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1573 セリタ園芸 芹田 稔 稲敷郡阿見町鈴木２－４
トマトのピューレ化による長期保存実現と町県産農産物
を活用したレトルトトマトカレーの開発

H26.3.24

1572 有限会社谷川クリーニング 谷川 祐一 神栖市知手中央３－９－１６ 新開発の糊を活用した高付加価値Ｙシャツの展開 H26.3.24

1571 松田製茶
緑茶粉末を活用した食品シリーズの開発製造による販売
展開

H26.3.24

1570 有限会社イチローエンタープライズ 柿沼 栄 土浦市高岡２０７５－１ よもぎ餅ミニシリーズの開発による新たな市場の開拓 H26.3.24

1569 有限会社イシヤス 石 忠 高萩市春日町２－２５
健康志向を目指した手作りスイーツの販売によるレスト
ランの有効利用

H26.3.24

1568 H26.3.4

1567 有限会社尾形工務店 尾形 栄一 小美玉市野田１４７５－１０４
エクステリア展示パーク＆オフィス開設による外構工事
及び図面作成支援の提供サービス

H26.3.24

1566 合名会社丸藤商店 岡田 知也 ひたちなか市湊本町３－１０
ターゲットを特定したテーマ別陳列販売と御用聞き販売
の導入

H26.3.20

1565 西野屋食品 鈴木 稔 ひたちなか市大成町３０－７
顧客への様々な「豆腐体験」による新商品「新豆腐」の
開拓

H26.3.20

1564 ヨシザワ印刷社 吉澤 房義 那珂市菅谷２４６８－８４
「レトロな印刷」及び「簡易自費出版サービス」による
個人客の開拓

H26.3.20

1563 福ちゃん 仲山 澄 ひたちなか市東石川３５２１－６ 多国籍寿司＆海外風創作寿司の開発・提供 H26.3.24

1562 ストーンビーチ・ラ・ズール 金子 均 日立市十王町友部１１８１－１
地場産フルーツを使用したジェラードの開発と果実生産
者との連携販売

H26.3.20

1561 森川石油店 森川 秀男 行方市麻生１０３ クイックリペアの提供及びトータルサポート事業の展開 H26.3.20

1560 株式会社西岡本店 桜川市真壁町田６－１ H26.3.20

1559 吉田茶園 吉田 正之 古河市大堤１１８１
自社オリジナルブランド製品の開発と「味わいアンテナ
ショップ」の併設

H26.3.20

1558 まいあみ有限会社 緒形 篤 稲敷郡阿見町阿見2958 H26.3.18

1557 有限会社彩菜 中野 浩徳 桜川市富士見台１－５９
顧客ニーズに対応した和と農のレストランへの転換と惣
菜等の自社ブランド商品の開発

H26.3.18

1556 株式会社東亜総研 須崎 紀男 小美玉市江戸３７０－１
民間施設事業者向け長期放置自転車及び不要自転車引き
取りサービス

H26.3.18

1555 エス・イー・シー 櫻井 信行 常陸大宮市下伊勢畑９７０－１ 電気設備のエネルギー健康診断サービスの開始 H26.3.18

1554 株式会社アールメンテナンス 井上 太郎 水戸市米沢町３０６
「からあげチャンピオン」フランチャイザーとの連携に
よる新パッケージプレハブ店舗の受注形態の確立

H26.3.10

1553 有限会社一成フードサービス 成山 正樹 つくば市吾妻１－１０－１つくばセンタービス１Ｆ
居酒屋における顧客層に応じたサークル活動による駅前コミュニティ
の活性化

H26.3.10

1552 株式会社丸三老鋪 笹沼 朝子 鹿嶋市宮中１－９－２２
６次産業化に意欲的な地域の農業生産者団体等からの和
菓子製造受託

H26.3.10

1551 常陸ハイエッグ有限会社 古谷 優 那珂市門部２６７９－７ 鶏卵事業の後工程の事業化 H26.3.10
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1550 根本エンジニアリング株式会社 根本 哲治 ひたちなか市山崎３９ ＬＮＧ発電所向極低温用保冷材の開発及び提供 H26.3.10

1549 株式会社神原鉄工所 吉田 洋司 ひたちなか市大平４－９－１２
部品納入からユニット部品への移行による顧客製造プロ
セスの肩代わり事業の展開

H26.3.10

1548 リ・オルグ 桝沼 佐千子 ひたちなか市北神敷台９－１
インプレッションイノベータ養成による営業技術革新支
援事業

H26.3.10

1547 株式会社アダチ石油店 安達 ときの 小美玉市小川１４０４
地域の燃料販売事業者が実施する代替エネルギー製品の
販売工事事業

H26.3.10

1546 新網鮮魚店 萩沼 宏次 行方市玉造甲６５３７－７
真空冷凍パックを活用した「忙しい主婦の味方シリー
ズ」の開発・販売

H26.3.10

1545 有限会社時田自動車 時田 よし子 稲敷市中山３９１８
「あまり塗料」を活用した「ダブルペイントサービス」
の提供による個人客の開拓

H26.3.10

1544 栗山工業株式会社 栗山 秀樹 稲敷郡美浦村布佐１０４９ 高齢者耕作支援と農業法人向け集約化工事の提供 H26.3.10

1543 有限会社日商丸博 清水 安彦 水戸市島田町２２３４
しじみ釜飯をはじめとするご当地メニューの開発と涸沼
アンテナショップへの変革

H26.3.10

1542 株式会社マコトサービス 真行寺 博 稲敷郡河内町長竿５６１１ 生前受注エンディングサービス事業の開発・提供 H26.3.6

1541 有限会社殿岡新聞店 殿岡 浩 稲敷郡美浦村受領８７６－９
純和風茶室の「多目的貸会場」としての運営と甘味所の
開店

H26.3.6

1540 カーピットミヤモト 宮本 学 稲敷市浮島４４００ キープ・グッド・コンディションサービス H26.3.6

1539 椎名硝子店 椎名 正克 稲敷市江戸崎甲２６７９ 網戸張り替え事業による個人顧客の効率開拓の推進 H26.3.7

1538 有限会社アートスタジオ 宮本 俊夫 小美玉市堅倉１３８３
中空構造連結式アルミパネルで造った車載型ユニット
ショップの製造及び販売

H26.3.7

1537 株式会社オールアグリーム H26.3.7

1536 Café Frog 折尾 智裕 守谷市薬師台７－１６－６
自社ブランドパック加工品開発及び移動販売を主軸とし
た外販による中食事業の開始

H26.3.7

1535 ピュア運転代行 川上 淳 猿島郡境町若林４１３
運転代行アプリの開発による新規顧客獲得と配車効率の
改善，新業態収入確保と利益率向上

H26.3.7

1534 七曲り 上谷 泰久 久慈郡大子町下野宮３５０１ コンフィを取り入れた奥久慈シャモ料理の開発 H26.3.7

1533 株式会社齊籐塗装工業 齊籐 智 筑西市松原１９９７－３
お客様にデザイン性の高い空間を提供するエイジング塗
装サービスの開始

H26.3.7

1532 みなと運送株式会社 山本 勇 神栖市知手中央１０－７－４３ 医薬品等・食用パレット洗浄業務の事業展開 H26.2.27

1531 株式会社みつい食品 齊籐 文夫 小美玉市小川１５２６
インドネシアでの栽培・加工並びに国内での最終製品化
した干し芋の卸並びに直販による経営革新

H26.2.27

1530 中華蕎麦はやし 林 伸和 取手市寺田４６９５－６イオボヌール１０５
えび油，麺の自社開発及び地域食材を活用したオリジナ
ル商品による販売展開

H26.2.27

1529 株式会社島田商店 H26.2.27

1528 有限会社モネ 土屋 半吾 牛久市田宮町４６６－２２ 顧客の買い物行動の線的分析・ウォンツ分析手法の導入 H26.2.26

1527 うなぎ阪東 佐藤 實 牛久市刈谷町２－１８８－４ 「うなぎ」代替品としての「あなご」新商品の開発販売 H26.2.26

1526 炭火串焼 竜 永島 竜太 取手市宮和田４２９－９
本格しゃもバール事業による茨城県産地鶏を使った新商
品等の開発

H26.2.26
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1525 株式会社宝島ジャパン 小園江 和博 つくば市竹園２－１３－３オリゾンテ１０４
モンゴル国チャチャルガンを使用した化粧品シリーズの
開発と販路開拓

H26.2.26

1524 株式会社三王 中林 昭太郎 つくば市境田字長畑１８０－１０
ヒートショック対策となる塗料を活用したシートの開発
と販路開拓

H26.2.26

1523 株式会社コンピューターアンドコンサルティング 渡辺 治久 つくば市谷田部２９８３
自治体向けソフトウェアの開発と新たな営業活動による
販路開拓

H26.2.26

1522 有限会社樫村自動車 樫村 明夫 日立市十王町友部２１４５－２ H26.2.26

1521 有限会社永長 永長 郁夫 潮来市洲崎４５１ H26.2.26

1520 食事処ぐるめ 久保田 俊雄 笠間市下郷４１４８－６
ご当地色＆スタミナたっぷりの豚肉料理を美味しく食べ
られる店への変革

H26.2.26

1519 株式会社ＭＶサービス 松橋 裕子 水戸市笠原町１１８９－２グリーンヒル西野
依頼者と消費者を結びつける「あったらいいねプロジェ
クト」事業の運営管理

H26.2.26

1518 ヴァンメール 石津 和宏 鹿嶋市宮中５１４８－３
動画を活用した客別施術解説サービスや研究会の開催に
よる顧客満足度の向上

H26.2.18

1517 株式会社がんけ 栗林 和彦 鹿嶋市宮中１－３－６ スポーツ合宿のパッケージ化と提案営業 H26.2.18

1516 保育所カンガルーキッズ 山崎 健児 鹿嶋市浜津賀８２６－２ 事業所内保育施設設立支援サービスの展開 H26.2.18

1515 有限会社リビングショップすずき 鈴木 博由希 神栖市知手中央４－５－２４
サンドブラスト等でのオリジナルギフト作成事業による
顧客の開拓

H26.2.18

1514 浜野産業株式会社 鈴木 文雄 神栖市奥野谷８－７１－３ オフィス環境マイスターによる提案営業の展開 H26.2.18

1513 有限会社イワセアグリセンター 菱沼 英昌 桜川市富谷４７６
常陸秋そば商品の真空パック方式保存による品質安定と
売上向上

H26.2.16

1512 スタイル・デ・スタイル 作山 吉平 高萩市下手綱１５７０
自社完全製造のプリザーブドフラワーとリペア等による
販売展開

H26.2.16

1511 藤間鍍金工業有限会社 藤間 明 筑西市直井１４７－１ H26.2.16

1510 マシーンハウスヤジマ 矢島 博明 下妻市下妻丙６１ 農業ができない人向け未耕作地管理サービスの提供 H26.2.3

1509 下妻施設管理株式会社 江田 治雄 下妻市長塚２６２ 上水道施設の無人夜間・休日運転管理業務の展開 H26.2.3

1508 島田機設工業 島田 功 下妻市長塚９９ 実店舗によるカスタムメイド商品の受注製作 H26.2.3

1507 株式会社稲見精密 稲見 長太 筑西市樋口７７４－３
砥石フランジの設計製造技術を活かした自動交換式研削
盤用アーバーの開発・販売

H26.2.3

1506 戸倉商店 戸倉 智恵子 北茨城市磯原町磯原２－２８１
『ワンタッチベルト付きズックビク』等の新商品製造販
売事業

H26.1.29

1505 有限会社スタジオデン 田山 進一 日立市東金沢町３－２２－７
従来型の編集請負企業からオリジナルコンテンツ企業へ
の脱却

H26.1.22

1504 渡辺瓦工業有限会社 渡邊 一浩 八千代町本郷３７１ 雨桶メンテナンスサービスによる受注開拓 H26.1.20

1503 クリーニングオオヤマ 大山 利弘 坂東市辺田１１６５－１
タイルカーペット・スポーツ用品の水洗いクリーニング
による事業展開

H26.1.15

1502 株式会社あやめ 生沼 文浩 茨城県古河市女沼１６６４－１２ 生活密着型総合サポートサービスの開始 H26.1.15

1501 ヘアサロンＡＫＩＲＡ 金子 晃 茨城県日立市東金沢町２－１９－３
メンズグルーミング＆レディースシェービングサロンへ
の変革

H26.1.15
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1500 有限会社沼田 沼田 健夫 水戸市宮町１－３－２４
老舗鰻店の事業承継をきっかけとしたディナータイムに
おける和風居酒屋の実施

H26.1.16

1499 有限会社ケアタイムジャパン 内野 優士 鹿嶋市城山４－２－７
個人向けサービス産業型人材の育成・派遣・創業支援事
業の展開

H26.1.8

1498 株式会社コバヤシモーターサイクル 小林 義男 神栖市木崎２８４６－３ 女性ペーパーライダー組織化による女性客の開拓 H26.1.8

1497 有限会社岡野印刷 岡野 聡 神栖市大野原２－１３－２
おもてなしクーポン券による掲載店と「待ちなび」読者
の関係づくりマーケティングの推進

H26.1.8

1496 株式会社ふたば 塙 展道 神栖市大野原２－１２－５ 福祉施設等の高齢者への買い物機会の提供 H26.1.8

1495 有限会社エム・ディー・エス 大柳 浩一 八千代町平塚２０２８
船底塗料等の新工法用「特殊カプサイシン（忌避剤）」
の製造販売事業の展開

H26.1.8

1494 大島電気株式会社 大島 浩 下妻市長塚２６０－５ 太陽光発電設備総合メンテナンスサービスの開発提供 H26.1.8

1493 新産米菓 新橋 信義 行方市矢幡８００
ハーブやスパイス風味を強化した「女性向けおつまみあ
られ」の開発・販売

H26.1.21

1492 ヘアーズオノセ 小野瀬 文隆 鉾田市鉾田２１８２ 美容・理容を区別しない「ヘアサロンビジネス」の展開 H26.1.10

1491 割烹よこ多 横田 利春 鉾田市串挽１３８０－５ 「変わりかき揚げ丼」によるランチ客の開拓 H26.1.10

1490 春水亭 飯田 尚樹 下妻市福田２１２１－５７
季節感を大切にした焦がしプリン「クリームブリュレ・
シリーズ」の開発・販売

H25.12.24

1489 延島庄也石材店 稲川 利和 桜川市東飯田５８８－３ お客様が来店したくなるガーデニング展示場の開発 H25.12.24

1488 Café トゥリー 田山 園子 石岡市泉町５－２
ぼんちカレーのテイクアウトメニュー化と八郷の里山を
満喫できるカフェへの変革

H25.12.17

1487 有限会社リカーショップスドウ 須藤 孝明 つくば市谷田部２９８５－２
酒文化をカジュアルに伝えるお店の設置による新規地酒
ファンの創造

H25.12.17

1486 株式会社大塚製作所 根岸 孝雄 水戸市谷津町細田１－６４
冶工具の高効率生産方式＋生産管理システムの開発及び
航空・宇宙分野部品加工の新規開拓

H25.12.17

1485 有限会社本多屋 本多 衛夫 石岡市国府３－３－１５
コンパクトセレモニーホールの設置と新たなセレモニー
サービスの提供

H25.12.17

1484 ジャパンフィッティング株式会社 猪俣 正博 水戸市元石川町２７６－２４ 造管機の共同開発による生産効率の向上 H25.12.17

1483 株式会社長浜合成工業所 長浜 清行 古河市上辺見５０６－３ ハイレベルな射出成形技術を活かした新分野への進出 H25.12.17

1482 筑波ドロウイング有限会社 中村 勝美 筑西市関舘２９２－３
ネット通販を活用したプリント基板試作品受注体制の構
築

H25.12.13

1481 ウッドバリュー株式会社 正木 則久 稲敷郡美浦村土屋３１２７－３７
輻射熱乾燥による建築用木材の生産歩留まり向上と高付
加価値化

H25.12.10

1480 有限会社佐白山のとうふ屋 河原井 信之 笠間市笠間２８１０ 移動店舗事業の開始による当店のブランド価値の伝達 H25.12.10

1479 株式会社柴沼 柴沼 実 東茨城郡茨城町上石崎２６２－１
低価格・通年提供可能な花プランターレンタルサービス
の開始

H25.12.10

1478 有限会社豊徳石材 告 豊 桜川市真壁町下谷貝２０８２－１
御影石を切った粉と耐火セメントを用いた「農業用ハウ
ス向け埋め込み式断熱板」の開発

H25.12.10
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1477 石塚食品 豊田 奈穂美 水戸市開江町５４－４ 城里名産うまいものシリーズの開発 H25.12.10

1476 山水荘 仁平 方子 桜川市友部１０２４
上質空間での地域食材を活かした地域食豊かなヘルシー
飲食メニューの新提供及びテイクアウト食品の開発・提
供

H25.12.10

1475 株式会社ライスミル 矢口 元一 行方市板峰１８７ 茨城産もち米を使ったおこわの素の開発・販売 H25.12.4

1474 野口写真館 野口 忠篤 鉾田市串挽９８２
ポートレート写真への野外スタジオ使用や店内スタジオ
の再活用

H25.12.4

1473 飯島自動車工業 飯島 清 鉾田市台濁沢３１１番地
無料洗車サービスによる顧客の定期来店型顧客管理の導
入

H25.12.4

1472 株式会社坂井製作所 坂井 光治 猿島郡境町山﨑５０８
知能型ロボットを適用させた新たな生産ラインの導入に
よる高精度加工技術の実現と生産効率の向上

H25.12.3

1471 株式会社木城製作所 木城 弘明 筑西市嘉家佐和１９１２ H25.12.3

1470 朝日印刷株式会社 黒川 博之 筑西市中館１８５－６ H25.12.3

1469 澤田製茶園 澤田 臣男 牛久市女化町３０ 新商品「黒落花生」の開発及び製造販売 H25.11.28

1468 岡埜栄泉 海老澤 重久 筑西市新治１９９３－１４０ 消費期限の長い「筑西フルーツ饅頭シリーズ」の開発 H25.11.26

1467 坂井商店 酒井 哲夫 桜川市中泉５３５ 地域家庭向け宅食サービスの開始 H25.11.26

1466 ベーカリーハウスヤジマ 谷嶋 和男 筑西市門井１９７４－８
低脂肪で糖質制限にこだわったプルーンパンの新商品開
発と販路拡大

H25.11.26

1465 有限会社プラックス 大吉 誠 筑西市藤ヶ谷1748
ボルトオン方式採用の電動射出成形機とＴ字型５軸サー
ボ取出機の新規導入による加工能力及び品質の向上

H25.11.26

1464 株式会社武子 武子 加奈江 高萩市高浜町３－６２－２３ アロママッサージを取り入れたデイケアサービスの実施 H25.11.8

1463 公隆建設有限会社 高橋 秀男 水戸市姫子２丁目742番地７
エクスリア工事をメインとした建設業者が庭雑貨の販売
と花木植栽及び貸し果樹園を行う

H25.11.7

1462 Rose Cachette 小林 亜津子 坂東市鵠戸１８６－３
全身ビューティーサービスによる顧客満足とリラクゼー
ション空間の創出

H25.11.7

1461 お茶の大川園 大川 賢雄 潮来市あやめ２－２４－３ 「藍染めカフェ」での藍染め商品の販売 H25.10.30

1460 北浦パークホテル魚福 勢司 密雄 行方市山田２８５６－１
「お預かりパック」と「下着類洗濯サービス」の提供に
よる営業強化

H25.10.30

1459 有限会社蛯澤住建 蛯澤 勝也 筑西市藤ヶ谷１２３１
ぬくもりを感じさせるプライベート空間を安価で提供す
る”ドリームハウスミニ”の新提供

H25.10.28

1458 株式会社吉田屋 大山 岳夫 東茨城郡大洗町磯浜町５４６
大洗の風が育てた茨城県産梅を楽しめるumecafeへの変
革

H25.10.28

1457 入山畳店 入山 伸一 常総市三坂町６５７－１
顧客接点の拡大強化へ向けた顧客情報の活用と和生活メ
ンテナンスサービスの充実

H25.10.28

1456 株式会社光テクノサービス 鬼澤 光一 行方市藤井７６－２ 自動バックハザード点灯装置開発・販売 H25.10.25

1455 高橋精工株式会社 高橋 方哉 行方市根小屋２３６ 「多用途冶具」の開発導入と製造ラインの集中化 H25.10.25
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1454 株式会社ＳＧＳ 菅谷 作衛 行方市麻生３２９２－３９
「品目別農産物研究会」による野菜好き顧客の開拓と評
判の野菜・惣菜を使用した新たな販売チャネルの開拓

H25.10.25

1453 株式会社ウィット 千田 健人 那珂市向山８０８－６
カーボン素材のプリプレグ化の為の新商品の開発とその
提案型営業の展開

H25.10.18

1452 有限会社藤崎工業 藤崎 光俊 つくばみらい市板橋１８０７番地の２９
エマルジョン燃料製造装置の改良による高性能化及び売
上・販路拡大

H25.10.18

1451 豆富茶屋部原屋 富田 哲也 石岡市部原６０４番地４
豆富製造過程で出来た副産物の「豆乳とおから」を使っ
たこだわり商品の開発

H25.10.9

1450 トップヘアー 大和田 保歩 北茨城市大津町北町１０３４－４０
ヘアピンの開閉又は折り曲げてヘアセットする指輪状工
具の開発・販売

H25.10.9

1449 有限会社古谷 古谷 三郎 常総市富岡町乙１６６０
農業から惣菜まで一貫して自社生産・自社加工にこだ
わったコロッケ専門店

H25.10.3

1448 有限会社鳥末食品 中島 雅之 常総市冨岡町乙２０１３
合鴨農法の生産者と連携した茨城産合鴨商品の開発・販
売

H25.10.3

1447 有限会社ティ・エス交通 岩淵 優 水戸市平須町１２４１－１
車両メンテナンス基地新設による新たなバス・メンテナ
ンスサービスの提供と総合提案型営業の展開

H25.10.3

1446 永田屋 永田 繁彦 つくば市高崎７２－１
地域のつながりを活かした高齢者への移動販売及び御用
聞きサービスの実施

H25.10.3

1445 松本電工株式会社 松本 尚大 小美玉市羽刈３４４
建設業からサービス業への変革 ～顧客接点の強化と新
たなサービスの展開～

H25.9.25

1444 齋藤写真事務所 齋藤 貞幸 猿島郡境町西和泉田７４６－１
ＡＲアプリを取り入れた新しい宣伝広告ソフトの販売と
動画製作を取り入れた新サービス

H25.9.25

1443 株式会社ガンダーラ 畠山 信義 守谷市松並２０２４－７７
手織り絨毯の「メンテナンス＆クリーニング」事業の展
開

H25.9.18

1442 有限会社たんぽぽ 坂本 康祐 守谷市けやき台３－３－１
「お好みサービス」でお好み焼きを提供するケータリン
グ事業の展開

H25.9.18

1441 有限会社柴山室内外装飾 柴山 辰朗 土浦市中高津２－１－３
室内外の機能改善を目的に加工ビニールを使った各種ビ
ニールパーテーションの提案設置事業

H25.9.18

1440 株式会社アシスト保険事務所 小宅 和彦 北茨城市関南町仁井田１１３ 異業種と業務連携した保険代理業のワンストップ化 H25.9.17

1439 株式会社小野寺プラスチック工業 小野寺 正 笠間市押辺２１８７ ３Ｄプリンタ活用のモデリング営業 H25.9.17

1438 有限会社青山グラフィック 青山 実 那珂市飯田１９６５－１
ソーラーシェアリングによる農業法人等，施工業者当と
連携したコンサルティング

H25.9.11

1437 有限会社稲荷屋 瀨谷 勇 日立市多賀町４－３－１６ 滞在型タバコ専門店の経営展開 H25.8.29

1436 有限会社飯村製作所 飯村 勝昭 筑西市門井１９５５番地
中古工作機械の販売分野への進出と受注体制強化による
切削加工の受注拡大

H25.8.29

1435 有限会社ラビットコーポレーション 高梨 佳子 つくば市中根２１６
マニア顧客依存の経営から自社ブランド商品の製造販売
を通じた一般消費者市場への事業展開

H25.8.23

1434 有限会社Angel's Closet 飯田 美加 つくば市梅園２－７－３つくばシティビル３０１

新たにオリジナルブランドを立ち上げ，中国提携工場と
のOEMにより高効率化し，WEBでの販売から卸，実店舗へ
の展開

H25.8.19

1433 飯工・クリーン株式会社 大森 健一 取手市台宿２－２２－３３－６０６
既存事業で培った技術を活用した貯水槽保守清掃管理業
務及びトータル建物保守清掃管理業務の開始

H25.8.19

1432 有限会社おその江 小薗江 利之 那珂郡東海村舟石川８３２－２ 特別架装車を利用した「移動食品スーパー事業」の展開 H25.8.5
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1431 株式会社LIBERTA 八木原 由衣 水戸市河和田３－２３３８－３３ ブライダルスタイリスト資格制度の確立 H25.8.5

1430 株式会社全米協システム 田崎 克幸 石岡市若宮３－２－７
石岡の地域資源を生かした新業態店舗の開発とＯ２Ｏ展
開による収益基盤の再構築

H25.7.23

1429 WITH PLEASURE 中川 達也 土浦市並木３ー５－１７
オリジナルパンツブランドの立ち上げと顧客毎にリサイ
ズする独自商品販売サービスの実施

H25.7.23

1428 小松屋食品株式会社 H25.7.18

1427 株式会社商 佐藤 三一 水戸市平須町１３７０－８
新工場における設備の拡大充実による外注費の削減と洗
い工程での新分野進出による売上増大

H25.7.18

1426 株式会社栄林 林 博昭 龍ヶ崎市佐貫３－１１－１４
「トータルヘルパー」による一般個人向けの清掃・片付
けサービス

H25.7.8

1425 有限会社リビング工房 阿部 英彦 牛久市中央１－６－１８
自立可能な高齢者のための「持ち家の収益源化支援」と
「自立支援機能付集合住宅の提供」

H25.7.4

1424 株式会社山水閣 東郷 文子 龍ヶ崎市庄兵衛新田２８２－４０
河童伝説をモチーフにした「かっぱのおくりもの」の開
発・販売

H25.7.4

1423 有限会社ループス 七里 正信 つくば市春日２－３３－４
子育て美容師が働きやすい職場スペースの提供による新
たな複合型美容サロン展開

H25.7.4

1422 株式会社幸和義肢研究所 横張 和壽 つくば市大白硲３４１－１ 義肢の注文・製作・納品等における新たな流れの確立 H25.6.25

1421 ホソダ興産株式会社 細田 健 つくば市二の宮２－１２－１７
付加価値（空間・サービス）提供型のウィークリーマン
ションの開発

H25.6.25

1420 株式会社いずみや 村松 卓 稲敷市橋向１１３５番地４ 太陽光発電事業による土地活用と地域経済への貢献 H25.6.25

1419 株式会社小沢食品 小沢 幸也 那珂市向山１０４８－３ 「ロングライフ揚げ豆腐」と豆腐関連商品の開発・販売 H25.6.24

1418 株式会社我那覇 奈良 和彦 取手市取手２－９－２６
ウェディング事業部門の構築による新たな顧客開拓と小
規模ウェディング事業の展開

H25.6.21

1417 株式会社ベルファーム 鈴木 靜夫 つくば市高崎２２７７－３４
当社の特殊技術である急速冷凍技術を活用して生きた発
酵酵素健康食品の製造販売

H25.6.13

1416 株式会社渡辺工房 渡辺 正則 笠間市笠間４３６１－２４
デザインの力で店舗活性化（異空間を体験できるプレゼ
ンテーションスペースの確保）

H25.6.13

1415 株式会社小野写真館 小野 哲人 ひたちなか市東大島２－２－１６
クラウドを活用したマルチデバイス対応の最新型ＩＴ化
の推進

H25.5.28

1414 有限会社伽藍堂 藤枝 健一 ひたちなか市田彦１６６４－１ 仕事マッチング型コワーキングスペースの運営 H25.5.28

1413 高塚運送株式会社 高塚 孝一 結城郡八千代町平塚３３６１－２ 新設冷凍冷蔵倉庫を活用した高付加価値物流事業の展開 H25.5.14

1412 有限会社ウッドゆう建築事務所 横張 王哉 牛久市猪子町６４８－３６ 海外からの居住者向け住宅販売 H25.5.9

1411 有限会社サワラスポーツ 佐原 金二 水戸市吉沢町２７１－１
患者のリハビリを目的とした車椅子専用卓球台及び卓球
プログラムの開発と販売

H25.5.7

1410 株式会社川崎製作所 川崎 修 ひたちなか市山﨑６０
航空機エンジン部品の超高速切削加工による高付加価値
化

H25.4.26

1409 株式会社内田商会 内田 卓宏 土浦市中央２―６－４ H25.4.24
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1408 ツルヤ 鹿島 真理子 常陸大宮市山方８２９ スポーツ団体向け「全員主役ビデオ」の作成事業の展開 H25.4.15

1407 有限会社黒沢製作所 黒沢 政勝 ひたちなか市十三奉行１９２８－１７
顧客へ低コスト・高品質・短納期な製造体制を提供し，
商品の新たな生産と販売方式を導入する

H25.4.8

1406 株式会社ヴィオーラ 藤本 昌宏 水戸市見川町２１３１－４０４
ＶＢ加工を施した私物クリーニングサービスの提供によ
るメディカル部門の売上拡大

H25.4.5

1405 株式会社山平 山本 梅子
地域コミュニティ創出とまちおこしのための新たな提案
サービス開発と提供

H25.4.2


