
○平成30年度経営革新計画承認企業一覧（平成31年3月29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

2491 大津建築 大津　篤司 那珂市古徳６３９－１
ITとドローン映像を活用した営業工程の効率化と
顧客満足度の向上

H30.4.9

2492 有限会社ことぶき 和田　義雄 筑西市林７３－２
汚水処理技術から開発した汚泥処理のニーズに対
応したオリジナル菌「バイオＫ」の生産体制確立
と販売

H30.5.28

2493 有限会社ユニアート 中川　智久 水戸市元吉田町２１７１－６ H30.5.28

2494
スターエンジニアリング株式
会社

星　哲哉 日立市大沼町１－２８－１０
新型真空熱プレス機導入による「無気泡ICタグ」
の安定的量産体制構築

H30.5.28

2495 フレッシュグリーン 吉原　悦子 水戸市緑町３－５－４１ H30.5.28

2496 有限会社中川製作所 中川　光一 古河市東山田３２０３－２ H30.5.29

2497 H30.5.29

2498 株式会社イイジマ測設企画 飯島　健三 取手市下高井１９６９－１５
中小土木事業者向け「ＩＣＴ土工普及サービス」
の開発と提供

H30.6.1

2499 稲葉酒造 稲葉　伸子 つくば市沼田１４８７－５
「香りが高くフレッシュ」な高付加価値商品の通
年製造・販売と増産の実現

H30.5.29

2500 森永牛乳配給株式会社 岩田　巧一
水戸市三の丸１－４－４８－１８
０６

ピロー包装機導入と既存蒸練機の改造を中心とし
た新たな生産方式の導入

H30.6.1

2501 石光工業株式会社 石川　光俊 常陸太田市和久町９２５ H30.5.29

2502 協誠工業有限会社 染谷　秀雄 常総市坂手町２８５０
「最新設備導入と新たな加工技術の習得による生
産性向上と事業拡大」

H30.5.29

2503 株式会社長浜合成工業所 長浜　清行 古河市上辺見５０６－３
樹脂可塑化直前に発生する分解物の除去システム
導入による生産性向上

H30.5.29

2504 株式会社シロク 小川　保二
つくば市千現２－１－６つくば研
究支援センターＣ－Ｂ－３

認知機能検査・訓練機の開発と生産 H30.6.6

2505
HARAKEN株式会社
株式会社CORRS

原　健太郎
古河市雷電町１１－３７
古河市東牛谷５３０－６

高付加価値商品の開発・販売，および米国進出に
向けた取り組み

H30.6.6

2506 理容やぐち 谷口　三郎 取手市新町６－２－２１ H30.9.3

2507 ピーナッツカンパニー 石嶋　祐介
国産ピーナッツオイルの開発及び，国産ピーナッ
ツオイルを使った加工品の開発・販売

H30.6.21

2508 H30.6.6

2509 株式会社コーセー 小松　次郎 石岡市高浜２１４－３
独自開発した自動ピンキー加工機の導入による生
産性向上・高品質化の実現

H30.6.6

2510 常北部品株式会社 花ヶ崎　巧 常陸太田市木崎二町１７４６－３
ＧＰＳを使用した配送の効率化とお客様からの自
動受注化による業務の効率化

H30.6.6

2511 株式会社関川畳商店 関川　恵一 小美玉市上玉里１１８－１５
衝撃緩衝機能付き滑りにくい畳の商品化と介護施
設への販売ルート構築

H30.6.6

2512 A未来株式会社 鬼澤　文生
ひたちなか市西十三奉行１３２５
０－２

干し芋生産に関する「科学的品質管理体制」支援
事業の提供

H30.6.6

2513 株式会社石﨑製作所 石﨑　次夫 東茨城郡茨城町上石崎４５３４
顧客の求める新商品「極細播種タイン」の開発及
び生産体制の確立

H30.6.6

2514 有限会社藤乃屋 後藤　敏文 常陸太田市町田町４８－１
真空包装機による店頭販売・持ち帰り・ネット販
売可能な商品の新たな販売方式の導入

H30.6.28

2515 株式会社インプライ 官谷　浩
水戸市南町３－３－４８横須賀ビ
ル３Ｆ

住宅系顧客管理システム「LASHINBANdb」の改良・
開発

H30.6.29

2516
有限会社水戸技術設計コンサ
ルタント

山田　秀夫 水戸市元吉田町２７６－５
３Ｄレーザースキャナ実測技術を使ったリアルな
３Ｄ空間情報を提供し，構造物劣化の予防保全や
維持管理に貢献する

H30.6.7

2517 有限会社甲州屋 鶴田　広美 牛久市岡見町字谷畑２８３１－２
医療・介護食市場向け「栄養管理に優れた正確な
重量の鶏カット肉」の製造体制の構築事業

H30.6.7

2518 佐藤米菓有限会社 佐藤　勉 筑西市稲野辺２６８ H30.6.13
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番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

2519 高浪化学株式会社 高浪　浩行 結城郡八千代町仁江戸１６５８ H30.6.15

2520 株式会社成島 成嶋　祐介 土浦市大和町７－２０
現代人の感性にマッチした「現代版ひな人形」の
開発製造～職人技をハイテクノロジーにより内製
化する～

H30.6.13

2521 株式会社ベルファーム 鈴木　靜夫 つくば市高崎２２７７－３４
栄養満点「素材丸ごとポタージュ各種」の開発及
び販売

H30.6.13

2522 有限会社石塚産業 石塚　正敏 H30.6.21

2523 H30.6.14

2524 株式会社日港製作所 澤畠　弘人 日立市留町１２７０－３６ 高精密プレス加工技術による半導体用部品の開発 H30.6.18

2525 株式会社イズミヤ 和泉　好一 土浦市荒川沖４１２－７ H30.6.21

2526 株式会社ベストアローズ 中野　浩之 取手市紫水１－４－８ H30.6.26

2527 有限会社桂農産 東茨城郡城里町阿波山８０６ H30.7.13

2528 八紘電子 小林　信一 牛久市小坂町３３９８－１８
スケジューラー及び３Ｄ外観検査装置の導入によ
る生産の効率化

H30.7.11

2529 愛友酒造株式会社 兼平　理香子 潮来市辻２０５
氷温貯蔵体制構築による酒造りの高度化と観光を
活かした直販モデルの確立

H30.7.11

2530
株式会社シバコーポレーショ
ン

福原　稔
つくばみらい市谷井田１５４７－
３

粉砕・袋詰め一体型粉砕機導入と障害者の積極的
雇用による新事業展開

H30.7.11

2531 株式会社堀内製作所 堀内　健吾 古河市北間中橋１７７－４ H30.7.11

2532 株式会社坂場商店 坂場　辰之介 水戸市本町２－７－８
ＡＩを活用した移載作業の自動化による生産性向
上

H30.7.11

2533 岩瀬光学株式会社 竹井　辰介 桜川市富谷２０１３
自動車搭載用センサー部品の筐体加工における生
産性向上と、高精度・量産加工の実現

H30.7.11

2534 株式会社LIGHTz 乙部　信吾 つくば市千現２－１－６
3D-CAD図面を読めない人でも楽に金型見積もりが
できる仕組み構築

H30.7.11

2535
株式会社エム・エンジニアリ
ング

室伏　健司 土浦市東真鍋町１１－８－１ 給排気の快適さを体感できるショールームの設置 H30.8.10

2536 スピニングトップ株式会社 高橋　克己 土浦市港町３－２９－４
福祉施設向け組立式ベーゴマの専用モデル開発お
よび販路開拓

H30.8.10

2537 みらい整骨院 松本　健 土浦市荒川沖東２－１１－２５
「みらい整体」開発による，患者への負担減と施
術時間の短縮

H30.8.10

2538 株式会社ハリガイ工業 小室　勉 常総市大生郷町６１３９－１ 炭素繊維強化ゴムの開発と商品化 H30.8.10

2539
株式会社福祉用具サービスも
んちゃん

佐藤　剛 土浦市おおつ野８－１５－２９
高度障がい者向け高機能車いすの開発および提案
を通じた販路拡大

H30.8.31

2540 SOLA卓球HOUSE 大野　さゆり 土浦市小松３－２５－２
観客交流ゾーンとショップの整備，Web予約による
利便性向上で街の卓球教室の進化

H30.8.31

2541 株式会社貝塚建具店 貝塚　嘉造 かすみがうら市坂１３２０－１
既存工法の効率化、県産材対応、新商品事業化に
よる経営安定化

H30.9.19

2542 株式会社さわやか交通 大貫　裕治 水戸市金町１－３－３５
IT技術を活用した地域の高齢者見守りシステム
「さわやか君」のソフトウェア開発及びお困りご
とマネジメントシステムの構築

H30.9.18

2543 シンプルズ 萩原　達哉 守谷市乙子４７０－１１ H30.9.19

2544 有限会社ナカヤマ 中山　英樹 水戸市大場町５８７－１ H30.9.19

2545 蜻蛉屋 中島　淳子 牛久市中央２－１９－１ H30.9.19

2546 有限会社東和加工 塚本　孝男 稲敷市曲渕２２９
手で切れる袋「キレポリ」の新たな加工体制の構
築による新市場の開拓

H30.10.4
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2547 株式会社エムアールシー 諸岡　義光 稲敷郡美浦村大谷１９８－１ H30.9.26

2548 株式会社坂本屋 飯塚　康二 土浦市荒川沖西２－１２－３
IT技術を活用した社内管理の一元化と顧客に合わ
せた各種施策の展開

H30.9.26

2549 株式会社高野高速印刷 高野　秀樹 水戸市東原２－８－１ 個人向け厚紙印刷への対応によるBtoC市場の開拓 H30.9.26

2550 株式会社イシケン工業 石川　健治 稲敷郡阿見町青宿７２６－２ 軽トラック用汎用型コンテナユニットの製造販売 H30.9.27

2551 東伸塗装株式会社 比留間　国良 結城市結城１１７１２－２ カプセルトイの活用による伝統工芸品の支援事業 H30.9.27

2552 有限会社フルサワ建材 古澤　旭 稲敷市寺内１５０５ H30.10.3

2553 有限会社古河電設 杉山　三佐夫 稲敷郡河内町古河林６４５
従業員の満足度を高める仕組みづくりによる受注
対応力の強化

H30.10.3

2554 有限会社サルタリィ・ベン 梶川　浩子 稲敷市月出里１０９－８
強い馬を育てたサプリメントから開発された人間
用のサプリメントの販売

H30.10.12

2555 株式会社井川建築設計事務所 井川　一幸 稲敷市古渡６１３
企業の成長を支援する店舗・事業所設計業務の提
供

H30.10.30

2556 有限会社フジ工業 永作　崇之 行方市西蓮寺１３３５
生産性向上と太線径対応強化によるスプリング・
アソート品開発

H30.10.3

2557 松澤精肉店 松澤　秀男 東茨城郡大洗町大貫町８２
観光客の食べ歩きに対応した大洗惣菜シリーズの
開発

H30.10.30

2558 パインリーフ 松葉　芳美 水戸市島田町９８－４ H30.10.18

2559 有限会社ちゃいなはうす 成島　和義 取手市駒場３－９－２１ H30.10.18

2560 Flower Girl & More
花のある豊かな生活を提案するコンセプトショッ
プの開発

H30.10.18

2561 有限会社ホリー 堀越　薫 つくばみらい市細代４３１
多種類のスタイルを組み合わせたツインスタイル
カーテンの提供

H30.10.29

2562 株式会社ひのでや 瀧　喜一 H30.10.29

2563 有限会社鈴山自動車 作山　智 水戸市下大野２０９３－３
お客様とスタッフとの会話がはずむ自動車整備工
場への変革

H30.10.29

2564 株式会社エス・ジーシー 富田　浩幸 結城郡八千代町東蕗田９７０－１
木造軸組のJSメタル栽培ハウスの開発と第二創業
のきくらげの栽培

H30.11.1

2565 鈴建工業 鈴木　智 牛久市牛久町２５１４－６ H30.11.2

2566 江夏商事株式会社 江夏　立万里 牛久市中央４－１７－８
農業用廃シートに最適なリサイクル手法の確立と
プラスチック製品化

H30.11.2

2567
株式会社品川コーポレーショ
ン

品川　卓也 牛久市ひたち野東１－２９－４ H30.11.2

2568 鮨と旬の味　弥七 佐藤　渡 龍ケ崎市２８６３－８
寿司屋、和食店としての強みを活かした施設向け
加工食材の提供

H30.11.2

2569 合同会社ＹＥ・ビジネス
大人向け英会話受講システムの開発による授業の
充実と教室運営の効率化

H30.11.2

2570 牛久サーパスゼミ 成田　秀一 牛久市田宮３－３－４１
子供の学習に関する情報提供を中心とした保護者
向けサービスの充実

H30.11.6

2571
有限会社三協インターナショ
ナル

荊　華 土浦市川口１－３－１３２
主に中小企業を対象とした，計量器（分銅）分野
でのリニュアル市場の創出

H30.11.6

2572 テイクアウト専門店　楽縁 矢口　秀臣 つくば市松野木９３－３
地域の子育て世代のニーズに対応する「無添加&グ
ルテンフリー」商品の開発，提供方法の導入

H30.11.6

2573 南部珈琲 南部　豊 牛久市刈谷町３－１５－２
お客様オリジナルのパッケージデザインを施した
ドリップバッグ／コーヒーバッグの開発

H30.11.6

2574 有限会社上野屋酒店 上野　三男 取手市宮和田１１７３－１５
酒類を中心としたイベントプロデュース事業の開
始

H30.11.28
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2575
株式会社ウッドスタイルホー
ム

真中　康 坂東市上出島４４９
ペット共生住宅サービスの商品化による新たな需
要の開拓事業

H30.11.28

2576 富田屋 宮田　洋二 筑西市伊佐山１６０－１１
菰樽の新たな価値を提供するインターネット販売
事業の開発

H30.12.10

2577 株式会社丸昌 北田　承治 坂東市生子２３２５
複雑化したパイプ粉砕材を活用したリサイクル塩
ビパイプの製造プロセスの革新による工業用部材
市場への参入

H30.12.10

2578 あけぼの洋装店 坂東市岩井４６５８－２
入学準備品のワンストップ提供サービスによる学
生需要の獲得

H30.12.10

2579 株式会社新興運輸 倉持　昌弘 坂東市生子新田８２６－１
運行管理補助者の派遣による早期・夜間点呼業務
の支援サービスの展開

H30.12.10

2580 株式会社筑波工房 関本　生次 石岡市吉生２１４－２
展示スペースの確立とオーダー家具のネット受注
体制構築による販路開拓

H30.12.10

2581 株式会社サンテクノ 西村　真理子 行方市芹沢９９５－１
歯科治療機器の海外向け製品開発と直接・間接輸
出の開始

H30.12.10

2582 株式会社フジヨシ 飯田　美名子 筑西市小川１３９１－３５８
人と企業の未来を支援する「キャリアサポート」
事業の開発

H30.12.10

2583 そば処まるじゅう 菊池　治 筑西市伊佐山１６４－７ 梨の魅力を訴求する万能調味料の開発 H30.12.10

2584 志な乃 名取　勝洋 常総市中妻町９３－２
鴨汁そばキットの開発と顧客ニーズに対応した店
舗づくりによる地域顧客の獲得

H30.12.18

2585 クサマ産業株式会社 草間　充春 常総市水海道森下町４５２６ H30.12.18

2586 JOYNT automobile 南城　隆一 古河市東本町１－１２－３
「大人の遊び心に刺激を与える」再生型ビジネス
モデルの構築

H30.12.18

2587 ログ建築株式会社 飯田　厚史 笠間市上郷７６３
自社オリジナル木工製品で癒やしと実用を兼ねた
「病院と連携した高齢者向け有料住宅」事業の開
始

H30.12.28

2588 深谷ナーセリー 深谷　加津子 桜川市堤上４０７－２
クローン技術を活かした育苗受託事業と水草の
ネット販売の開始

H30.12.28

2589 増田石材工業株式会社 増田　一 桜川市大国玉２０４８－１
各家庭等に眠っている石材等を回収し再び世の中
に出す石材再生事業の開始

H30.12.28

2590 ふきのとう 坂東　秀樹 鉾田市借宿２２２４－８３
「屋台村」型飲食店集積の企画運営と店舗移転を
通じた新規顧客開拓

H31.1.16

2591 内山自動車 内山　幸樹 行方市青沼５６５－１
「中古車再生サービス」の提供による中古車売買
事業の拡充

H31.1.11

2592 関デンキサービス株式会社 関　典孝 笠間市笠間１５３９
２種類の家電レンタルサービスの提供による顧客
接点の強化

H31.1.11

2593 ボルテックス 藤枝　国博 笠間市下郷９９２－２６５
プロジェクションマッピングを活用したエンター
テイメント性の高いボルダリングプログラムの開
発

H31.1.11

2594
フィッシングリゾート株式会
社

茅根　佳和 笠間市湯崎１０９９－５
女性顧客【釣りガール】向け体験と食のメニュー
新設による売上向上事業

H31.1.11

2595 株式会社タナカヤ 田中　一成 桜川市岩瀬１１３－３
山桜の観光客へ旅の記念品作りと桜をテーマにし
た宝飾商品開発

H31.1.11

2596 木村製作所 木村　暁 桜川市東飯田３８６－１
ロボット部品市場における顧客要求水準を満たす
ための加工技術の構築

H31.1.11

2597 かわすみ施術院 川澄　秀昌 桜川市友部１６０５－１
整体，鍼灸，エステを融合した身体の内外から美
容を追求する施術内容の提供

H31.1.11

2598 興ちゃん亭 磯　興 桜川市山口３０６－１
視覚的にお客様を楽しませるメニューづくりによ
るディナータイムの強化

H31.1.11

2599 大和車輌株式会社 長島　恵一 桜川市大国玉６０３２－２ お買い物も楽しめる体験型観光販売施設への変革 H31.1.11

2600 有限会社桜井工業 桜井　裕一 下妻市谷田部８９－１
ドラム缶再生工程におけるドラム缶・廃液のリサ
イクル化

H31.1.21

2601 持丸自動車株式会社 持丸　將夫 笠間市泉２３８７－３
外車の整備・重度故障修理対応ができる工場への
変革

H31.1.21

2602 竹寿司 瀧田　好廣 桜川市磯部３－２ H31.3.5
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2603 野口自動車整備工場 野口　智 桜川市友部１８２１－１
茶道の雰囲気や地域文化を感じさせる店舗による
お客さまとの接点づくり

H31.1.22

2604 有限会社歌舞伎あられ池田屋 池田　裕児 取手市山王２６６
米文化・餅文化を発信し、地域を盛り上げるため
の体験型新業態店舗の開発

H31.1.21

2605 株式会社協和ハーネス 谷中　利行 筑西市横塚１７９－１
圧着加工技術の革新によるワイヤーハーネスのコ
ンパクト化と短納期化の実現

H31.1.30

2606 沼田茶舗電子タバコ店 沼田　成昭 水戸市元台町１４７１ 電子煙管の開発・販売による新規顧客獲得 H31.1.21

2607 有限会社メガネのハシモト
趣味の需要に対応した体験型セレクトショップの
開発

H31.1.21

2608 櫻井洋菓子店 櫻井　淑行 土浦市大町６－５
飲食店の付加価値向上を支援するフランス菓子の
卸売事業の展開

H31.1.21

2609 株式会社FRONTIER GATE 苦瓜　一斉 守谷市松ヶ丘６－６－１
人材獲得のためのクラブチーム組成サービス（FG
クラブ制度）

H31.1.22

2610
有限会社リカーショップスド
ウ

須藤　利明 つくば市谷田部２９８５－２
地域の魅力づくりに貢献するつくば産ワインの育
成事業の展開

H31.1.21

2611 ラーメン香月 赤荻　俊明 下妻市若柳甲５６１－５
当店オリジナルの多加水餃子の製造工程を自動化
し，ジャンボ餃子を中心とした卸売りやOEM分野へ
の進出

H31.1.21

2612 Hair Salon Iijima 飯島　勝貫 水戸市鯉淵町５０４３－２６
女性向け小顔矯正＆本格シェービングなどの美容
サービスを提供するユニセックスサロンへの新展
開

H31.1.21

2613 H31.3.5

2614 川岸屋 柴田　雅則 常陸大宮市北塩子１７８６－１
希少米の赤米を使用した新たな地域産品の開発、
製造、販売事業

H31.1.21

2615 有限会社プラネッツ 倉田　稔之 常陸大宮市北町９１
風呂敷を用いたインテリア製品の開発・製造・販
売による売上向上事業

H31.1.21

2616 有限会社山下工務店 山下　建寿 猿島郡五霞町冬木１８２６
伝統構法×在来工法による茨城県産杉を使った美
しい木組みの家の提案

H31.1.21

2617 有限会社グリンハウス小山 小山　茂 古河市長左エ門新田９６３－４２
ハーブ生産者によるエディブル・フラワー（食用
花）事業の展開

H31.1.22

2618 有限会社森田加工所 森田　有宏 猿島郡五霞町川妻６１９
二重構造フィルムの接合力強化および縫製技術の
確立

H31.1.22

2619 伊師工業有限会社 伊師　雄一 那珂市向山１２７７－６
曲げ加工ラインの高度化による収益性改善と脱下
請けのための新事業開発

H31.1.22

2620 Bikeバディ 飯塚　弘之 守谷市けやき台４－１９－１４
県外のバイク店に対する「品揃え・仕入れ機能」
強化支援サービスの提供

H31.1.22

2621 株式会社ラソス 清水　嘉莉
守谷市百合ヶ丘３－２６５３－１
９

個人客向け完全オーダーメイド照明の提供と多機
能型「ショールーム」開発

H31.1.22

2622 sinamonn 赤澤　裕美 猿島郡境町１１５５－８６ 茨城県産食材を活用した地産地食カフェの展開 H31.1.22

2623
株式会社ケアタイムクリエイ
ト

内野　典子 鹿嶋市城山４－２－７
カウンセリングシステム整備を通した新たな人材
確保

H31.2.4

2624 田舎はちみつあかぼっけ 松沼　孝行 猿島郡五霞町小手指７２３
「茨城の四季を彩る無添加天然ハチミツギフト
セット」の提案とオートシッププログラムでの販
売

H31.1.22

2625 稲葉自動車 稲葉　善一 猿島郡五霞町小手指９２２－２
「温熱」「消臭抗菌」「清浄な空気」など車内空
気の快適性を向上させるサービスの開始

H31.1.22

2626 酒寄塗装 酒寄　賢 桜川市真壁町椎尾１７２３－２
顧客ニーズに応えた塗装によるアートな空間づく
りのお手伝い

H31.1.22

2627 シェアリッチ株式会社 阿久津　太郎 古河市恩名２３７３
事業者の集客を支援するためのコンサル事業およ
び利用者目線にたったサイト運営事業の開始

H31.1.30

2628 石山製茶工場 石山　嘉之 猿島郡境町大歩２５６
ドライバーに癒しと元気を与えるブレンドティー
を詰め合わせたリフレッシュドライブセットの販
売

H31.2.21

2629 割烹ひさし 並木　久
猿島郡境町１００７番地山神町住
宅A棟-３０１

一口の中に感謝と健康と至福を感じる「ばぁーば
のお心幸」の販売

H31.2.12

2630 K3Cafa 安宅　確英 鹿嶋市宮中２３１４－３
鹿行の歴史と味を楽しめる移動販売事業による売
上拡大

H31.2.4
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2631 藤田青果店 藤田　節子 筑西市新治２００３－２ H31.2.4

2632 有限会社フジ住建 藤枝　謙一 水戸市小林町９０２
近隣のクラフト作家とのコラボレーションとコン
ペ形式の採用による、新たなリフォーム事業
「F.CRAFTED HOUSE」の展開

H31.3.5

2633 有限会社小林自動車 小林　力 古河市諸川３６９ H31.3.13

2634 オートガレージトミヤマ 冨山　雄也
常陸大宮市鷹巣１３９５－７市営
鷹巣原住宅１１号

車両全塗装の対応化によるコレクターや愛車層な
どの新規顧客の獲得事業

H31.3.5

2635 H31.3.5

2636 さくら葬祭 杉山　正夫 日立市小木津町３－６－２
大切な人の想いを繋ぐおもてなしサービスによる
新しい葬儀運営方式のご提案

H31.3.27

2637 H31.3.5

2638 有限会社城北工機 関　信彦 東茨城郡城里町上圷５９６－１
アウトドア関連のヘビーユーザーの期待にも応え
られる新業態店舗の開発

H31.3.5

2639 有限会社桂雛 小佐畑　孝雄 東茨城郡城里町阿波山１１８６
雛人形の素材と縫製技法を用いたインテリアとし
ての「Kasane frame」の開発

H31.3.5

2640 理容染谷 染谷　薫 北相馬郡利根町立木２１８２－６ 女性客向け理容室への業態転換 H31.3.8

2641 有限会社アーテック 鈴木　和夫 龍ケ崎市南ヶ丘４－１１－１ インターネットを使った日本製ハサミの海外展開 H31.3.5

2642 パティスリー301 赤塚　有美 龍ケ崎市平台４－１７－１８ ケーキ教室の生徒を採用した洋菓子の販売 H31.3.8

2643 いばそう企画有限会社 林　三弘 日立市川尻町５－３５－９
オリジナル葬儀サービスを最適化する葬祭場のリ
ニューアル

H31.3.8

2644 まさきや 須藤　敏子 那珂郡東海村豊岡４２８
顧客の要求に応じたプログラムを用意したカイロ
プラクティックの提供

H31.3.8

2645
文化シャッター日立販売株式
会社

佐藤　高雅 那珂郡東海村舟石川駅東
ドアとシャッターが体感できるショールームによ
る客単価の向上と顧客の獲得

H31.3.8

2646 政木屋 根本　廣子 H31.3.5

2647 古河加圧トレーニング 森　正郎 古河市三和２００－２
出張型＆外部インストラクター養成による新たな
集客の仕組みの構築

H31.3.5

2648 旅館友の湯 川村　孝美 北茨城市平潟町４９３
茨城県の県魚であるヒラメを使ったコース料理，
名物料理の提供

H31.3.5

2649 有限会社神永製作所 神永　勇治 北茨城市中郷町足洗１１６
本業の組立ノウハウを活用した派遣業から委託業
への業態転換

H31.3.5

2650 フラワーショップ美華 杉本　由美 潮来市日の出５－２４－２０
店内にいるだけで癒やされるカフェスペースを備
えた新業態花屋の展開

H31.3.13

2651 株式会社鈴木工業所 鈴木　寿博 石岡市正上内１１－５ 最新型ベンディングマシン導入による経営力強化 H31.3.13

2652 テッテ 稲葉　裕美 全身使える石けんシャンプーと酸性リンスの開発 H31.3.13

2653 株式会社TEN WORLD 鈴木　要 かすみがうら市上稲吉１５４８
介護施設を活用した障害児童向けの放課後デイ
サービス

H31.3.13

2654 便利屋ニーズ 大湊　伸宏
下妻市下妻丁４３２　シェルガー
デン大日２０１

断捨離支援・預かりサービスによる断捨離の楽し
さ提供

H31.3.13

2655 常陽交通株式会社 小澤　智子 小美玉市野田２９１
小美玉市内及び近隣観光地（隠れた旅行穴場ス
ポット）の企画提供と観光バス手配事業

H31.3.13

2656 鍼灸院ヴィアーレ 荒川　素俊 取手市戸頭７－７－２６－５０１ H31.3.25

2657 株式会社ラッズ 渡邉　直太
かすみがうら市下稲吉１９６２－
５

ICTを使った受注システムの導入と生産性向上によ
る下請け体質からの脱却

H31.3.13

2658 REPLAY 菊池　典久 下妻市下木戸２９４－１
無垢材を使用したアメリカンアンティーク調の家
具生産

H31.3.13



○平成30年度経営革新計画承認企業一覧（平成31年3月29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

2659 小口設備工業株式会社 小口　泰永 下妻市今泉１３０－１
漏水時、風呂リフォーム時、災害時の水の補給
サービスの提供

H31.3.13

2660 株式会社ハウスプラスラヴィ 小林　嘉樹 結城郡八千代町東原１２１－２
サロネーゼをターゲットとするサロン・ショップ
付きハウスの開発提供

H31.3.13

2661 プラチナム 斎藤　毅 常総市新石下３７６２－９
ヘアメイクを軸にした記念日のトータルサービス
事業の展開

H31.3.14

2662 青春餃子 石川　昇太
常総市森下町４４１５－２ベル
フォーレ北水海道２０２

イベント向け新商品開発を通じた「餃子専門店」
の浸透による売上拡大

H31.3.14

2663 うまごや 坂口　強 鉾田市串挽１８４９－３２
家族層の食事ニーズ取り込みによる平日稼働率の
向上

H31.3.14

2664 机きのこセンター 机　洋一 鉾田市舟木５１－１６１
中食マーケットや飲食店等に向けた調理済シメジ
の開発提供

H31.3.13

2665 高塚流通株式会社 高塚　孝一 結城郡八千代町平塚３３６１－２
専門性の高い営業倉庫として危険物倉庫事業への
参入

H31.3.14

2666
株式会社ラスタオートカンパ
ニー

飯田　孝史 つくばみらい市小張４１２５－１ H31.3.14

2667 有限会社小沼農機商会 小沼　恵美子 鉾田市鉾田２３８９－１ 農家の後継者紹介サイトの運営による顧客開拓 H31.3.14

2668 トータルリペアアトリエK 黒木　良明 鉾田市当間１４６９－２２
新整備工場の建設と新タイプメンテナンスサービ
スの提供

H31.3.14

2669
ハンドメイド雑貨のお店
キャトル

竹内　礼子 鹿嶋市港ヶ丘１１４０－５１
名店での食事会付きハンドメイドワークショップ
の開催

H31.3.15

2670 鹿島製菓株式会社 大槻　和行 神栖市知手中央３－４－８ フレッシュメロンパン等の新商品の開発 H31.3.14

2671 株式会社森下鉄工所 森下　兼信 日立市若葉町１－７－１
大型ワーク対応型専用工場の開設による超大型・
大型建機需要増の独占

H31.3.14

2672
株式会社フォーエバーシステ
ム

寺田　浩易
常総市水海道宝町３３８５－３
釜初ビル２F

スマホで撮影した写真を特定のパソコンやスマホ
に転送するシステムの開発

H31.3.14

2673 Aroma Choeur 清永　一美
つくばみらい市野掘６１１－２５
５

H31.3.15

2674 ヘルシアプラス株式会社 浅沼　重夫 つくばみらい市豊体１１４１－３
「お米と暮らし」を発信する雑穀米と新鮮野菜の
専門店の開発

H31.3.14

2675 合同会社クレアシード 岡野　佳典 潮来市上戸２６７ H31.3.22

2676 タキマテック株式会社 小瀧　真人 神栖市筒井１７５８－２ H31.3.14

2677 株式会社エムディー 椎名　規夫 取手市山王８７－１ H31.3.14

2678 トータルインテリアいそやま 磯山　昭仁 下妻市坂井１５８
壁紙工事Online-Offline教室と資材販売・SOS出張
による個人客開拓

H31.3.14

2679 Calla 小林　道子 神栖市平泉３０２－３５－１０２
独自開発「減痛メンズ脱毛」技術を活用した男性
エステサービスの提供

H31.3.14

2680 有限会社砂場 帯谷　智広 神栖市知手１７６－６ かわり蕎麦湯の開発による蕎麦湯好き顧客の開拓 H31.3.14

2681 うおふね 長洲　良男
東茨城郡茨城町下石崎２２６２－
３

うおふね「しじみ茶屋」の店内設置による経営革
新

H31.3.14

2682 さまた接骨院 佐間田　仁 東茨城郡大洗町磯浜町１４６
「さまた接骨院お手伝い係」の新設による集客力
の向上

H31.3.25

2683 勝田モータース 黒澤　栄治
ひたちなか市笹野町３－１２－２
１

自動車利用形態の変化に対応した「カーステー
ション」への業態転換

H31.3.25

2684 株式会社G-TECH 藤森　毅 東茨城郡茨城町駒渡５５１ 独自の日本仕様トレーラー事業による経営革新 H31.3.14

2685 株式会社スマイルタウン 大須賀　真寛 東茨城郡茨城町長岡３９６８－２
高齢者に適した栄養価と食べやすさを実現したパ
ンの開発・供給事業の開始

H31.3.14

2686 株式会社オスク 大野　剛 那珂市菅谷６０５－３０
短時間・未熟練労働者を活用したベースキャンプ
型出張所の開発

H31.3.14
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2687 月待の滝　もみじ苑 大関　仁 久慈郡大子町川山１３４８ 月待の滝の雰囲気が味わえる空気の缶詰の販売 H31.3.25

2688 弥満㐂 黒崎　昇 久慈郡大子町大子７４１－１
需要変動に応じてコンロ数を換える生産方式の導
入

H31.3.22

2689 株式会社STYLE de STYLE 作山　太一 高萩市上手綱１５７０
祈願成就フラワーボックスの拡販による新たな生
花市場の創造

H31.3.22

2690 インディゴガーデン 佐々木　均 高萩市島名２２１５－１
癒しと清潔を演出するサービス業向けグリーンレ
ンタル事業

H31.3.22

2691 株式会社根本総業 根本　裕士 行方市四鹿１１
瓦ガーデンパークを活用した個人宅ガーデニング
の設計施工事業

H31.3.22

2692 焼肉くにきや 市村　国生 桜川市西桜川３－３７ 野生味を味わえる山小屋風焼肉店づくりへの挑戦 H31.3.22

2693 菓笑堀江製菓 堀江　誠 東茨城郡茨城町常井６７５－２２
和菓子作りが体験できる「作業風景が見えるプチ
弟子体験型店舗」の開発

H31.3.22

2694 株式会社テイクワン建設 武川　敏夫 石岡市総社１－１０－１０
「伝統木構造」の技術を活かし、子育て世帯のラ
イフスタイルに合った「TAKE・１住宅」の開発と
販売強化

H31.3.22

2695 袋田食品株式会社 高村　博美 久慈郡大子町袋田２２４７－５
生とろ刺身コンニャク移動販売によるローリスク
型大都市市場攻略

H31.3.22

2696 有限会社永福 小玉　永二 久慈郡大子町池田７１４
奥久慈しゃもの生肉販売と店内バーベキューの仕
組み作り

H31.3.22

2697 ダイアナフェミニン 土浦市大畑６４９－１
美しいプロポーションを保つための新しい展示体
験型店舗づくりによる新規顧客の獲得強化

H31.3.22

2698 株式会社Iwasaki 岩崎　啓子 石岡市山崎３１４４－１７
地元野菜で生徒の健康と食育を応援！”やさと塾
カフェ”の展開

H31.3.22

2699 カーペインターズ 松田　典之 石岡市高浜２４２－２
自社塗装技術を駆使したアグリブランドカラーリ
ングサービスの開発と展開

H31.3.25

2700 Free Style 飯島　さやか
美容室としての強みを活かしたオリジナル祭り着
の制作販売事業の展開

H31.3.25

2701 有限会社坪井製作所 坪井　利行 筑西市一本松１５４ H31.3.22

2702 埼玉運輸倉庫株式会社 土田　次郎 古河市久能１３７８ H31.3.25

2703 有限会社石井畳工業 石井　浩 ひたちなか市栄町１－９－１８
何処でもごろ寝を可能にする「くつろぎごろ寝
畳」の開発・販売

H31.3.25

2704 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核とした心身ともに健康に老
後を過ごせる老人ホームの開設

H31.3.25

2705 長治園 長塚　文志 常総市馬場４８７ 無農薬煎茶の高級ブランド化 H31.3.25

2706 ヘアショップ　マ・スリーク 大川　高賜
ひたちなか市津田２０３１－５０
４

「ヘアー&リラクゼーション理容業」の業態開発 H31.3.25

2707 mahana 川俣　裕一 笠間市大渕１５５３－９
美容室におけるHigh & Low Mixマーケティングを
確立し、若年層、高齢層への同時アプローチを展
開

H31.3.25

2708 やきとり来恩 波見　則子
ひたちなか市新光町２３－６－４
－３

夜の「焼き鳥専門店」と昼の「ラーメン専門店」
のリバーシブル店舗運営

H31.3.25

2709 株式会社佐藤精機 佐藤　功 那珂市本米崎２９３９－５１
最新鋭ベンディングマシン導入と金型開発による
鈑金部品の新製法導入

H31.3.25

2710 有限会社寿し長 氏家　孝之 石岡市国府３－１－３ H31.3.25

2711 印度屋らんがる 赤津　友美 ひたちなか市市毛８２８－１０ インド・バザール型ショップの開店 H31.3.27


