
○令和元年度経営革新計画承認企業一覧（令和２年３月３１日現在）

番号 企業名 代表者 所在地 経営革新テーマ 承認日

2712 二葉じかん 渡辺　秀樹 筑西市岡芹899-6
犬同伴のお客様に向けたサードプレイスカフェの
展開

R1.5.9

2713 株式会社BLEND 桜井　雄馬 土浦市中央2-4-27　中央ビル2F プルエクステ技術の提供 R1.5.9

2714 株式会社魚兵水産 磯崎　俊宏 ひたちなか市平磯町289-2 QRコードを使った新たな事業戦略 R1.5.9

2715 芳州園歯科医院 岩田　英樹
セラミック材補綴物の院内3D加工及び皮膚科と連
携した新歯科治療サービス

R1.5.9

2716 有限会社楠見材木店 澤畑　佳宏 那珂市瓜連579-1
ヒノキ廃材を活用した健康・衛生商品の開発・拡
販

R1.5.14

2717 有限会社高木建材店 高木　清美 水戸市河和田町3735-10
DIYキット販売及び養成講座によるアマチュア職
人育成と現場への紹介

R1.5.14

2718 有限会社日青工業 青木　一郎 稲敷郡河内町生板鍋子新田1841-3 R1.5.15

2719 ツカサ食品株式会社 斉藤　敏孝 かすみがうら市柏崎843
凍結・解凍技術を取入れた解凍生シラウオ・ワカ
サギの通年販売

R1.5.15

2720 有限会社弘和工業所 関根　志郎 常総市水海道諏訪町3157-2 R1.5.20

2721 有限会社中川製作所 中川　光一 古河市東山田3203-2 R1.5.20

2722 株式会社サンロール 中川　恭一 つくばみらい市板橋3063-1
新たな弁当製造プロセスの確立による高齢者施設
向けの配食サービスの販路拡大

R1.5.28

2723 株式会社大三 塚本　茂 つくば市筑穂2-1-2 R1.5.28

2724
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 生産性向上及び新しい障がい者雇用の創出 R1.5.28

2725 株式会社島田製作所 中西　隆之 常総市坂手町5655-8 R1.5.28

2726 飯泉自動車 飯泉　健太朗 桜川市真壁町亀熊164-17 R1.5.30

2727 R1.5.29

2728 有限会社三栄 牧野　晃一 那珂市戸崎1606-2
廃車部品を活用したトラックパーシャルメンテ事
業

R1.6.18

2729
Office Rio Total Beauty
School

阪上　利恵 ひたちなか市東大島3-15-14-101
「MC・リポーター付き動画」による商品・サービ
ス広告支援事業

R1.6.19

2730 有限会社日立メカトロ商事 志賀　浩 日立市宮田町1-3-38
自動校正技術の確立と，その技術を用いた高精度
水平器の開発

R1.8.7

2731 CustomShop FARAD 伊達　康慈 桜川市真壁町田431-2 近隣顧客ニーズに沿った営業形態へのシフト R1.8.7

2732 株式会社鈴木建設 鈴木　恵一 土浦市3-2-41
デザイン性と利便性を兼ね備えた独自構造を持つ
ドアの開発

R1.8.7

2733 久米たたみ店 久米　厚生 東茨城郡茨城町近藤95-4
介護施設・介護家庭向け「安全性の高い畳空間」
提供サービスの開始

R1.8.9

2734 IMC株式会社 並木　俊一郎 古河市東山田2635-1 錆びない・腐らない耐久性の高い鳥居の事業化 R1.8.30

2735 有限会社きらら館 岡部　雄一 笠間市笠間逆川2258-1
店頭訴求力の高いリアルな焼き立てパンの追求に
よる売上向上事業

R1.9.20

2736 大和田工務店 大和田　朋緒 水戸市小泉町872
大工による「主婦目線の家事や子育てしやすい家
づくり」の提案

R1.9.27

2737 株式会社アイヤマ観光 相山　隆司 常総市蔵持742-1
観光バス事業のノウハウを活かした代行事業への
進出

R1.9.27

2738 中華蕎麦はざま 間　陽祐 つくばみらい市筒戸1873-3 R1.10.2

2739 トーヨーレンタカー株式会社安達　博司 土浦市真鍋5-16-34
あらゆる利用シーンへ適応するレンタカー店舗へ
の変革とリース事業への参入

R1.11.5



2740 有限会社伊勢屋 岩崎　照雄 牛久市田宮町188-2
彩り豊かな助六寿司の開発と生産性向上による土
産品開発

R1.11.5

2741 株式会社コタジマ総建 古田島　健二 牛久市岡見町2065-8
住まいの快適な温度空間づくりサポートサービス
の新提供

R1.10.25

2742 有限会社イイジマ 押尾　陽 取手市取手1-5-13 共同ディスプレイ＆共同ＰＲ型店舗への変革 R1.11.5

2743 絵画教室アトリエ雅 須賀　竜雅 牛久市さくら台4-14-3
絵画教室とヨガ教室の長所を融合させた「健康寿
命を延ばす」ことを大切に考えるハイブリッド型
教室の新展開

R1.11.5

2744 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
３Ｄプリンタを駆使した福祉用具の修理・改良事
業の展開による販路開拓

R1.11.5

2745 澤田茶園 澤田　臣男 牛久市女化町30 もち麦の生産と加工品開発 R1.11.5

2746 株式会社リモデル・プロ 横田　稔 牛久市猪子町995-209 R1.11.5

2747 特級鶏蕎麦　龍介 浅野　明仁 土浦市大岩田2465-6
独自製法麺の供給による新たなフランチャイズシ
ステムの構築

R1.11.7

2748 阪田ストアー 阪田　太衛 牛久市中央3-33-10
一般家庭向けに当店独自の「ウッシーいとうの配
達サービス」の開始

R1.11.7

2749 有限会社ホリー 堀越　薫 つくばみらい市細代４３１
高齢者施設利用者の快適空間を創造する新機能
カーテンの開発

R1.11.7

2750 株式会社萬屋商店 荻沼　勝 水戸市島田町2251-3
安全性を確保し，美味しさを維持した「涸沼レト
ルトしじみ」の提供

R1.11.14

2751 福住石材店 福住　輝治 水戸市小泉町921-1 R1.11.14

2752 リサイクルショップはじめちゃん壹岐　一 東茨城郡大洗町磯浜町6965-2
生活環境を改善する為の新しいお片付けサービス
の開始

R1.11.18

2753 株式会社こうじや 鈴木　章弘 水戸市大場町732-1
先端計量機と充填装備の新規導入による小容量培
養土・肥料の㎏表記販売の開始

R1.11.15

2754 有限会社中台 中薹　義浩 土浦市桜町2-12-3
Web上でシミュレーションできるオーダー弁当の
開発とレトルトカレーのバリエーション強化

R1.11.20

2755 株式会社出澤産業 出澤　賢治 水戸市東前町1123-5 R1.11.20

2756 有限会社ゆば本舗 高村　博美 久慈郡大子町袋田2698-8
凍みコンニャクの製造技術を応用した豆乳入り美
容スポンジの開発・販売

R1.11.26

2757 鹿島物流株式会社 宮﨑　周二 神栖市南浜1-1 R1.11.26

2758 株式会社easypeasy 太田黒　誠 守谷市松ヶ丘3-11-24 「easy-sustainシリーズ」の開発とBtoB販路開拓 R1.12.12

2759 鮨源 鈴木　孝 取手市浜田122 R1.12.16

2760 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
既製品としての「パネル型ホルミシスルーム商
品」の開発・提供

R2.3.2

2761 合同会社315 山口　俊 筑西市岡芹1298-2 R1.12.19

2762 大黒家 圷　誠一 東茨城郡茨城町奥谷47-3
地域の団体グループが動画と音声で楽しめ、かつ
団体ＰＲの場として活躍する会食空間づくり

R1.12.25

2763 株式会社くりばやし 栗林　亮太 桜川市岩瀬14-2
当店独自のイベント演出＆プロデュース「おかも
ち」事業の開始

R2.1.6

2764 ひろ寿司 飯嶋　洋 桜川市南飯田882 R2.1.6

2765 深谷石材 深谷　治子 桜川市堤上428 農園展示場の開発による石材商品の販売強化 R2.1.6

2766 風月堂 藤田　正照 日立市十王町山部1665‐3 練り切りの実演販売と体験ができる店舗の運営 R2.1.10

2767 有限会社おその江 小薗江　利之 那珂郡東海村舟石川832‐2 買物弱者を対象にした移動販売のシステム構築 R2.1.10

2768 Videally 斎藤　博亮
イノシシ肉を使ったペット用ジャーキーの作成と
販売

R2.1.15



2769 佐川製作所 佐川　敦史 久慈郡大子町浅川3157-3
フライス加工とドリル加工を組合せた一貫生産体
制の構築

R2.1.15

2770 white iris 深山　陽 つくば市要1-18 『ヒトの魅力を訴求する』しごとフォトの提供 R2.1.22

2771 Smart Solutions株式会社 プレーヴェ　ティル
つくば市二の宮4丁目1-26　大洋テナント
201号

降霜予報システムの開発 R2.1.22

2772 S'PIGEON 長澤　佳子 筑西市高津115 美容業の強みを活かしたインテリア事業への参入 R2.1.22

2773 飯野工業株式会社 飯野　和子 つくば市高良田375-1 R2.1.22

2774 くるま工房笠間株式会社 島内　良二 笠間市住吉1567-33 R2.1.27

2775 有限会社せきぐち総合サービス関口　明広 潮来市潮来99-24
遺品整理と特殊清掃をワンストップで提供する家
財整理専門業者への変革

R2.1.27

2776 daigo café 笠井　英雄 久慈郡大子町下金沢215-1
大子町特産の材料を使ったクラフト商品の開発・
販売と広域ネットワークの構築

R2.1.27

2777 藤田観光りんご園 藤田　卓 久慈郡大子町下浅川400
林檎の6次産業化をとおして通年営業できる直売
所の開設

R2.1.27

2778 有限会社玉木 木村　健 猿島郡五霞町大福田209-1
専用移動販売車を活用した一般消費者向け販売の
強化

R2.1.24

2779 株式会社キートス 間中　利久 坂東市矢作2790
自動車リペア技術を活用した住宅リペア事業の展
開

R2.1.27

2780 BMcraft 永田　洸 桜川市大月591
自社ブランド・エアロパーツの開発による販路開
拓

R2.1.28

2781 有限会社エスエスプランニング長沼　昭二 古河市駒羽根8-3
eスポーツカフェをきっかけとした楽しいカーラ
イフの提案

R2.1.28

2782 渡辺石材工業 渡辺　勝 桜川市友部481
コンパクトでありながらデザイン性が高く耐震性
も確保した墓石の提供

R2.1.28

2783 サロン・ド・YOU 齋藤　紀美枝 筑西市舟生1037-2
スピード脱毛サービスを提供する理容室併設の新
型脱毛サロンの開発

R2.2.4

2784 ファーム大畑 大畑　義雄 筑西市西保末193-1
美味しさを保持した冷凍椎茸の開発とその技術を
活かした冷凍カット野菜惣菜シリーズの新提供

R2.2.4

2785 篠崎畳店 篠崎　栄一 筑西市海老ケ島1333
高度な多品種少量生産体制の構築による，畳小物
商品の新規開発

R2.2.4

2786 有限会社マテリアル茨城 寺嶋　利夫 桜川市長方999-5 オリジナル商品「さつまチップ」の商品化 R2.2.5

2787 株式会社イイダ微研 飯田　寿穂 笠間市泉市野谷入会地1-1
迅速な産業廃棄物の一貫処理体制構築による売上
向上事業

R2.2.5

2788 海鮮和食処かもん 萩原　久 桜川市岩瀬1418 R2.2.4

2789 株式会社おおしま 大嶋　繁利 笠間市笠間１７２８
マーケティング4.0の時代の顧客購買プロセスに
働きかけるコミュニケーション（人輪）の仕組み
構築

R2.2.14

2790 株式会社八千代エンジニアリング山本　直美 古河市下大野1551-3
少量多品種生産に適したローコスト小型ドリルマ
シンの開発

R2.2.4

2791 時計職人　富多屋 中山　健治 古河市諸川1109-46
古き良き時計，機械式時計ファンが集まりたくな
る「アトリエ型時計店」の開発

R2.2.4

2792 関養鶏場 関　勝美 古河市女沼218-1
お客様に鶏卵の豊富なバリエーションと選択肢を
提供する商品展開

R2.2.4

2793 有限会社三和ケミカル 内山　純一 古河市尾崎3826-3
充填技術を活かした自社ブランド商品「スイート
ハニー」シリーズの開発

R2.2.4

2794 鈴木自動車 鈴木　明 猿島郡境町61-10
障がい者の夢を叶えるカーライフサポート事業の
展開

R2.2.4

2795 株式会社サクライ 櫻井　幹也 猿島郡境町1613
女性のお客様ひとりひとりに寄り添い，いつでも
笑顔になれるサクラカフェの展開

R2.2.10

2796 株式会社安井商店 安井　正博 猿島郡境町1702-1
「お客様だけのオリジナルビール」を提供する体
験型ビール醸造所の開設

R2.2.10

2797 八千代接骨院境 武笠　望 猿島郡境町489
ココロとカラダの繋がりを大切にするアンチエイ
ジング整体サービスの展開

R2.2.10



2798 有限会社平井自動車 平井　俊行 猿島郡境町649-1
自社の板金技術を活かした先進安全自動車
（ASV）の点検・調整設備の導入による新たな設
備事業の開始

R2.2.10

2799 細谷鮮魚店 細谷　勝夫 桜川市友部270-1 R2.2.14

2800 有限会社サン・ビル 皆川　博嗣 水戸市元吉田町1041-4
多様なニーズに応える低コストでデザイン性の高
い洋風賃貸物件の開発

R2.2.20

2801 有限会社佐藤石材工業 佐藤　忠信 桜川市高幡9
難施工地でも喜んで引き受ける「見える化」した
墓地移転サービス

R2.2.20

2802 ロクタ自動車株式会社 録田　幸裕 水戸市有賀町2150-3
軽キャンピングカーも道具も無料でレンタル！初
心者お気軽楽々キャンプサービスの展開

R2.2.20

2803 NAKトータルサポート有限会社田代　和正 かすみがうら市新治1829-24
中高生向けプログラミング教室とパソコンを活用
した学習塾の開講

R2.2.27

2804 株式会社小嶋木材店 小嶋　正史 かすみがうら市下稲吉1572 銘木の端材を活用した商品開発と販売 R2.2.27

2805 バーアンビシオン 内田　裕志 鹿嶋市宮中2-6-19 R2.2.27

2806 大川農園 大川　喜美 鹿嶋市大船津513
米の食味改善に向けたもみ殻由来の土壌改良剤の
開発

R2.2.28

2807 株式会社愛宕不動産
田舎暮らしの提案とこれを体感できる貸家事業の
実施による自社事業の強化

R2.3.11

2808 株式会社佐久商店 佐久　孝之 かすみがうら市上稲吉1904-1
干し芋農家の温風乾燥法などの新たな需要に対応
した商品開発と販路拡大

R2.3.3

2809 Restaurant & bar Pranzo 飯島　優一 潮来市小泉2059-2 酒販事業への参入による新業態店の開発 R2.3.3

2810 門井米肥店 門井　肇 鉾田市札1742
玄米選別によるコメの等級改善と見た目や食味の
改善サービス提供

R2.3.3

2811 株式会社紫峰エンタープライズ石川　和男 つくば市春日一丁目4-11
全く新しいエステの施術方法と訪問サービスの導
入

R2.3.4

2812 柏製作所 柏　英夫 笠間市吉岡175-16
医療および半導体分野への複雑形状樹脂の生産体
制の構築による売上向上

R2.3.4

2813 SK rhyme DANCE SCHOOL 根本　駿介 鉾田市鉾田1599-2 R2.3.6

2814 大槻ハウジング 大槻　幸之助 鉾田市当間2371-17
高栄養価ファストフードとしての「もつ煮ファス
トフード」の開発

R2.3.6

2815 大野屋 生井澤　郡司 鹿嶋市角折528 スウィーツおさつの開発販売 R2.3.6

2816 ボイス株式会社 遠藤　順 水戸市六反田町499-1
独自のコミュニケーションサービスをきっかけに
した受注の拡大

R2.3.6

2817 お茶のさる山野口園 野口　明良 猿島郡境町猿山147
見る観光から，体験する観光へ！フレーバーティ
のあれこれ教えます！野口園フレーバーティス
クールの開校

R2.3.6

2818 MERCY's COFFEE 大貫　将史
セルフスタンドカフェを備えた新しいスタイルの
おしゃれなコーヒースタンドの開発

R2.3.6

2819 有限会社平賀石材店 平賀　豊彦 東茨城郡城里町石塚809-15
オリジナル商品の開発による自社販売部門「葵
萌」の強化

R2.3.6

2820 株式会社鉾田クレーン工事 川島　一寿 鉾田市下冨田625
プランニングから撤収までの「一貫敷鉄板リース
サービス」の提供

R2.3.11

2821 ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 金子　晃 日立市東金沢町２－１９－３
「女性らしい美」を意識したシニア女性向け理容
サービスの開始

R2.3.11

2822 有限会社辰美 冨永　卓 東茨城郡城里町石塚2239-6
南国をイメージした生活スタイルを提案するライ
フスタイルショップの開発

R2.3.11

2823 有限会社桂農産 安藤　栄一 東茨城郡城里町阿波山８０６ ブランド米を用いた応用の利く玄米粉の開発 R2.3.11

2824 株式会社七会きのこセンター中川　幸雄 東茨城郡城里町小勝１５６０－６
希少きのこの実用的な栽培方法の確立と優良菌株
の開発

R2.3.11

2825 株式会社テラダ 寺田　照男 常総市菅生町4558-2
緑の常陸秋そばの実や粉を使った商品の開発・販
売

R2.3.11

2826 住宅サッシイソノ 五十野　昭一 行方市次木548
個人宅向け「多目的コンテナ温室・ルーム」「温
室ケース」提供事業

R2.3.11



2827 ブラッシュネイルズ 矢生　和美 神栖市波崎7469-5 「LD（Low Damage）プラン」の開発と新店舗出店 R2.3.12

2828 株式会社東シール 東　三智子 猿島郡五霞町川妻1104-1 R2.3.12

2829 花hana 山崎　幸夫 東茨城郡城里町阿波山998-2
客先の売場提案サービスのための花束バリエー
ション供給体制の構築

R2.3.12

2830 株式会社よしや 飯泉　徳雄 取手市藤代384-1
介護施設向け地域の小規模小売店商品の訪問サー
ビスの提供

R2.3.12

2831 株式会社ゆるやか 天ケ谷　桂子 龍ケ崎市佐貫2-20-2 老犬介護セミナーによる顧客及び老犬介護者支援 R2.3.12

2832 関根工務店 関根　昭二 常総市鴻野山新田81
自然乾燥材や古材を使った「木を見せるリフォー
ム」の提案

R2.3.17

2833 株式会社LUCIA 岡　真理子 坂東市弓田2134-1 R2.3.17

2834 吉野農園 吉野　秀一 筑西市玉戸1450
新たな栽培方式の確立による高付加価値トマトの
販路開拓

R2.3.17

2835 ＯＤＤ
ヨーロッパ・ビンテージ雑貨を独自の世界観で提
案するショップの開発

R2.3.18

2836 和菓子工房きくや 木村　健一 坂東市岩井3302-6
自宅で和菓子を楽しみながら食べられる体験型の
商品の開発

R2.3.19

2837 株式会社ＩＪＭ 柏﨑　靖典 水戸市西大野238-1
大型車両対応の「スーパー防錆塗装サービス」の
開発と展開

R2.3.19

2838 ルンカ 戸田　さつき
『安全』と『おしゃれ』を両立する「犬用の迷子
札（飼い主とペットを結ぶ！ 光るお名前リボ
ン）」の開発

R2.3.23

2839 株式会社田中酒造店 小川　せい子 取手市取手2-13-35 R2.3.26

2840 山口畳店 山口　康行 稲敷市江戸崎乙1537-3 R2.3.19

2841 Design lab "Lights" 墳崎　嵩史 稲敷市上君山2812
商品や企業の付加価値向上を支援するデザイン企
画提案事業の展開

R2.3.19

2842 有限会社広瀬製粉 広瀬　誠治 筑西市丙50-5 R2.3.23

2843 松田製茶 松田　浩一 結城郡八千代町水口113
菓子工房の建設による「茶葉食スイーツ」の内製
化

R2.3.24

2844 沢畠電装 沢畠　奨 常陸大宮市若林1373-1 カーバッテリーのロングライフサービスの開始 R2.3.26

2845 河野畳店 河野　正美 常陸大宮市高部4554 R2.3.26

2846 株式会社ユニキャスト 三ツ堀　裕太 日立市大みか町3-1-12
サービスロボットのビジネス活用に特化したプ
ラットフォームの構築

R2.3.26

2847 有限会社割烹錦扇 根本　雄大 ひたちなか市高場1-11-8
サクサク衣の「錦扇白揚げシリーズ」の開発・提
供

R2.3.27

2848 株式会社STYLE de STYLE 作山　太一 高萩市上手綱１５７０ ハウスウエディングから始まる安定顧客開拓 R2.3.26

2849 knot coffee 渡部　光子 守谷市百合ケ丘2-2779-67
生活を楽しむ「コト商品」としての「挽きたて珈
琲（粉）」の販売

R2.3.27

2850 デンタルデザイン　デイズ 戸田　篤 守谷市松前台6-12-1
患者の補綴物コンサルサービスの提供（患者本位
のサービス提供体制の構築）

R2.3.27

2851 ゑびすや 須永　眞士 下妻市大宝668
大宝八幡宮の歴史を感じる「宝デコレーション
氷」と「宝エスプーマお汁粉」の提供

R2.3.27

2852 有限会社キドウファクトリー結束　俊之 下妻市本宗道8-2
高校生向け「ハイスクール減毛エステ」サービス
の提供

R2.3.27

2853 坂入製茶工場 坂入　司郎 常総市篠山６３９
お茶を活かしたオリジナルデザインギフト商品の
開発・販売

R2.3.27

2854 株式会社霞美装 平間　直樹 行方市芹沢931-79
塗料の「劣化シミュレーション」の仕組みを活用
した顧客開拓

R2.3.27

2855 青山 國安　一志 鹿嶋市宮中4679-6
ソフビを原材料とするソフビフィギュアの開発・
製造・販売

R2.3.27



2856 213整骨院 植木　克彦 神栖市矢田部7653-9 介護ヘルパー向け腰痛対策プログラムの開発 R2.3.27

2857 有限会社鹿島自動車ガラス 佐久間　義雄 神栖市奥野谷1996 ASV付車両のエーミング検査サービスの提供 R2.3.27

2858 株式会社笠島造園 笠島　節男 下妻市井古立260
「お庭の洗濯・リフレッシュサービス」の平時・
緊急時提供

R2.3.27

2859 渡辺畳店 渡辺　良夫 下妻市大串56-1
和風から和モダンへの「和モダン・ライトリ
フォーム」の提供

R2.3.30

2860 ヘアメイクAO Hanale 弓弦　亙 R2.3.30

2861 株式会社遠藤製作所 遠藤　賀津雄 坂東市猫実170-2
金型製作の強みを活かした独自射出成型による多
品種小ロット生産の実現

R2.3.30

2862 サンネット株式会社 渡邊　高明 笠間市下郷4439-249 R2.3.27

2863 有限会社秋山食品 秋山　成夫 稲敷郡河内町生板２５７１
有機国産納豆の製造技術を活用した高付加価値PB
商品製造事業への進出

R2.3.27

2864 龍ケ崎のほぐし屋さん 濱野　紗弥 龍ケ崎市入地町388-15
アスリートケアサービスの開発と一般転用による
回転率向上による収益向上

R2.3.27

2865 株式会社大島清吉商店 大島　崇嗣 古河市雷電町１－８３
お茶を身近に感じられる新店舗とお茶の新たな魅
力を訴求する茶寮の開発によるファン創出事業

R2.3.27

2866 株式会社花新 小林　新午 古河市東４－２－７
『飼い主の気持ちに寄り添う』ペット葬祭サービ
スの提供

R2.3.27

2867 ラーメン和なり 藤田　和孝 R2.3.30

2868 株式会社シアメット 小手　彰太 守谷市けやき台3-10-3
企業の認知症介護離職者対策コンサルティング
サービスの提供事業

R2.3.30

2869 株式会CARAZ 伊波　賢一郎 つくば市竹園2-16-17
４０代のお客様が２０年通い続けられるサロンへ
の変革

R2.3.31

2870 株式会社Four C TIMES 飯田　雅一 つくばみらい市富士見が丘4-2-3
地域コミュニティの創出と成長に貢献するクリ
エーターズビレッジの開発

R2.3.30

2871

2872 ONO PAIN 酒井　克巳 北相馬郡利根町布川2828-5 オーダーを頂いてから作るサンドイッチの店 R2.3.30

2873 有限会社加示目 田崎　悦子 稲敷郡美浦村大谷145-3
ＦＣの仕組みを活かした酵素米，酵素野菜の生産
販売事業の展開

R2.3.30

2874

2875 kokoya 薮中　裕一 桜川市山口717
食事としても召し上がっていただけるテイクアウ
ト可能なシフォンケーキの開発

R2.3.30

2876 パティスリーヒカリノ木 星野　真司 日立大宮市鷹巣1004 「もこもこ」の手土産商品としてのブランド化 R2.3.30

2877 合同会社BODY MAKE studio 創福田　理 つくば市学園南3-50-18
独自メソッドを活用したコミュニティ＆インスト
ラクター養成講座の創設

R2.3.30

2878 アイバイオテック株式会社 高橋　真澄 つくば市吾妻4-16-6　105号室
疾病等による就労困難者が活躍できる新たな受託
開発プロセスの構築

R2.3.30

2879 有限会社佐々木縫製工業 佐々木　茂 土浦市西根南町1-8-5 佐々木ソーイングスタジオの開設 R2.3.30

2880 株式会社源 尾見　秀樹 土浦市虫掛3477
「アクセルワイヤー車用」電子式誤発進防止装置
の開発による経営力強化

R2.3.30


