市姫子１－８９－１

修理技術のノウハウを活かし，水まわりを中心とした
「お手軽ワンポイントリフォーム事業」 H21.9.25

827 (株)イーグル豊島 佐藤　尚男
稲敷郡阿見町阿見１７４
４－１７５

家族で楽しめる新たな複合アミューズメント施設併設型
サロンの運営 H21.9.24

828 (有)おおきや 大木　範彦
つくば市上横場２３６５
－８

「米ぬか」を使用した新しい菓子，新しい基盤づくり

H21.9.30

829
(株)セントラル医学検査研
究所

渡邉　匡 水戸市白梅２－９－１３

生活の安全安心を総合的に守る，全ての検査・改善指導
を一気通貫で行うシステム「総合検査改善指導事業」の
構築

H21.9.30

830 齋藤建築 齋藤　正 行方市小幡１６６３－３

農作物貯蔵庫の建築受注を通した新たな農家ニーズの取
り込み H21.10.6

831 (株)出沼三郎商店 出沼　一 行方市麻生１０７６－５

地元の食材を豊富に使用した滋味豊かなパンの製造販売

H21.10.6

832 栗原モータース 栗原　繁 行方市捻木３４５

新機構車の販売・整備体制の構築

H21.10.6

833 箕輪リース(株) 箕輪　次夫
行方市麻生３２８９－１
０

リース管理のシステム化提案営業の展開

H21.10.6

834 (株)久米工務店 久米　義雄 行方市成田９５０

ОＢ客住宅に関する工事のカルテ管理

H21.10.6

835 野原水産 野原　滋 行方市手賀１５３７－２

鯉を材料とした珍味食品の製造販売

H21.10.6

836 (株)クボタ 久保田　喜之 行方市四鹿４７６－１１

縁起物アルコールの販売による顧客開拓

H21.10.6
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837 (株)たかよし 高瀬　秀人
行方市玉造甲６３６４－
４

大型宴会場の取得と積極的受注営業の展開

H21.10.6

838 (有)関鉄工所 関　幸男 筑西市赤浜６３６－２

洗剤の事業化による売上拡大

H21.10.16

839 マルヰガスひたちなか(株) 小沼　有二
ひたちなか市田宮原４２
９７－３

移動展示車を活用した営業支援体制構築と提案型営業組
織への変革 H21.10.19

840 冨岡ゴム(株) 冨岡　重樹 水戸市泉町３－３－１７

ウォーキングシューズに特化した小売店の設置・展開

H21.10.21

841 (株)松原 岩瀬　峯雄 筑西市岡芹３１１

国内縫製工場の隙間時間を利用した低コスト三次元立体
縫製 H21.10.22

842
(有) ゴーズインターナ
ショナル

H21.10.29

843 (株)壁工房 須賀　賢一 守谷市大木１７１２－１

塗装技術を活かした脱下請け

H21.10.29

844
(合)バクープランニング
ファクトリー

小林　朝美
結城市大字結城１７９３
－１１６

ユニバーサルアミューズメント機器の開発及びサービス
の提供 H21.11.6

845 (有)湖月庵 上野　浩正 筑西市丙２０２－１３

オリジナル和菓子「メガドラ」等による若年顧客の持続
的拡大 H21.11.10

846 アサヒ理容所 根本　克美 行方市吉川４８８

当店独自のリラクゼーションサービスの提供

H21.11.10

847 小河原セメント工業(株) 小河原　隆次
東茨城郡茨城町小鶴２１
１９－１

既存マンホールを生かしたエコロジー型マンホール補修
製品群の企画開発並びにそれらに係る事業化 H21.11.10

848 福田屋 坂本　博行 潮来市牛堀４８－４

惣菜部門を中心とした商品開発体制の導入

H21.11.18

849 杉山建築設計事務所 杉山　昌史 行方市富田２５１－１

オリジナルデザインの規格化による新規顧客開拓

H21.11.18

850 (株)田中工務店 田中　邦明 筑西市藤ヶ谷２０７５

伝統工法を駆使した古民家再生等事業への進出

H21.11.18

851 (有)林住建 林　邦雄 水戸市高田町２２６－２

お客様が心から納得できる家づくり商談プロセスの開発

H21.11.19

852 東洋自動車販売株式会社 安達　忠男
土浦市真鍋５－１６－３
１

顧客視点に立ったレンタカー事業方式による事業展開

H21.11.26

853 (有)トリマサ 青木　まさ子 坂東市山２４７７－１１

鶏の加工食品の新たな生産

H21.12.1

854
農事組合法人つくばブルー
ベリーゆうファーム

鈴木　太美雄 つくば市百家４７６

大量の落下果実を加工品原料として販売することによる
収益の拡大 H21.12.2

855 (株)田崎技術 田崎　一郎 潮来市築地５４４－２

「クラックスケール内蔵光波測量器」の導入による新規
顧客開拓 H21.12.15

856 ビストロパスパス 木村　宏
つくば市倉掛１０３４－
１

H21.12.28

857 (有)エボルブルス 仙波　勇
稲敷郡阿見町大形６９７
－２

周辺地域の籾殻と馬糞を混合させ，堆肥化し販売する新
しい事業への展開 H21.12.15

858 瀬谷設備 瀬谷　慶重
日立市中成沢町２－２４
－５

合併浄化槽用悪臭逆流防止器「スイングＢＢ.１」の開
発・販売 H21.12.16
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859 (株)インビック 大内　範男
つくば市北条５１４３－
２

インターネットショッピングサイトモールを活用した布
団クリーニングの展開による経営向上 H21.12.22

860 (株)あおみや 鯉渕　みゆき
つくば市上横場２２０５
－１

家事の一部をサポートできる介護予防サービスの提供

H22.1.8

861 佐藤鉄筋 佐藤　久一 下妻市鎌庭３８１－２３

牡蠣ガラ石灰農法による農産物の生産と販売及び特殊肥
料の販売 H22.1.5

862 彩美亭 飯田　史明 笠間市下郷４０６７

ローズポーク豚串の店頭提供による店頭活性化

H21.12.25

863 (株)ＥＳコーポレーション
つくば市苅間１１８０－
１（研究学園E３６街区１
８画地）

H21.12.28

864 メガテクノス(株) 井上　雅博
結城郡八千代町川尻３７
９－１

LED関連製品開発，UV-C除菌装置の商品化と本格販売体
制の構築 H21.12.28

865 マシーンハウスヤジマ 矢島　博明 下妻市下妻丙６１

来店型の非農家向け農機具販売

H21.12.28

866 (有)茨城ワーク 江田　雅人 下妻市北大宝４３６

自販機等の無店舗販売による個人客の開拓

H22.1.5

867 (有)ギブアンドギブ 大和田　英雄 下妻市本城町２－３９

幼児を持つ母親の戦力化と代理店事務のアウトソーシン
グ受託 H22.1.5

868 美容室ＰＬＯＷ 浅野　耕平 下妻市原９１３

癖毛でお悩みのお客様を対象とした専門サービスの提供

H22.1.5

869 大島電気(株) 大島　浩 下妻市長塚２２６

業務提携を主軸とするオール電化営業の展開による個人
客層の開拓 H22.1.7

870 (株)ワールドモーター 藤田　穣
水戸市加倉井町４７７－
１

中・小型トラック・商用車の売買業への進出と，エコ対
策（排ガス規制触媒装置の販売）事業への転換 H22.1.25

871
(株)白い雲パブリケーショ
ンズ

栗又　俊樹
かすみがうら市坂１３２
８－１

中堅印刷業者に，ワンストップソフトサービスを提供す
る新たなコラボレーションシステムの構築 H22.1.12

872 夫婦寝具株式会社 平澤　清 筑西市甲２６２

健康志向が強く快眠を大切にするエンドユーザーを標的
とした寝具の直接販売への進出 H22.1.13

873 駒村清明堂 駒村　道廣 石岡市小幡１８９９

地元栽培菊等を用いた手作りお香の開発

H22.1.19

874 (株)デジタル印刷 山口　常男 つくば市洞下５４１

高付加価値印刷物の開発及び拡販

H22.1.25

875 ラ・カラフェ 川上　潤
つくば市天久保２－６－
１

普通のミュージックバーから，ミュージックの楽しめる
オーガニック・ダイニングバーへの変革 H22.1.19

876 (有)ユーハイム 湯田　圭一
水戸市内原町１７５－２
３

最適な土地と建物の組み合わせを提案するための住宅展
示場＆営業マン紹介サービス及びセカンドオピニオン
サービスの開始

H22.1.25

877 (有)バニングバニー 佐藤　勝美
かすみがうら市下土田８
０－２

インターネット上で団塊世代が持っている秀でた技量等
紹介又は情報・商品を販売するまとめ役サイトの設立及
びキャンピングカー事業の顧客拡大

H22.1.27

878 ビューティーショップANJU 安重　淳子
鹿嶋市鉢形台２－１８－
２７

異業種の集客力を活用した顧客開拓の展開

H22.1.25

879 (有)大形屋商店 渡邊　章
小美玉市小川１３４３－
２５

移動販売専用車により自社の霞ケ浦水産品初め「小美玉
の良い品」をお届けするポータルデリバリーアンテナ
ショップ「あきんど大形屋」による経営革新

H22.1.25

880 (有宮沢工業 宮沢　宏至 鹿嶋市下津２７３－６５

時間課金制個人宅修繕サービスの展開と新サービスを通
した新規顧客の開拓 H22.1.27



○平成２１年度　経営革新計画承認企業一覧（平成２２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

881 京松(株) 佐藤　裕松
鹿嶋市大字荒野１５７１
－９３

納豆菌を活用した新商品開発と現健康食品の改良

H22.1.28

882 みやび堂 高安　克美 鹿嶋市宮中１－２－１０

顧客とコミュニケーションのとれる店づくり

H22.1.25

883 エムシーエフ 大坂　光昭
神栖市大野原３－１１－
２２

一流ブランド製造技術を活用した独自ブランド商品の開
発・販売 H22.1.27

884 (有)三宅商店 三宅　智 神栖市溝口７０６

自社原料を使用し，昔の郷土色を活用したお土産品の製
造販売 H22.1.27

885
(合)リバティシステムファ
クトリ

吉田　亨 鹿嶋市平井１３５２－１

災害時の工場制御システム及び自宅管理システムのパッ
ケージ販売 H22.1.28

886 (有)アートスタジオ 宮本　俊夫 小美玉市堅倉１３８３

高耐久性を有し，トータルコストを削減できる「LED照
明内蔵BOX型パネル式サインフレーム（パネクサス
BOX）」の企画製造及び販売

H22.1.28

887 (株)山﨑プリント 山﨑　茂廣 古河市尾崎２０２３－２

下請加工事業形態から一貫生産体制の構築によるプラス
チック包装メーカーへの転換 H22.2.5

888 H22.2.4

889 富多屋 中山　健治
古河市諸川１１０９－４
６

古き良き時計の再生による経営の向上

H22.2.4

890 (有)ネット・ワーカーズ 加倉井　巧 水戸市白梅２－９－１１

ロードバランサー等の導入による質の高いインターネッ
ト環境とセキュリティサービスを提供する経営革新 H22.2.5

891 (有)モーハウス 光畑　由佳
つくば市山中４８０－３
６

新製品ユニバーサルデザイン「モーハウスしゃんと」の
開発販売を行い，全ての女性にやさしさを与える商品の
提供を行うことにより新しい顧客層を獲得し事業の成長
性を高める

H22.2.4

892 (有)テコ 宮川　照子 古河市東１－５－９

「まくらが文庫」帯持込オーダー方式導入による販売改
革 H22.2.9

893 (株)システムショップ大森 大森　利一 潮来市大洲１５３７－８

薪ストーブの販売と工事のセット受注事業の展開

H22.2.9

894 かさい商店 葛西　三雄 鉾田市大蔵１４４８

中小のガソリンスタンドによる地域に根差した新規格車
対応型整備工場の運営 H22.2.15

895 橋本商店 橋本　佳之
鉾田市串挽８８７－１７
４

ロードサイドでの商店街の個店の逸品販売

H22.2.12

896 (有)澤屋都市開発 本澤　佐和子 鉾田市鉾田１５８３－２

ファミリー向け等の特別サービスの提供による新規顧客
層の開拓 H22.2.12

897 ミルフルール 小松　隆寛
つくば市栗原３８９３－
１

自社の調理技術と立地ロケーションの強みを活かし，
オープンテラス設置による「提案型の新たなるガーデン
サービス」の開発とその提供

H22.2.12

898 (株)日立技研 鈴木　孝雄
日立市東多賀町３－１８
－７

売れ筋の廉価版の開発と基板実装に関するシステムの構
築・コンサルティング事業の導入 H22.2.15

899 (有)くるみや 山崎　昌律 鉾田市造谷１０５８－１

農機具整備事業の展開と認証整備工場化

H22.2.15

900 (株)宏機製作所 大賀　奉昭
守谷市百合ヶ丘１－２４
１１－２

H22.2.16

901 弘和電気工業(株) 石澤　成浩
守谷市百合ヶ丘３－２７
９２－１５

会員組織型による一般顧客への提案営業

H22.2.19

902 (有)クリアライズ 岩瀬　弥隆 古河市下辺見２９８７

野菜を観賞することにより得られる癒し効果に着目した
新ビジネスの創造 H22.2.15
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903 (有)東葛商工 平松　静也 つくばみらい市下小目

間伐材を利用した新しい清涼飲料水販売事業の展開

H22.2.19

904 (株)関川畳商店 関川　恵一 小美玉市小川８４５－２

体験型和空間カフェを活用した「和空間リフォーム」の
販売 H22.2.19

905
農事組合法人竹原トレーニ
ングセンター組合

石井　ひろ 小美玉市竹原３４８

馬達とのスキンシップ・乗馬・ホースセラピーが体験で
きる「馬達とのふれあいパーク」という新サービスの提
供

H22.2.19

906 宮澤農園 宮澤　竜也 小美玉市百里３７０
高濃度フルーツトマトおみトマの直営直販店舗ならびに
「フルーツトマト狩りパーク」等を活用した新しい直販
サービス

H22.2.24

907 (有)カミノテック 土田　幸男
高萩市上手綱３９８８－
８

ＯＡ・家電等の基盤解体による売上拡大
H22.2.23

908 (有)アレス 大関　文夫
つくば市筑穂１－１４－
２

有名政治家をモチーフにしたキャラクターが登場する政
治を題材とした当社オリジナル絵本の企画及び販売 H22.2.23

909 (有)タオルミーナ 鈴木　壮哉
水戸市三の丸１－４－１
３

仕入元企業の物流管理全般を担うことにより得られる流
通情報を有効活用したマーケティングの展開 H22.3.1

910 (株)石川カメラ 佐野　俊也 水戸市本町１－２－２２

自社のカメラ店として蓄積してきたデジタル画像編集処
理技術を駆使した提案型の新サービスの開発とその展開 H22.2.26

911 パティスリーマリア 小森　弘久 つくば市筑穂２－８－５

地域の素材を使った菓子づくりによる情報発信

H22.3.1

912 デイズ 戸田　篤
守谷市松前台６－１２－
１

H22.3.1

913 アイニック(株) 羽生　唯仁
土浦市並木５－４１２９
－６

H22.3.3

914
(株)ジャステック宮本デン
タル

宮本　順市 守谷市乙子５１－６

歯科技工所における加工自動化による分業ネットワーク
の確立 H22.3.8

915 杉山金物店 杉山　幸一郎
稲敷郡美浦村木原４８６
－２

花と菓子の自作ギフトの店の運営

H22.3.8

916 (有)郡南ブロック工業 碓井　啓史
稲敷郡河内町生板鍋子新
田１００４

エクステリア分野におけるバイオ洗浄事業の展開

H22.3.8

917 栗山工業(株) 栗山　秀樹
稲敷郡美浦村布佐１０４
９

農業部門を立ち上げゼロエミッション化を推進すること
による，企業全体の収益力向上 H22.3.30

918 シューズショップヒロタ 廣田　実 稲敷市佐倉３１５２－１

顧客に合わせた再加工靴やオリジナルシューズの提供

H22.3.8

919 (有)加示目 田崎　悦子
稲敷郡美浦村大谷１４５
－３

当社酵素を使用した酵素風呂ＦＣの展開

H22.3.8

920 隆月 大貫　智彦 稲敷市月出里６２１

中古自動車事業展開による保険事業の拡大

H22.3.8

921 (有)田村造園 田村　光穂 水戸市大場町３６９－１

ドリームガーデンの「サンプルパッケージの開発」およ
び「ドラマ仕立てで魅せる毎月の窓の外映像鑑賞会等の
実施等」による受注プロセスの変革

H22.3.15

922 アサヒヤ 大和田　敏夫 水戸市小泉町８６４－８

季節の花苗育苗販売事業の開始による経営基盤の強化

H22.3.16

923 鈴木学習塾 鈴木　一彦 土浦市藤沢３４３４－５

地域の課題解決のための学習の場及び課外活動の場の提
供 H22.3.15

924 (株)紫峰 樫村　哲夫 土浦市烏山３－１１８０

新商品「得々ティッシュボックス」の受注・製造・販売

H22.3.15

925
(株)ヘルスコート・クリー
ン

水戸　実
水戸市元吉田町１４８４
－１４

新商品「鎌倉の塗炭・鎌倉の塗壁」の開発及び施工販売

H22.3.15
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926 めん工房　ほさか 保坂　順一
桜川市富士見台２－２１
－２

常陸秋そばを使用した「そばがきデザート」及び「揚げ
そば」の開発・販売 H22.3.15

927 池田屋菓子舗 浅田　勝一 石岡市府中５－１－３４

お祭りの街・石岡の和菓子ギフト「石岡祭り」の開発・
商品化 H22.3.15

928 (株)金山製作所 金山　福人 石岡市国府７－７－５０

超気密性を実現するインサートリングナットの開発又は
商品化 H22.3.15

929 常盤工事(株) 沼尻　建
日立市河原子町３－２２
－１０

熱を基軸とする省エネ診断・省エネ改修提案事業の新展
開 H22.3.16

930 常磐瓦工業 小林　泰典 筑西市小栗５８０２

太陽光発電の更なる利用促進に向けての新製品「一体型
ソーラーカーポート」及び「納屋用ソーラーパネル装
置」の開発と販売

H22.3.16

931 (株)ビューテック
長谷川　絵里
香

守谷市百合ヶ丘３－２７
８７－７

H22.3.16

932 H22.3.19

933
(有)大洗ファーストフード
サービス

深作　明弘
東茨城郡大洗町磯浜町６
９１１－３

マンボウ形状の新規持ち帰り商品の開発・販売

H22.3.19

934 高萩工機(有) 松本　隆夫 高萩市上手綱６６１

小型水車発電機の開発・販売

H22.3.19

935 (有)せいかつ創造社 平田　勝男 坂東市長須９１８－１

要介護者のニーズに応じた住環境の提供

H22.3.19

936 根本建築研究所 根本　幸一 那珂市大内７８－３

県内産間伐材を独自工法で組み上げる建築物の提供

H22.3.26

937 (有)エスアールティ 白土　吉宏
ひたちなか市南神敷台１
－８

耐震天井工事事業と新工法による太陽光発電の設置事業
の展開 H22.3.29

938 沢辺茨城堂 沢辺　悟 つくば市若森１３０４

閑散期における製本技術を活かした積極的な営業展開

H22.3.29

939
(有)ヒーリングネットワー
ク

河野　万里
ひたちなか市東大島１－
１８－７

事業パートナーの育成とアロマオリジナルプランド商品
の開発販売 H22.3.29

940 (有)ランディング 阿部　聡
ひたちなか市松戸町２－
８－１７

「心の安らぎ」をテーマとしたオリジナル商品開発支援
の展開 H22.3.29

941 おかだ薬局 今川　洋子
ひたちなか市勝田泉町８
－２３

漢方相談薬局としての総合サービスの提供

H22.3.29

942 ＹＨＫ(株) 原　雄一 水戸市白梅４－３－１

一般住宅向けの提案サービス「ぬり名人」の開発とその
展開 H22.3.29

※空欄の部分は，承認企業の要望により非公開


