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2248 パティスリーマグノリア 鎌田　寿弘 取手市双葉３－７－１０
地域の特産品を活用したつくば土産の開発による
卸売事業の開始

H29.3.31

2247 株式会社アオイ 猪亦　真由美 つくば市花室９８２
全国各地の名産品を使った氷商品の開発と販売
（プロデュース）事業

H29.3.31

2246 玉喜屋本店 岩間　孝臣 常陸太田市和田町１６００－１
常陸太田産コシヒカリ（米粉）と特製あんクリー
ムを使用した新商品開発による新規顧客開拓事業

H29.3.30

2245 魚富 富永　隆 常陸太田市大里町３３７５ 鮮魚・干物類の真空パックによる提供 H29.3.30

2244 株式会社ボディー＆カンパニー 宮本　亮 常陸太田市中城町３３７６－２
整体技術を活かしたトレーニング教室の実施によ
る新規顧客の開拓

H29.3.30

2243 有限会社カネヒロ 金澤　博 常陸太田市大中町４２２ 遺品整理と解体をセットにした新事業展開 H29.3.30

2242 三和コンクリート工業株式会社 森田　敏男 古河市仁連１３４７
コンクリート製品の動的評価・測定システムの開
発及びそれを用いた新製品の開発

H29.3.30

2241 取手光学 羽富　奈菜 取手市白山２－１４－８ H29.3.30

2240 有限会社髙橋肉店 飯島　進 龍ケ崎市５１３１
レンジで温めるだけで本格老舗肉屋の味が楽しめ
る冷凍和惣菜の開発と効率的生産方法の確立

H29.3.30

2239 フローリストみなみ 中山　孝 龍ケ崎市愛戸町２８
ライトユーザー向けファーストフラワーアレンジ
メント及び撮影指導

H29.3.30

2238 有限会社髙野好見畳店 髙野　公男 那珂郡東海村白方６０７－２
薄型たたみ製造プロセスの確立による自由レイア
ウト畳の提供

H29.3.30

2237 有限会社企画設計室タカハシ 高橋　健次 つくばみらい市筒戸１１１７－１
高性能モデルハウスを活用した地域顧客との接点
強化

H29.3.30

2236 H29.3.30

2235 株式会社サンアンホーム 浦橋　信雄 潮来市宮前２－３０－６
関連会社との連携による新たな受注獲得方法の導
入

H29.3.30

2234 株式会社源之丞 伊藤　明美 潮来市潮来６０８５－１
２つの異業態店の強みを活かしたコラボレーショ
ンメニューの開発・提供

H29.3.30

2233 荒井屋 鈴木　守 潮来市永山３４７ H29.3.30

2232 萬福
テイクアウト展開によるチャンスロスの解消およ
び新規顧客の開拓

H29.3.30

2231 株式会社ジョイ・オー・エヌ・七二 鈴木　勝
北茨城市関本町冨士ヶ丘９２２－
５

クローズドモールディング成形を核としたプラス
チック製造事業

H29.3.30

2230 たつご味噌醸造株式会社 舟生　繁治 高萩市大字上手綱７５
高萩市の歴史や文化を感じられる工場見学コース
による直販売上の増大

H29.3.30

2229 株式会社二葉 今川　和宏 つくばみらい市筒戸１７４９－１
子育て世代と買い物弱者にも対応したマルシェス
タイルへの変革

H29.3.30

2228 有限会社昌柳 柳瀬　晃一 龍ケ崎市川原代町６３２５
ＡＲ技術と位置情報を用いたペットメモリアル事
業の展開

H29.3.30

2227 株式会社南海プリーツ 吉波　剛 牛久市小坂町字和田台２４７２ H29.3.30

2226 久保田精肉店 久保田　清一 小美玉市小岩戸１１６０－１
精肉店による地産地消の特色を出した焼肉専門店
の開設

H29.3.30

2225 いばそう企画有限会社 林　三弘 日立市川尻町５－３５－９
故人への感謝の気持ちを表すオリジナル葬儀サー
ビスの開発

H29.3.30

2224 飯澤不動産株式会社 飯澤　ひろみ
北茨城市中郷町上桜井２７６５－
１

購入者の要望を反映させたリフォーム事業 H29.3.30

2223 株式会社村山写真館 村山　拓行 北茨城市関南町里根川１－１４
美の創造をワンストップでプロデュースできる写
真館の構築

H29.3.30

2222 小圷工業株式会社 小圷　進 那珂市戸崎１６４１－１５
建物の外壁に関する屋根，壁，パネル，防水，雨
樋の一括受注体制の構築

H29.3.30

2221 結いのはな 吉田　宏二 水戸市内原１－９６９－２８Ｃ棟
植物に関する体験型ＤＩＹショップ機能を有する
園芸店への変革

H29.3.29

2220 株式会社谷津正商店 谷津　正純 水戸市内原町８００－１
雑穀エキスパートショップの開発による米殻類事
業の強化

H29.3.29
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2219 有限会社ケー・ビー・エス 佐伯　さち子 笠間市下市毛１１１３－６
変種変量に対応し配送まで行うワンストップ型採
石製造・販売事業

H29.3.29

2218 Desiko
高齢顧客等に向けたリユース品発掘型ネットオー
クション代行事業による自社変革

H29.3.29

2217 株式会社おおしま 笠間市笠間１７２８
修理等の迅速対応化に向けた独自の修理診断ツー
ル活用とコミュニケーション実践による売上向上
事業

H29.3.29

2216 株式会社増子石油店 増子　孝洋 那珂市後台６１４
自動車ボディやヘルメット・小物のペインティン
グ事業への進出

H29.3.27

2215 シャンテ 森島　徹 那珂市菅谷２５６５－２７ 焼き立てそのまま冷凍パンシリーズの開発・提供 H29.3.27

2214 カフェ・ポステン 椎名　祐一 つくば市北条４３５３－９
地域や当店の魅力を訴求するポステン流販促シス
テムの開発

H29.3.24

2213 株式会社福田製作所 福田　健作 笠間市箱田２４９５－２ H29.3.24

2212 グレード・ワン 鈴木　公夫
コミュニティづくりによる家族顧客との接点強
化・自社変革事業

H29.3.24

2211 株式会社カモスフィールド H29.3.24

2210 H29.3.23

2209 株式会社Hearth 小林　尋
牛久市南１－１－１６石山ビル１
Ｆ

食育運動を通じた「食」の大切さや安全性の情報
発信と移動販売による販路拡大

H29.3.23

2208 あべ接骨院 阿部　せい 牛久市猪子町９６９－３ 武道精神を取り入れた学童保育事業 H29.3.23

2207 株式会社久江運輸 久江　正考 稲敷郡阿見町阿見４７７６－１ 土地の利を活かした農産品の市場直送事業 H29.3.23

2206 株式会社Body Brain communication studio 鈴木　康修
つくば市学園の森３－２９－６
Rupo

オリジナル育成システムを導入した地域貢献型
フィットネススタジオ

H29.3.23

2205 アハハ合同会社 三浦　亜子 つくば市緑が丘１５－５
天日海塩を使った料理教室の開催と顧客から集め
た情報を活用した塩に特化した情報サービスの提
供

H29.3.23

2204 有限会社すがなみ 菅波　裕 小美玉市中延５５６－１
「喫茶店と和・洋・パン菓子を融合した」楽しさ
と憩いと食事が提供できる新業態店舗の創設

H29.3.23

2203 株式会社STYLEdeSTYLE 作山　太一 高萩市上手綱１５７０
アパレル販売ポータルサイトを核としたライフス
タイル提案型Webトータルネットワークの構築

H29.3.23

2202 フェリシダージ 小澤　美晴 笠間市住吉１５６７－３７
赤ちゃん・子連れ・夫婦で行けるヘアサロンへの
変革による売上向上

H29.3.22

2201 有限会社かつら陶芸 駒塚　千里 笠間市下市毛４７－３
生涯学習や食と連携した顧客接点及び関係性構築
による売上向上事業

H29.3.22

2200 ファンミール 本橋　大蔵 笠間市下郷４０６３
豚肉料理のファーストフード化（定食）による販
売促進事業

H29.3.22

2199 須田石油店 須田　剛 行方市浜１２４４－１
車の便利屋サービス開発と高付加価値洗車サービ
スの普及拡大

H29.3.22

2198 ケージーオート 風間　貴司 行方市芹沢１０２５－８ 庭木類の伐採木のリサイクル事業の展開 H29.3.22

2197 株式会社霞美装 平間　直樹 行方市芹沢９３１－７９
ターゲット客の集まりやすいショッピングモール
へのショールーム出店

H29.3.22

2196 仲田精肉店 仲田　正廣 鉾田市鉾田１６－１ お肉クッキングＤＩＹサービスの提供 H29.3.22

2195 中山材木店 中山　惣司 鉾田市柏熊１１９５－３
中小零細工務店の施主向けプレゼン・見積もり支
援サービスの提供

H29.3.22

2194 株式会社マルフジ 藤枝　忍 笠間市下郷９３８－５
事前相談受注体制の整備による家族葬を中心とし
た売上向上事業

H29.3.22

2193 宝印房 竹田　和弘 笠間市笠間４３９３－８ 栗の木等を活用した印章製品開発と販売 H29.3.22

2192 株式会社アンツ 関　博 笠間市南友部１９６６－７３
環境に配慮した超速クリーニングサービスの構築
による売上向上事業

H29.3.22

2191 株式会社バイオ笠間 磯部　幸克 笠間市平町３６４
原料投入の自動化及び給湯機能を付加したバイオ
マス燃料装置の販売事業

H29.3.22
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2190 昭和造園土木株式会社 H29.3.22

2189 株式会社笠間ソフトメン橋本屋 H29.3.22

2188 食品加工イリエ 入江　康弘
地域資源や郷土食の自社ブランド開発製造販売に
よる売上向上事業

H29.3.22

2187 ホームハーツ藪中建築 薮中　裕一
お客様自身で施工する参加型の家づくりによる売
上向上事業

H29.3.22

2186 インテリアハナワ 塙　陽一
つくば市松野木１８８－１yukoto
Ａ棟３０２号

小売事業への進出による顧客関係性の強化事業 H29.3.22

2185 おおのや 山口　公史 鉾田市鉾田２５４１ ライブ会場提供サービスによる集客力強化 H29.3.13

2184 株式会社島田商店 H29.3.13

2183 有限会社日青工業 青木　一郎
稲敷郡河内町生板鍋子新田１８４
１－３

研究開発用や展示会用のプロトタイプ筐体のセミ
オーダー事業

H29.3.13

2182 ＬｉＭｉＴ 関和　久美子 稲敷市光葉８－２６ H29.3.13

2181 高翔プリンクス株式会社 高山　茂 稲敷市佐倉７０５－２
小規模事業者を対象にした商業印刷物のトータル
パックサービスの提供

H29.3.13

2180 有限会社篠塚商事 篠塚　敦 北相馬郡利根町羽根野５２９－２
買い物弱者を対象にした大物専門の宅配サービス
の提供

H29.3.13

2179 株式会社中島製作所 中島　賢一 稲敷郡美浦村舟子１８０ H29.3.13

2178 有限会社秋山食品 秋山　成夫 稲敷郡河内町生板２５７１ 国産有機大豆100％の「生板納豆」の製造販売 H29.3.13

2177 株式会社マコトサービス 真行寺　博 稲敷郡河内町長竿５６１１
細菌や微粒子の測定による院内除菌作業の新たな
品質保証の導入

H29.3.13

2176 味よし 弓削　実 北相馬郡利根町１１９５－４
女性客をターゲットとしたヘルシーメニューの開
発による新規顧客開拓

H29.3.13

2175 柳生電気 柳生　智則 稲敷郡美浦村木原２９５２－１ H29.3.13

2174 井坂プリント 井坂　正明 かすみがうら市深谷４８７－１
オリジナル文字のデジタル印刷による新たな顧客
開拓

H29.3.13

2173 櫻井自動車 櫻井　信寿 かすみがうら市下佐谷７１９
個人リースの導入を含めた自動車のトータルサー
ビス「おせっかいな自動車屋」事業

H29.3.13

2172 株式会社カカイ堂 山崎　真弓 常総市水海道栄町２６８０－８
古い万年筆の修理・修復事業等を通じた「手書き
文化」の浸透による売上拡大

H29.3.13

2171 株式会社常総 平田　茂夫 常総市山口６８５－２
複数線路の高架化工事に向けたコンクリート圧送
に関する新工法開発による低コストと工期短縮の
実現

H29.3.13

2170 株式会社萩原自動車 萩原　裕之 かすみがうら市下稲吉１５９１ 整備と販売を組み合わせたリース事業への進出 H29.3.13

2169 中山工業株式会社 中山　元章 土浦市田土部８８０
IoTを活用した製造工程の見直しによる新たな曲げ
加工技術の導入

H29.3.13

2168 常陽物産株式会社 長岡　健藏 常総市中妻町５２２５
遊休工場を活用したショールーム兼商品倉庫の運
営

H29.3.13

2167 ロマンティック・フォトスタジオ 刑部　厚 水戸市石川１－３８２５－１
経営者をターゲットとした短時間での高品質宣材
写真の提供

H29.3.9

2166 民宿土佐屋 石橋　秀剛 神栖市波崎９５７２－１０８ 訪日中国人向けおもてなしサービスの開発 H29.2.28

2165 山本石油サービス 山本　次保 鹿嶋市和６８６－１ 街のクリーニングステーションサービスの開発 H29.2.27

2164 株式会社下川設計 下川　典一 鹿嶋市佐田１２５５－１
ドローン空撮による森林病害虫調査サービスの提
供

H29.2.27

2163 エステティックサロンHanako 立木　舞 H29.2.27

2162 株式会社サンセイ 畠山　一美 筑西市大塚３４７－４
資材仕入から加工まで看板製作に係る一貫生産体
制の確立

H29.2.27
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2161 株式会社山形測量 山形　和子 日立市本宮町４－９－１１
i-Constructionの測量分野への導入による経営革
新

H29.2.24

2160 有限会社シーアンドアイ 上野　耕治 つくば市玉取２００４－１ 導波モード式全反射照明蛍光顕微鏡の開発 H29.2.23

2159 有限会社椎名米菓 椎名　一郎 取手市山王８７－１ H29.2.17

2158 株式会社ダイトー 堀　真理 つくば市金田８９３－２ 海外機材の独自ローカライズによる新事業の展開 H29.2.17

2157 H29.2.17

2156 川島縫製 川島　毅 小美玉市山野９９７ H29.2.15

2155 株式会社山西商店 山西　弘一郎 小美玉市小川１５０３－１
おみたまプリン及び焼き菓子の自社製造及び卸・
小売販売へのシフト

H29.2.15

2154 株式会社ママダコーキ 間々田　涼平 筑西市甲１００ H29.2.14

2153 合同会社オー・ゼット 古関　篤志 稲敷市結佐２８７５ H29.2.14

2152 H29.2.14

2151 有限会社新月堂 飯田　久夫 猿島郡境町１８９４－１
地域の野菜を活かしたかわいくてスタイリッシュ
な洋菓子店づくり

H29.1.30

2150 鈴木自動車 鈴木　明 猿島郡境町６１－１０
当店オリジナルの車内環境整備サービスの開始に
よる当店ファンの拡大

H29.1.30

2149 有限会社いばらき総合介護サービス 鈴木　邦彦 常陸大宮市上町３５１
野菜をふんだんに使用したサラダやスープの移動
販売による売り上げチャンスロスの解消およびカ
フェタイムの集客促進

H29.1.30

2148 株式会社栄光商事 櫻井　宗則 常陸大宮市栄町１３２０ 太陽光発電所のメンテナンス事業 H29.1.30

2147 H29.1.30

2146 稲葉自動車 稲葉　善一 猿島郡五霞町小手指９２２
忙しい女性のための，室内清掃と消耗部品点検を
組み合わせたフレッシュキープサービスの展開

H29.1.30

2145 合同会社ＴＳＰ 川上　淳 猿島郡境町若林４１３
飲んだ後の待ち時間も楽しめるウェイティングラ
ウンジサービスの提供

H29.1.30

2144 株式会社あけぼの印刷社 山田　周 水戸市白梅１－２－１１ H29.1.30

2143 小林旅館 小林　滋 常陸大宮市北町１５
中学・高校生を対象にしたスポーツ合宿需要の取
り込み

H29.1.30

2142 株式会社ジャスト 高津　正義 常陸大宮市袖ヶ台町７９４－１ H29.1.30

2141 アトリエポパイ 達家　千由子 取手市小浮気１８０－１
「おばあちゃん券」による家族割引サービスと美
容室の高齢者オーナーの支援開発

H29.1.30

2140 有限会社リグテック 大谷　智子 取手市小浮気５２５－１
有機ＥＬ市場に向けた超大型レンズ加工の生産体
制の確立

H29.1.30

2139 レストランセルフィーユ 高野　浩 取手市稲４８５－１４
平日夜の「１人で食べるマイ・フレンチ」と週末
の「アーリータイムディナー」の開発・提供

H29.1.30

2138 有限会社美創プランニング 角田　知己 取手市井野台１－２７－９ H29.1.30

2137 株式会社Ｋ＆Ａ 色川　敬太 取手市山王２５９－２ 中古車の車内リノベーション事業の開発・展開 H29.1.30

2136 アースファースト 澤井　和男 取手市新町５－１９－６
茨城産の食材にこだわったレトルト粥の開発・販
売

H29.1.30

2135 山田屋商店 山田　賢一 小美玉市羽刈２４０－５
高齢化する封鎖的小規模住宅団地の買い物難民対
策として実施する便利屋的宅配弁当事業

H29.1.20

2134 カイロプラクティック　fun 三宅　裕司
神栖市筒井１６３６－１１パレス
紫苑Ｂ棟１０２

「骨格矯正＆エステカイロ」の開発提供 H29.1.20

2133 Partager 板井　千明 鹿嶋市荒野１５３３－２６５ H29.1.20
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2132 CafePORTO 原田　光子 鹿嶋市平井１１２８－４８５
「Sunrise Café」と「丸井水平線を見ながら
ティータイム」による店舗ブランド作り

H29.1.20

2131 有限会社藤野鉄筋工業 藤野　和之 坂東市幸田新田４２６０－７ H29.1.17

2130 淡島畳産業 加藤　尚克 坂東市沓掛１１４０－５ H29.1.17

2129 有限会社アルファサービス 藤岡　吉男 坂東市神田山９３５－１ 独自構造による自然循環型アオコ処理装置の開発 H29.1.17

2128 有限会社みなば商会 渡辺　利男 坂東市大崎５３－１
地域の放置竹林の間伐材を活用した竹パウダー製
造事業の展開

H29.1.18

2127 佳味のかしや 後藤　充 坂東市長須１８９１－３ 当店自慢の「あんこ」を使った新商品の開発 H29.1.18

2126 飯島プレス有限会社 飯島　浩一 水戸市住吉町２９７－１
板金加工製品の組立工程の構築とそれに伴う受注
拡大

H29.1.13

2125 有限会社青山グラフィック 青山　実 那珂市飯田１９６５－１
ハイクラスの印刷需要に対応した超高品質印刷体
制の構築

H29.1.13

2124 有限会社マツオ・トータル・プランニング 江面　松男 下妻市下妻丁４２９－３
「ホルミシス・リフォーム」でラジウム浴のでき
る住宅の開発・販売

H29.1.11

2123 株式会社石島商店 石嶋　秀浩 下妻市下妻丁１５２
新設の「施設部」による農業施設のメンテナンス
サービスの提供

H29.1.11

2122 有限会社野村瓦店 野村　至宏 下妻市鯨７０
住宅屋根用太陽光パネルメンテナンスサービスと
新営業スタイルの導入

H29.1.11

2121 有限会社高橋食品 高橋　真弘 結城郡八千代町芦ヶ谷６５４－１
「直食べ」商品の展開による豆腐のブランド化の
取組

H29.1.10

2120 松田製茶 松田　浩一 八千代町水口１１３ 茶葉を様々に加工した「猿島茶フード」の開発 H29.1.10

2119 有限会社ユリシス 久松　将人 つくば市西大橋５８４－３ バルーンを活用した空間演出サービス業の変革 H29.1.6

2118 株式会社坂本板金 坂本　友広 つくば市高崎１９０３－２
オリジナルコーキング施工技術を活用した自然光
を暗室に届けるサービスの提供

H29.1.6

2117 和食かつら 成島　信之 つくば市大井１５７６－２
お客様の大切な一日を彩る「かつらお祝い御膳」
の提供

H29.1.6

2116 有限会社やすうりやたむら 田村　芳雄 石岡市府中２－１－４
ギフト及び各種取次事業を通してお客様の要望を
満たす仲介事業

H29.1.6

2115 有限会社ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ工業ひらの 平野　英子 桜川市阿部田１９４－２ ガラス彫刻技術を活かした新サービスの提供 H29.1.6

2114 株式会社くりばやし 栗林　亮太 桜川市岩瀬１４－２
多目的スペースを備えた新しいギフトショップへ
の変革

H29.1.6

2113 株式会社鷺谷銅鐡店 鷺谷　一彦 桜川市岩瀬１４６－１
金物店を進化させたカフェ風店舗の開発とリペ
ア・バスターズ事業の開始

H29.1.6

2112 グランドデザイン株式会社 倉品　広樹 桜川市犬田１９３２－１
田舎暮らしや地域の暮らしを応援する家と庭づく
り事業の開始

H29.1.6

2111 アジアンフードサロン海鷹庵 桑原　海鷹 つくば市島名４４８８
３か国語指導の強みを活かした外国人向けの料理
教室の展開

H29.1.5

2110 株式会社コンピュータアンドコンサルティング 渡辺　治久 つくば市谷田部２９８３
生産性向上支援に向けたコンサルティング型シス
テム開発事業の展開

H29.1.5

2109 酒食みなき 皆吉　智之
こころの病気を持つ方と体の不自由な方が気軽に
集まれるバリアフリー空間の提供

H29.1.5

2108 岡島畳店 岡島　勉 笠間市市野谷３－２０１
畳を活かした和空間へのプチリフォーム事業の開
始

H28.12.27

2107 株式会社テンダーハウス 山崎　仁史 笠間市石井１４０－７
お客様の要望にきめ細かく対応する小ロット生地
オーダー事業の開始

H28.12.27

2106 有限会社クノ商会 久野　正博 笠間市笠間１７１２－６ 大人の趣味ゾーンを備えた新しい文具店の開発 H28.12.27

2105 株式会社フカツー 深作　賢太郎 笠間市大田町９７５－１
ライフラインチェックサービスの提供による新規
顧客の獲得

H28.12.27

2104 有限会社明治屋 永田　伸一 笠間市笠間１２６９
近年の住宅事情等に対応したオーダーメイド型神
具の開発

H28.12.27
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2103 有限会社割烹旅館城山 新名　喜久夫 笠間市笠間１４－１
地域の多様な事業者とのタイアップによる「情報
発信型旅館」への変革

H28.12.27

2102 宵楽厨房　粋成 塙　大成
水戸市見和１－３５９－６県営桜
ケ丘アパート２号棟２０３

H28.12.27

2101 株式会社大平造園土木 大平　晶 笠間市鯉渕６２４１－４２ H28.12.27

2100 株式会社こころ 野村　拓郎 笠間市下市毛１８８－１
出張健康セミナーとコールセンターの内製化によ
る新たな顧客開拓の展開

H28.12.27

2099 友常石材株式会社 友常　卓 笠間市稲田９４９
販売会社との連携による自社加工場の見学・体験
ツアーの提供

H28.12.27

2098 肩こりらくだ上水戸店 田中　友和 那珂市豊喰９３６－３
マッサージ技術を活かして五感に訴える新たな空
間の提供

H28.12.26

2097 有限会社ＣＵＴ　ＰＡＲＫ　ＳＴＵＤＩＯ 大木　聡 筑西市桑山２０７７－５ いつ来ても楽しく飽きさせない美容室への変革 H28.12.22

2096 株式会社ネモト宝飾店 根本　徳一 石岡市府中２－１－３４
自分へのご褒美需要の喚起とカフェ併設による新
規顧客開拓事業

H28.12.22

2095 蓮沼石材店 蓮沼　晃 桜川市真壁町羽鳥４９３－２
リーズナブルなお墓に関するワンストップサービ
スの提供

H28.12.22

2094 有限会社バッカスサイトウ 斎藤　悦夫 桜川市真壁町飯塚６５－１ ふ菓子工場のＭ＆Ａによる事業拡大 H28.12.22

2093 有限会社伊藤石材工業 伊藤　英朗 笠間市福原３２７４－２ H28.12.22

2092 飯泉自動車 飯泉　健太朗 桜川市真壁町亀熊１６４－１７ H28.12.22

2091 カジュアルレストランＺＡＫ 堀江　俊一 筑西市玉戸１１８０－２
健康や美容に敏感なお客様向けメニューの開発に
よる新規顧客の開拓

H28.12.22

2090 レストランふるさと 戸頃　芳隆 筑西市桑山２０５０－１ 肉や卵などを使わないヘルシーメニューの新提供 H28.12.22

2089 株式会社プロジェクト茨城 金澤　大介 笠間市笠間２３７２－５
独自コンテンツと映像制作技術を活用した全国の
類似施設の集客支援事業

H28.12.19

2088 有限会社近藤石材工業 近藤　昭 笠間市大郷戸６１４
終活相談サービスの提供による新規受注の獲得強
化

H28.12.19

2087 鈴木自動車整備工場 鈴木　基也
家族共有ポイント制度の導入による家庭内シェア
の向上

H28.12.19

2086 橙雅交通株式会社 宇津　伸郎 笠間市平町１１０８－４
個人・小グループ向けを主体とした会員制バス旅
行の企画

H28.12.19

2085 株式会社スガハラ 菅原　一彦 笠間市笠間４３３６－１
地域のライフラインの困りごとに対応する燃料販
売店への変革

H28.12.19

2084 サンネット H28.12.19

2083 有限会社プラックス 大吉　誠 筑西市藤ヶ谷１７４８ H28.12.16

2082 株式会社開智学院 豊島　信一 常総市水海道森下町４３６６
サーキットトレーニングを導入した女性のための
健康教室の提供

H28.12.16

2081 門前酒場マルトミ 富田　將人
革新的グラスワイン提供方法とワインバル業態強
化の事業

H28.12.14

2080 桜井瓦工業有限会社 櫻井　茂幸 石岡市小塙９７７ H28.12.14

2079 笠間苑 山本　弘
家庭では味わえない感動と満足感をお約束する焼
肉店の追求

H28.12.13

2078 株式会社飯岡工業 飯岡　光夫 笠間市土師１２８３－１００
左官技術による自然材料を用いたカスタム対応の
塗り壁商品の開発

H28.12.13

2077 ポピュレール 新井　康史
地域の特産品を活かしたデザイン性に優れた洋菓
子の開発

H28.12.13

2076 株式会社丘里 中村　康彦 古河市関戸１６２５－１７
本格的な和食店が提供する仕出し割烹，宅配寿司
の開発・展開

H28.12.9

2075 オネトテ 関口　啓子 古河市久能１１７８－１３ 地産地消にこだわったマクロビお菓子の開発 H28.12.9
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2074 三戸部食房 三戸部　よし子 古河市松並１－６－１０
古河市を代表する土産品となり得る古河らしいス
イーツの開発

H28.12.9

2073 駒村清明堂 駒村　道廣 石岡市小幡１８９９
茨城の文化をつめこんだ水車お香セットの開発に
よるインバウンド需要の取り込み

H28.12.9

2072 中村金物株式会社 中村　安次郎 水戸市末広町２－１－２９
地域事業者と連携した冠婚葬祭ギフト関連良品の
提案による顧客接点強化事業

H28.12.9

2071 有限会社常陸窯いそべ陶苑 磯部　幸克 笠間市平町３４１ 陶器販売店の陶房茶屋（甘味処カフェ）への変革 H28.12.9

2070 有限会社ハートアンドサービス 村尾　聡一 笠間市笠間１５２９
人生の節目をお手伝いする「笠間おもてなし御
膳」の提供事業

H28.12.9

2069 キムチ工房かわさき 河﨑　明愛 笠間市福島６１７
地域性の高い果物を使用した「フルーツキムチ」
の開発

H28.12.9

2068 有限会社ヤマコー畑岡幸助商店 畑岡　光一 笠間市笠間１４０３－１ 多機能付き陶器製焼き芋つぼの開発 H28.12.9

2067 クリーニングメルシー 村貫　仁 守谷市ひがし野１－３０－３ 「箪笥のおまかせ衣替え」サービス等の提供 H28.11.30

2066 H28.11.24

2065 エコーズクライミング 中村　武司 守谷市本町３５２４－３
同業者の目的別利用マップ作成と高齢者向け体力
維持プログラムの提供

H28.11.24

2064 森田自動車 森田　昭
東茨城郡城里町御前山１１３０－
１

入りづらいイメージの整備工場からオープンで明
るい雰囲気の整備工場への転換

H28.11.14

2063 有限会社ふじ美装 木田　雄志 東茨城郡茨城町常井１１５８－７
温泉施設に向けた再生研磨リニューアルサービス
の提供

H28.11.14

2062 有限会社塚田商店 塚田　英樹 筑西市黒子２０１
独自性の高い干し芋関連商品の商品化とこれを活
かしたスーパーマーケットへの変革

H28.11.9

2061 株式会社fortune 櫻井　有希子 つくば市竹園２－４－１０
新製品「つくば虹色もち」の開発及びつくばのお
土産品としての販売

H28.10.25

2060 有限会社木村建築補償コンサルタント 木村　理恵 水戸市白梅１－６－３１
公共事業に伴う移転補償に係る企業のあらゆる課
題に対応するワンストップコンシェルジュコンサ
ルタント事業

H28.10.25

2059 株式会社スワローインキュベート 大野　寿和
つくば市千現２－１－６　つくば
創業プラザ２０２

遊休知財となった特許技術のソフトウェア化開
発・ライセンス販売事業

H28.10.24

2058 有限会社鹿島自動車ガラス 佐久間　義雄 神栖市奥野谷１９９６
事業所を対象とした「ガラス空間改善プラン
ナー」サービスの開発・提供

H28.10.24

2057 ワンズヘアークラブ 星野　義則 神栖市高浜２５４２－５３ ホリスティックケアサービスの提供 H28.10.21

2056 有限会社タケヒロ 石橋　昌也 神栖市矢田部３８７２
複雑形状・高精度のゴム製品製造のための真空プ
レス成型工法の開発

H28.10.21

2055 有限会社岡野印刷 岡野　聡 神栖市大野原２－１３－２
「エリアコンシェルジュ」の設置による顧客との
関係強化・営業力強化

H28.10.21

2054 有限会社山戸呉服店 山戸　章弘 東茨城郡大洗町磯浜町６６８
デザイン性に優れたオリジナル・グッズを活かし
た新たな店づくり

H28.10.11

2053 藤乃屋 山田　明弘
東茨城郡大洗町大貫町２５６－４
０４

大洗の海産物資源を活かした藤乃屋特製「食べる
海鮮ラー油シリーズ」の新提供

H28.10.11

2052 さまた接骨院 佐間田　仁 東茨城郡大洗町磯浜町１４６
急性期から慢性期までの地域のかかりつけ総合施
術院への変革

H28.10.11

2051 有限会社花寿司 篠塚　正司 神栖市波崎６５５８－４
波崎特産の北寄貝を活用した新メニューによる合
宿者外食ニーズの取り込み

H28.10.7

2050 東部歯科診療所 赤松　一成
神栖市知手中央６－２０－３６
ディアレストマンション１０６

親知らず移植及び口腔内３次元撮影による安全安
心な歯科治療の提供

H28.10.7

2049 山口自動車 山口　泰伸 神栖市波崎４３０３－１
自動車快適化に向けたプチ改造コンサルティング
サービス開発

H28.10.7

2048 株式会社いいじま 飯島　達也 神栖市波崎７５７５ 中古工具等関連のリサイクル事業の展開 H28.10.7

2047 合資会社肴屋本店 大里　明 東茨城郡大洗町磯浜町７１５
大洗の地域資源と調理技術を活かした土産品・贈
答品開発

H28.10.6

2046 合資会社パンの山喜 鯉渕　覚 水戸市谷田町３４６－３
カフェスペースを備えた新しいタイプのベーカ
リーショップへの変革

H28.10.6
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2045 有限会社永福 小玉　永二 久慈郡大子町池田７１４
店舗のバリアフリー化によるお客様にも従業員に
も優しい店づくり

H28.10.4

2044 袋田食品株式会社 高村　博美
久慈郡大子町袋田下圷２２４７－
５

H28.9.26

2043 有限会社小西屋商店 鈴木　秀男 久慈郡大子町下野宮２３９０－１
ＱＣＤで差別化を図った新たな配送サービスの展
開

H28.9.26

2042 川井米穀店 川井　憲 久慈郡大子町西金２７－１ 米屋が造る厳選おにぎりの販売 H28.9.26

2041 大子森林物産株式会社 綿引　賢治 久慈郡大子町上金沢１６５３
リンゴをはじめとした大子産の農産物を使ったク
ラフトビールの製造販売

H28.9.26

2040 会津屋 関　幸一 久慈郡大子町大子８０８－３ 八百屋ならではの高付加価値焼き芋の製造販売 H28.9.26

2039 拓泉里 石井　紀巳子 久慈郡大子町頃藤５７５１ 自然の食材を使った田舎料理の提供と販売 H28.9.26

2038 城里にんにく本舗 加藤木　一則 水戸市元吉田町１１５３－７
城里産にんにくを使用した「にんにくチップス」
の商品化によるブランド力の強化

H28.9.26

2037 株式会社川広 川和　哲也 東茨城郡城里町石塚１１７５－５
女性客に喜ばれる茶屋を加えた割烹料理店への変
革

H28.9.23

2036 株式会社にのみや工務店 二宮　直貴 桜川市御領２－４
３世代が安心して暮らせるバリアフリー住宅の提
案及び地元社会への貢献

H28.9.16

2035 有限会社太陽産業社 升館　豊 古河市仁連２０３７－４４
規格外サツマイモ等の未利用食品産業廃棄物のエ
コ飼料化

H28.9.16

2034 有限会社ユニアート 中川　智久 水戸市元吉田町２１７１－６ H28.9.12

2033 株式会社全米協システム 田崎　克幸 石岡市若宮３－２－７
米加工品「ポンせん（煎餅）」製造販売事業への
進出

H28.9.9

2032 まいあみ有限会社 緒方　篤 稲敷郡阿見町阿見２９５８ 美容鍼をメインとした鍼灸院への業態転換 H28.9.1

2031 小口設備工業株式会社 小口　泰永 下妻市今泉１３０－１ 漏水探知サービスの提供による配管工事客の開拓 H28.9.1

2030 株式会社ふじ屋 藤平　祐次 桜川市真壁町飯塚１１３－１
つくばぷりん製造技術を活用した生産者の６次化
新事業の展開

H28.8.23

2029 Café トゥリー 田山　園子 石岡市泉町５－２
八郷の季節と文化を訴求する新コンセプトの里山
カフェの展開

H28.8.23

2028 雪村庵 藤　良樹 那珂市菅谷１９４５－１
減圧調理技術（減圧鍋）を使った、一人一人のお
客様のためのフレンチの提供

H28.8.24

2027 株式会社西村製麺 西村　透 筑西市関本中８８－１ H28.8.24

2026 株式会社梅屋 廣瀬　忠昭 つくば市谷田部５６５０－１
地域のつながりを創出するコミュニティ型旅館へ
の変革 H28.8.24

2025 株式会社LINKED 野手　大志 下妻市加養３３５６－１
高齢者や障がい者に快適なライフスタイルを提案
する完全バリアフリーの美容室の開発

H28.8.24

2024 株式会社tocowaka 浅田　真 石岡市並木１－１
自社オリジナル商品である「ディスプラ」の飲食
店への販路拡大

H28.8.22

2023 加藤木工 加藤 勝一 東茨城郡城里町粟７４１－２ アウトドア用木工品等のブランド化 H28.8.22

2022 京遊膳　花みやこ 西野　正巳
ひたちなか市笹野町３－１４－２
６

本格会席料理発「豆乃香ディップ」商品化 H28.8.19

2021 欧風食堂 ORAGE 直井　学 筑西市門井１９７９－１５
ハヤシソース新メニュー及びテイクアウト商品開
発による販路拡大

H28.8.19

2020
株式会社T-Sカンパニー
篠崎　友紀

篠崎　友紀
筑西市上字三道２６３－４
筑西市関本下８８番地

地域の美容室の需要開拓を支援する美容室コンサ
ルティング事業の展開

H28.8.19

2019 有限会社エーアンドエーインターナショナル 井坂　茂樹
東茨城郡茨城町小幡南表６８０－
６２

身障者が自由に個人で運転できる電気自動車の開
発及び販売

H28.8.19

2018 株式会社幸和義肢研究所 横張　和壽 つくば市大白硲３４１－１ 装具履歴のラべリングによる顧客の生涯フォロー H28.7.27

2017 井坂合名会社 井坂　文明 那珂郡東海村村松８３
新ブランドの立上げによる特産品開発とスイーツ
のネット販売事業

H28.7.27
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2016 株式会社ひのでや 瀧　喜一
かすみがうら市深谷字との区３８
１－１

自社製品の開発と小売業への進出によるブランド
力の強化と知名度の向上

H28.7.27

2015 株式会社岡本和裁 岡本　稔弘 土浦市真鍋６－１－２３　２階
職人養成のための和裁教室の開講による和裁技術
の伝承を行う事業

H28.7.27

2014 株式会社NEMOTO 根本　直樹 石岡市旭台３－１５－５
顧客の健康への意識変化をとらえた酸素ルームの
体験サービス・販売の展開

H28.7.25

2013 株式会社くらぜん 倉持　康文 下妻市半谷４９１－２２
福祉施設向け「つり下げタイプいちご栽培方式」
の開発・提供

H28.7.6

2012 株式会社ダイイチ・ファブ・テック 金森　良充 水戸市谷津町１－７２
IoTを活用した３Ｄデータ機器による非量産精密製
缶の供給体制の確立

H28.7.5

2011 株式会社エスアイリサーチ 工藤　伸一
水戸市大町３－２－５　ＭＳＫ水
戸大町ビル５階

自社ソフトウェア製品の開発・販売強化による自
社ブランド価値の向上と下請け体質からの脱却

H28.7.5

2010 オートリメイクタケザワ 竹澤　規之 高萩市上手綱３２１１
自動車鈑金塗装業に新たに自動車分解整備業（修
理・整備）を加え売上増加を図る

H28.6.20

2009 有限会社小島商会 小島　弘之 筑西市関本上１３８６－４
オークションと専門資格を活用した福祉車両部門
の設置

H28.6.20

2008 おそうじ本舗つくばみらい店 眞鍋　惠二 龍ケ崎市長山３－１１－６
高齢者世代を対象としたワンコイン生活支援サー
ビスの事業化

H28.6.2

2007 ファミリーストアてらしま 寺島　英晴 常陸太田市小中町８２９－１ 置き薬手法を活用した地域顧客への日常品の販売 H28.5.9

2006 株式会社よしたに商店 吉溪　哲也 結城郡八千代町磯１７４
「農家お助け隊」による一歩踏み込んだ農家支援
の展開

H28.5.9

2005 有限会社中沢鉄工所 中澤　正 筑西市上野６３７
倣い装置の開発による作業効率の向上及び製品量
産化の実現

H28.5.20

2004 株式会社河村製作所 河村　俊一 日立市大みか町２－２－１２ H28.5.12

2003
競争力ある非切削時間半減新鋭機導入５ヵ年計画
による生産性の大幅向上

H28.5.19

2002 倉持自動車工業 倉持　政行 取手市新川１３－７
環境対策に特化した中・大型車の整備事業への展
開とクラウドを活用した「愛車カルテ」の開発と
提供

H28.5.2

2001 株式会社ゆにろーず 大野　秀之 取手市井野台２－３－４９
製造工程の高効率化による新商品開発と新販売戦
力の展開

H28.5.2

2000 有限会社まるやま千栄堂 丸山　良三 取手市戸頭４－１６－１２
新規顧客（インバウンド顧客）獲得のための生産
ラインのオートメーション化による開発力の創出
とオリジナル製法の導入

H28.5.2

1999 株式会社小沢食品 小沢　幸也 那珂市向山１０４８－３
「無添加豆乳」「無添加おから」の開発と生産体
制構築

H28.5.9

1998 株式会社マルサン商事 岡村　博敬 水戸市城南３－３－４ H28.5.9

1997 有限会社東製作所 根本　聡 稲敷市押砂５４０－１ H28.5.9

1996 株式会社ＫＭＤ 木村　善徳
水戸市元石川町権現台２７６－３
１

柱上変圧器修理サービス体制の確立 H28.5.9

1995 オフィスユアサイド 岩下　由加里 日立市東金沢町１－２３－３０
「改善介護士」認定制度と「認定講師育成体制」
の構築

H28.4.27

1994 株式会社関川畳商店 関川　恵一 小美玉市上玉里１１８－１５ 安心安全な「両面薄畳」製造技術の開発と販売 H28.4.20


