
○令和２年度経営革新計画承認企業一覧（令和３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

2881 なかや工業株式会社 柴田　明 高萩市本町1-28 R2.4.23

2882 大森商店 大森　隆嗣 大洗町磯浜町4322-4
大洗の素晴らしいロケーションを活かした牛乳・乳製品専門
カフェの開発

R2.5.8

2883 有限会社沼田生花 沼田　祐市 石岡市川又388
花のある幸せな毎日をお届け！ 地域初「お花の定期便サー
ビス」の展開

R2.5.8

2884 大竹建設株式会社 大竹　光 取手市小文間5584 R2.5.8

2885 城洋機械株式会社 谷口　節子 桜川市長方1104-5 油圧ホースの内製化による修理力の強化 R2.5.8

2886 有限会社プラップ 木村　明 水戸市河和田町4613-2
顧客のイメージをかなえるアクリル看板開発と小物製作への
チャレンジ

R2.5.8

2887 株式会社大貫測量設計 大貫　淳司 東茨城郡茨城町小鶴115-1 最新解析ソフトを用いた高品質測量データサービスの提供 R2.5.8

2888 岩瀬畳ふすま店 岩瀬　健一 土浦市真鍋4−13−27
洋風畳の製造ライン構築、和モダンリフォーム提案による新
規顧客開拓

R2.5.11

2889 株式会社広報社 香嶋　貴 水戸市酒門町4342-1
デザイン力と加工技術強化による革新的トータルデザイン提
供生産プロセスの構築

R2.5.11

2890 ビューティーショップ鈴屋 取手市新取手2-2-16 R2.5.11

2891 Shadow Power GOLF 難波　政太郎 小美玉市下吉影1329-7
新製品「仮称；DTF（DontThinkFeel）スイング練習台」の開
発及び販売

R2.5.12

2892 ヒロセ米穀 廣瀬　哲也 筑西市下岡崎2-4-1 食事制限米の開発と事業者向け販売の開始 R2.5.12

2893 株式会社ツアーサービス 黒澤　幸子 ひたちなか市馬渡1247
フルカスタマイズ型海外旅行を支援する「旅行会社紹介サー
ビス」の提供

R2.5.15

2894 喜作 嶋田　洋匡 土浦市神立中央1-12-20
新顧客層の獲得をめざすメニュー開発（すっぽん料理）と，
店舗の認知度を上げる複合的な経営改革

R2.5.15

2895 有限会社岡友機設 岡野　友也 日立市相賀町17-3 自社で作成した機械図面に関するものづくり工程の取り込み R2.5.20

2896 株式会社ルブラン 磯崎　啓一郎 水戸市千波町370
茨城の美味しいフルーツや野菜を使った体にやさしいゼリー
とCAKEの創造

R2.6.10

2897 水戸冷凍食品株式会社 宮田　久行 水戸市飯富町1625 家庭向け冷凍野菜の包装技術開発と販売 R2.6.10

2898 コインバンク株式会社 卜部　友二 つくば市松代3-1-16
中小企業の課題に対応した小規模AI導入・活用サービスの展
開

R2.6.10

2899 株式会社山﨑煙火製造所 山﨑　芳男 つくば市泊崎539-1 多重芯割物と最新演出技術の融合による海外市場の開拓 R2.6.10

2900 ボディーショップブリリアント 須長　篤史 猿島郡境町若林541
効率の良い水性塗装専用ブース設置によるレストア事業と廃
車再生販売事業の開始

R2.6.10

2901 R2.6.10

2902 坂寄歯科医院 三木　雄斗 取手市藤代503 R2.6.10

2903 株式会社絆 武井　豊 筑西市押尾24 R2.6.12

2904 有限会社瀬谷精機製作所 小泉 徹洋 日立市大みか町4-28-7
ブラスト装置導入による一貫製造の実現とブラスト処理請け
負い役務の提供

R2.6.12

2905 テクビス株式会社 田口　淳一 日立市西成沢町2-20-1 R2.6.12

2906 R2.6.12

2907 株式会社イイダモールド 飯田　秀夫 筑西市下野殿1028-2 樹脂梱包装置「Fastcarry」の販路開拓 R2.6.15

2908 有限会社安静塗装 生井　道夫 古河市東山田1815-125 R2.6.15

2909 有限会社大津晃窯 大津　廣司 笠間市手越68
高い芸術性を持ちながら、「食洗機にも対応」した「薄く強
度の高い」笠間焼の実現

R2.6.15

2910 タキマテック株式会社 小瀧　真人 神栖市筒井1758-2 農業用蓄電型AI管理ソーラーハウスの開発・販売 R2.6.18



2911 株式会社高商 高木　大輔 結城郡八千代町蕗田128
ビルメンテナンス技術を活かした太陽光パネル清掃事業の創
設

R2.6.18

2912 有限会社川上畳店 川上　與四三 ひたちなか市勝田泉町8-22
住宅の洋風化を追い風に！洋風畳の開発とインテリア提案事
業

R2.7.7

2913 株式会社関根自動車 関根　耕嗣 猿島郡境町大字伏木4074-1
鈑金整備からアライメントまで，自社一貫のトータルサービ
スによる納車時間の短縮

R2.7.8

2914 アルファテクノシステム株式会社 鈴木　康之 日立市小木津町4-12-5
生徒の興味と能力の向上に役立つ独自のプログラミング・ロ
ボット教室の実施

R2.7.8

2915 有限会社こうじや 鈴木　良成 東茨城郡大洗町磯浜町3666-2
単身世帯の高齢者をターゲットにした，日替わりチルド惣菜
の提供

R2.7.8

2916 塚越SERVICE 塚越　義男 下妻市半谷677-10
運送事業者向けパークアンドライド拠点・ワンストップサー
ビスとリサイクルパーツの提案

R2.7.8

2917 株式会社オアシス 直井　豊 つくば市春日4-1-4
小規模同業者との業務統括による企業共生型サービス提供シ
ステム

R2.7.14

2918 株式会社茅場工業 茅場　公輔 かすみがうら市市川347 R2.7.14

2919 筑波ドロウイング有限会社 中野　甚一 筑西市関館292-3 生プリント基板を元にした基板再製作技術開発 R2.7.27

2920 株式会社大栄オート 岩佐　元徳 ひたちなか市枝川2456
ITを活用した板金塗装業務の時間短縮＆作業能率化を図り，
新顧客市場を開拓

R2.8.7

2921 エヌケイ 仁平　好一 桜川市友部1633
成形難度が高い医療用点滴部品の不良低減及び量産体制の構
築

R2.8.7

2922 株式会社鈴木工業所 鈴木　寿博 石岡市正上内11-5 R2.8.7

2923 グロース動物病院 添野　孝之 結城市結城12016-6
凝固切開機を活用し，より安全でスピーディーな手術の提案
と情報の発信

R2.8.7

2924
株式会社マーケット・フィールド・イ
ンターナショナル 小林　隆志 常総市大塚戸町1555

飲食事業への参入による多様な働き方を提供する組織への変
革

R2.8.17

2925 株式会社星田商運 星田　哲生 古河市谷貝883 危険物倉庫を活用した高付加価値サービスの提供 R2.8.17

2926 株式会社ナノルクス 祖父江　基史 つくば市千現2-1-6 R2.8.17

2927 有限会社イチカワ企画 市川　博章 土浦市真鍋新町13-13 「ケガ＆フレイルトータルケアプロデュース事業」の実施 R2.8.17

2928 エルアール・ラボ 野村　秀次 坂東市生子1823-3
デジタル技工とアナログ技工を組み合わせた高付加価値補綴
物の新たな製造プロセスの確立

R2.8.17

2929 ドローン産業株式会社 塚本　勝則 稲敷郡阿見町大字荒川本郷1324-20
県南地区初ドローン太陽光パネル洗浄技術を活用した保守事
業展開

R2.8.17

2930 入山畳店 入山　真一 常総市三坂町670-1 R2.8.17

2931 株式会社大塚製作所 根岸　貴史 水戸市谷津町細田１－６４
スマート生産方式の開発及び航空・宇宙分野関連部品加工の
新規開拓

R2.8.19

2932 株式会社カジマ 梶間　桂子 東茨城郡大洗町磯浜町８１６－１ ”大洗特産”電子レンジ対応油調済み冷凍揚げ物事業の開始 R2.8.19

2933 株式会社三清工業 高野　明秀 常総市中妻町2491-2
ロッドピストン（油圧機械部品）の独自開発切削制御による
新たな球面研磨方法の開発

R2.8.19

2934 有限会社三代鉄筋工業 三代　有利 那珂郡東海村豊岡1426-2 特殊形状鉄筋の加工能力と現場対応力の向上による経営革新 R2.8.19

2935 有限会社増光製作所 増渕　享 筑西市蓮沼1608-3
高精度かつ高効率な面取り加工技術の確立による付加価値の
高い切断加工の実現

R2.8.19

2936 クサマ産業株式会社 草間　充春 常総市水海道森下町4526
地域の中小建設業の課題に対応する高付加価値中古足場材の
提供

R2.8.19

2937 株式会社葵テック 額賀　健一 那珂郡東海村亀下352
高精度・短納期要請への対応力強化に向けた精密加工体制の
整備

R2.8.19

2938 有限会社三和自動車 鈴木　正巳 かすみがうら市中志筑3
最高水準の保護性能を持つカーコーティングサービスの外観
品質の向上及び短納期化を達成し、同業他社と高級車向け
コーティングサービスにおいて差別化を実現

R2.8.19

2939 株式会社端工務店 端　孝男 下妻市高道祖1427
「地域インフラの整備・維持」を支える３Dを活用した設計
技術による一貫した施工体制の確立

R2.9.1

2940 株式会社メディアクロス水戸 高橋　裕 水戸市酒門町4269-1 印刷業における非対面型ビジネスサービスの展開 R2.9.2

2941 あおき矯正歯科 青木　英明 古河市下大野2008-8 インタラクティブ動画によるオンライン相談窓口の設置 R2.9.4



2942 株式会社アトック 青木　清人 常総市水海道渕頭町2952 R2.9.4

2943 サンユウテック株式会社 岩川　光治 つくば市境田180-36 環境の変化を見据えた新製品の開発 R2.9.7

2944 株式会社ロコレディ 羽富　都史彰 常総市水海道宝町2736-2 ローカル型アメーバ手法によるマーチャンダイジング R2.9.9

2945 株式会社ウィルトラスト 礒崎　博文 水戸市鯉淵町5951 新たなゴルフの感動体験と複合型レジャー施設での顧客構造 R2.9.16

2946 キョーエイ電機有限会社 飯塚　貴浩 鹿嶋市鉢形1516 大規模発電施設向け保守点検・修理サービス事業の開発 R2.9.16

2947 R2.10.6

2948 株式会社永江楽器水戸 宮﨑　照男 水戸市桜川1-5-15都市ビル 各種音楽施設を新設置し，新顧客の開拓を図る R2.10.6

2949
ライブレストランの特長を活かした新しいインターネット配
信機器によるサービスの提供

R2.10.9

2950 有限会社ユニ保険センター 小沼　弘幸 水戸市千波町2,471-3 ＣＲＭを活用したサービス展開 R2.10.9

2951 株式会社アオイオト つくば市二の宮3-16-4 R2.10.9

2952 有限会社カリン 大槻　光弘 ひたちなか市大字足崎1457-25
地域産物を使った新商品の開発　と製造工程の自動化による
計画生産体制の構築及び新販路開拓で商圏拡大

R2.11.10

2953 栗原工業株式会社 栗原　教史 守谷市緑1-5-1 「加工済み建材」の新製品開発と自動加工機の導入 R2.11.10

2954 株式会社YM商会 青野　徹 筑西市松原1431-2 R2.11.13

2955 株式会社ホテルニューつたや 滝田　宗浩 筑西市乙907-1
コロナ禍に楽しさを提供する『世界のローカルフード弁当』
の提供

R2.11.13

2956 株式会社SAT 渡邉　道弘 土浦市富士崎1-14-19 非回転・円形塗布装置の高性能化と事業化 R2.11.16

2957 有限会社アート・スタジオ 宮本　俊夫 小美玉市堅倉1383 見せるサインから発信サインへ R2.11.30

2958 高野自動車工業 高野　昌則 結城市結城1670-4 特定整備が必要な先進安全自動車修復技術の高度化 R2.11.30

2959 富士峰菓子舗 堀越　修仁 結城市結城78 R2.11.30

2960 アサヒヤ 大和田　敏夫 水戸市小泉町864-8 研究室型ハウスの整備による育苗代行サービスの開始 R2.11.30

2961 株式会社ひとみ観光 近藤　弘則 水戸市塩崎町1166 R2.12.1

2962 有限会社フルハシ 古橋　伯章 つくば市千現2-13-1 R2.12.1

2963 有限会社ミナミ自動車 保木　秀崇 筑西市野殿1126-3 R2.12.1

2964 有限会社藤野鉄筋工業 藤野　和之 坂東市幸田新田4260-7 R2.12.1

2965 大洗海風ヨガスタジオ 小林　綾子 水戸市百合が丘町10-51
大洗の魅力を活かした空間演出と動画配信によるヨガセラ
ピー事業の展開

R2.12.1

2966 有限会社ウエノ自動車 上野　真 つくば市安食2528-11
当社敷地内で車検を完結する体制整備と，当社独自の予防整
備提案サービスの開発提供

R2.12.1

2967 R2.12.8

2968 不二プラスチック株式会社 池下　龍一郎 稲敷市幸田677 プラスチック製コロナ対策グッズの開発 R2.12.8

2969 野村産業株式会社 野村　義照 坂東市生子2702 R2.12.8

2970 相川畳店 相川　秀明 石岡市旭台1-15-1
新たな生産体制（三人体制及び新設備導入）の確立と新サー
ビス展開による販売促進

R2.12.8

2971 茨城青写真製本株式会社 鴨志田　恭輔 水戸市北見町6-31
高付加価値な印刷メニューの開発とHPリニューアルによる全
国へのWeb受注の推進

R2.12.24

2972 株式会社プロテックホールディングス 秋田　俊二 水戸市中央2-7-12
新規基幹システム構築による顧客満足度の向上および日用
品・食料品物流拡大を通じた新しい生活様式への貢献

R3.1.6



2973 有限会社スズランロードハウス 生井　浩司 下妻市小島925-6
真空調理技術を活かした食品卸販売並びにネット販売事業の
展開による販路拡大

R3.1.7

2974 有限会社井坂自動車 井坂　俊之 水戸市城東2-1-38
軽トラックをアウトドア仕様に架装し、新たな市場の開拓を
図る

R3.1.7

2975 未来工房 豊田　拓未 久慈郡大子町小生瀬3964
フリーズドライによるドライフルーツを使った商品の開発・
販売

R3.1.7

2976 R3.1.12

2977 有限会社いのいち 市村　剛 つくば市天久保1-5-10 内食需要に対応するからあげミールキットの開発及び提供 R3.1.12

2978 株式会社大成工機 大野　充 つくば市苅間1561-3 水蒸気透過率高精度測定装置の小型化及び、量産体制の構築 R3.1.12

2979 井上造園株式会社 井上　秀一 稲敷郡美浦村受領1430-2 樹木から植物までの庭の一貫管理サービスの提供 R3.1.12

2980 株式会社奥久慈屋吉餅 松浦　勤 久慈郡大子町袋田2698-8 糖質を抑えた低カロリー和菓子の開発・販売 R3.1.12

2981 太平洋技研株式会社 塚本　功 稲敷郡河内町片巻226
有害洗浄技術の確立による有害ガスを使用した真空ポンプの
一貫修理体制の構築

R3.1.13

2982 株式会社ミトリカ 平沼　博 水戸市千波町1785 R3.1.13

2983 株式会社エムディー 椎名　規夫 取手市山王８７－１ R3.1.13

2984 栗山工業株式会社 栗山　秀樹 稲敷郡美浦村布佐1049 R3.1.14

2985 山下川魚店 山下　一夫 稲敷市下馬渡923-24
高付加価値冷凍川魚の供給に向けた新たな冷凍加工プロセス
の構築

R3.1.14

2986 株式会社住まい工房ナルシマ 成島　敬司 取手市駒場2-14-12 R3.1.14

2987 R3.1.14

2988 株式会社井川建築設計事務所 井川　一幸 稲敷市古渡613
サイクリストのための注文住宅『ロードバイクハウス』の開
発・提案

R3.1.15

2989 サン建設工業株式会社 山田　浩之 稲敷郡河内町生板752
「農作物の生育診断・農薬散布・追肥を一元化する新農業
サービスの提供」

R3.1.15

2990 株式会社東海建設コンサルタント 會澤　裕彰 那珂市後台2624-3
３次元レーザースキャナ（地上型・上空型）によるプラン
ト・工場測量の革新化を実現する新規事業活動

R3.1.15

2991 株式会社大新塗装 大高　裕介 石岡市下林3360-5 一気通貫型生産方式導入による生産性向上と経営革新 R3.1.15

2992 かとうぎ農園 加藤木　孝嘉
那珂郡東海村白方中央1-19-1
シティハイムメロディー203

通年営業可能な観光農園：「ルーラル（農村）パーク」通し
て食を育み農業の魅力を伝える

R3.1.15

2993 株式会社エムテック 松木　徹 ひたちなか市津田東2-1-3 医療機器産業への本格参入による経営力向上 R3.1.18

2994 株式会社冨山塗装 冨山　達也 常陸大宮市石沢1175-1 非対面型のショールームと相談室の設置による事業の拡充 R3.1.18

2995 R3.1.18

2996 株式会社東立製作所 大塚　琴江 東茨城郡茨城町若宮264-10
金属プレス機へのシャッターガードおよび取り出し装置導入
による生産能力向上・不良率低減

R3.1.22

2997 株式会社ＯＬＳ 大蔵　勇人 水戸市大塚町1599-8 R3.1.22

2998 有限会社関東メディア 柴崎　芳輝 水戸市赤塚1-1
理学療法等の科学に基づいた医療従事者によるエステサロン
の開発

R3.1.22

2999 合同会社パーソナルエイド 白土　正博 常陸太田市金井町3627
かんたんハイブリッドセミナー・会議向けサポートサービス
による売上向上

R3.1.22

3000 株式会社湖北 小島　俊光 土浦市湖北1-1-8
安心安全と便利を両立したビジネスホテルに「地酒バー」を
併設し付加価値を向上

R3.1.22

3001 株式会社S.G.M ennterprise 桜井　将樹 土浦市桜町1-2-5　宮本ビル2F
「美とファッション」を融合させた新しいRDS方式による
シャツ生産と非対面型販売「EC販売」による販売促進

R3.1.22

3002 睦建材 五位渕　陽 常陸大宮市下小瀬7-4
Withコロナ社会にも対応した、当社ならではの新しい営業ス
タイルの構築

R3.1.22

3003 中央工業株式会社 古河市駒羽根206-2 R3.2.2



3004 清水住宅機器株式会社 清水　伯浩 古河市上辺見250-1
スマート家電が一般住宅の中でその能力をフルに発揮可能な
スマート家電対策リフォームの開始

R3.2.2

3005 メディカルサーブ株式会社 小林　裕 牛久市南7-4-11
薬に関する現場でのお困りごとに対応する医師・薬剤師向け
アプリの開発

R3.2.2

3006 中城本店 中城　光広 鉾田市安塚793-12
「生地作りからの一貫生産体制」導入と鉾田のみえる野菜煎
餅と煎餅クルトンの商品化

R3.2.2

3007 株式会社東シール 東　三智子 猿島郡五霞町川妻1104-1 R3.2.2

3008 アンジュウエディング 来田　喜巳 牛久市中央4-19-14
お客様と長くおつきあいしていける結婚相談所の新しいビジ
ネスモデルの構築

R3.2.2

3009 有限会社ペット医学機構 加藤　明久 牛久市中央4-3-8
ペットを対象とした閉鎖的事業からの脱却と、ペットと障が
い者をつなげる福祉という共助事業

R3.2.2

3010 株式会社高萩架設 守屋　真人 高萩市高萩303-1 自然災害鑑定を活用した効果的なリフォーム市場の開拓 R3.2.4

3011 株式会社飯田製作所 飯田　正之 猿島郡境町蛇池525-4
バーチャル・コアワーキングスペースを活用し、顧客と一緒
に困りごとを解決する「＃ēラボサービス」の提供

R3.2.8

3012 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
当社ロボットシステムの商品化及びその取引先からのアウト
ソーシングの引き受け

R3.2.8

3013 株式会社スタジオエス 砂押　勇人 ひたちなか市表町11-5
非対面式総合受付システムを核とする撮影技術を活かした総
合結婚式サービスの展開

R3.2.10

3014 有限会社大むら 齊藤　英和 猿島郡境町染谷643
魚の熟成技術を活用した「おひとりさまコースメニュー」の
開発と業務用食材としてECストアでの販路拡大

R3.2.10

3015 有限会社渡沼畳店 渡沼　克美 猿島郡五霞町元栗橋2843-2
お年寄りの転倒によるケガを防ぎ、介護の負担を軽くする
オーダーメイド介護畳の開発

R3.2.10

3016 横山電工株式会社 横山　角栄 水戸市吉沢町352-146 顧客対応力の高い映像演出サービスの開発 R3.2.10

3017 株式会社都市環境プラニング 小林　裕輝 ひたちなか市東石川3634-73
会社の福利厚生としてセルフエステの空間を提供することに
よる、BtoBのサービス開発

R3.2.10

3018 株式会社たらいうどん椛や 松岡　献一郎 水戸市有賀町1021-1
ご家庭で楽しい団らんのひと時を演出する「たらいいうどん
椛や生麺セット」の通信販売

R3.2.10

3019 合同会社ＴＳＰ 川上　淳 猿島郡境町若林413
運転代行事業者としてのリソースを活かしたデリバリー代行
事業＆ソーシャルディスタンスなBBQ設営代行事業の開始

R3.2.12

3020 やすらぎ心花 成山　由紀 牛久市ひたち野東3-23-9
家にいながら楽しくダイエット＆妊活できる独自のオンライ
ンプログラムの提供

R3.2.12

3021 株式会社つくば能力開発センター 鈴木　由紀子 水戸市河和田1-1586-32 発達障碍児に向けた非対面遠隔教育プログラムの開発、導入 R3.2.10

3022 Woody Garden株式会社 青木　亮 稲敷郡阿見町追原1181-3
日本の四季の移り変わりを楽しめる植栽と調和した古民家リ
ノベーションの提案

R3.2.10

3023 常南サイクル 板橋　茂 自転車の楽しみ方を漫画で伝えるファンづくり R3.2.10

3024 いいね株式会社 岡野　晴樹 常総市水海道渕頭町2952中妻町4463-2 若手壮年引きこもり者の社会復帰支援事業 R3.2.24

3025 長治園 長塚　文志 常総市馬場487 新しい使用目的を持ったお茶の開発・販売 R3.2.24

3026 ハマーデザイン 濱岡　俊之 石岡市谷向町3-36
バーチャル・イベントによる新規顧客の開拓と、広告ビジネ
スの構築

R3.2.24

3027 加藤牛乳店 加藤 陽介 下妻市今泉911-7 「ライトスポーツステーション事業」の開発・提供 R3.2.25

3028 ラズベリーハウス 中野　一秀 つくば市酒丸147-1 R3.2.25

3029 千～せんなり～ 菊地　美穂
屋外飲食も楽しめるオープンテラスを備えた新しいタイプの
お好み焼き店への変革

R3.2.25

3030 鍼灸接骨院IWAMOTO 岩本　玄次 つくば市桜2-30-2　シーズ桜C-205
アマチュアスポーツ選手を対象にしたトータルサポート事業
の提供

R3.2.25

3031 R3.3.1

3032 Keicondo 近藤　桂 笠間市下市毛691-1　Vast sachi 103 R3.3.1

3033 ヘリオス写真スタジオ 横内　鋼一 日立市神峰町1-10-7
高齢者と生涯にわたっておつきあいしていく写真スタジオへ
の変革

R3.3.1

3034 株式会社日立ダクト工業 四釜　寿雄 日立市東町4-7-25 R3.3.1



3035 浅野物産株式会社 浅野　一重 つくば市羽成２３－１
フォーシーズンズカフェの開設と顧客育成の仕組みの構築に
よるリフォーム需要の獲得

R3.3.1

3036 株式会社マルタニ商事 深谷　健次 石とアーティフィシャルフラワーの組み合わせの提案事業 R3.3.1

3037 有限会社増渕ラジオ商会 増渕　雅之 桜川市真壁町真壁267-1
ITツールと店舗の両方を活用したスマート家電の提案力強化
事業

R3.3.1

3038 yoki 椎名　巧 日立市下深荻町3495-2
伝統技能を損なわずデザイン性を高めたオリジナル革工芸用
刃物の販売

R3.3.2

3039 R3.3.2

3040 松田製茶 松田　浩一 結城郡八千代町水口113 北米向け輸出商品開発と販売チャネルの開拓 R3.3.2

3041
株式会社ヒューマンサポートテクノロ
ジー 小野　浩二

那珂郡東海村村松北2-1-8
トーカイプラザD号室

個体認識ツールによる作業分析や個体分類作業の精度向上 R3.3.3

3042 ガレージ・サクライ 櫻井　大介
独自の動画を用いたパターンメイドフェンダー加工事業によ
る売上向上事業

R3.3.3

3043
株式会社かすみがうら未来づくりカン
パニー 今野　浩紹 かすみがうら市坂4784

地域性の高いオリジナルビールの製造・販売による地域の
活性化

R3.3.3

3044 有限会社高橋食品 高橋　真弘 結城郡八千代町芦ヶ谷654-1 用途別のオーダーメイド缶詰と製造受託サービスの提供 R3.3.4

3045 有限会社エム・ディー・エス 大柳　浩一 八千代町平塚2028 医薬部外品製造ラインの創設とサプライチェーン強靭化 R3.3.4

3046 スタジオリュウ 杵島　隆
衣装合わせシミュレーション機能の開発による非対面商談方
式の採用

R3.3.4

3047 菊池肥料店 菊池　裕久雄 桜川市門毛62 美容やダイエットに適したパン類を提供する専門店舗の開発 R3.3.4

3048 クリーニングかわさき 川崎　徹 ひたちなか市高野638
業務用タオルのクリーニング受注力の拡大と新規客層の積極
開拓

R3.3.10

3049 シュシュ・サロン・ド・ボーテ 山口　秀輔 下妻市田町1-9
インダストリアル風のお洒落なキッチンカーによるハンバー
ガー販売

R3.3.10

3050 株式会社MLカチオン 森下　兼信 那珂郡東海村須和間1194-14 プール型緩衝搬送による大型サブアセンブリの事業化 R3.3.10

3051 R3.3.10

3052 株式会社カワサキフィールドサービス 川﨑　仁一 那珂市額田南郷2307-8
中小企業向け「工事施工管理システム」開発／導入、同シス
テムの販売による新分野への進出

R3.3.10

3053 中村板金 中村　貢 下妻市黒駒59-1 強みを活かした独自商品の開発と収益性の高い個人客の開拓 R3.3.10

3054 有限会社千代田緑地 佐久　定規 かすみがうら市上稲吉1830-3 樹木の特殊伐採サービス開始による顧客開拓事業 R3.3.12

3055 大槻ハウジング 大槻　幸之助 鉾田市当間2371-17 BIM技術を活用した視覚的営業手法の導入 R3.3.12

3056
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 高齢者宅向けマイクロリフォームによる住環境整備サービス R3.3.12

3057 野口写真館 野口　忠篤 鉾田市串挽982 顧客の納得する「メンタルフォト」の提供 R3.3.12

3058 有限会社ハウス空調 蓮沼　英司 龍ケ崎市4378-4
お客様の快適な生活環境創造を実現する提案型販売サービス
の新たな展開

R3.3.12

3059 株式会社グウポン 宮本　真規 つくば市榎戸783-12
本格的な占いを無料で簡単に利用できる画期的新サービス
（アプリ）の展開

R3.3.12

3060 株式会社セレモニー桒名 桒名　大輔 常陸大宮市下桧沢4043-6
ご遺族や参列者の安心感を高める「除菌や殺菌に配慮した遺
体安置施設」の設置

R3.3.12

3061 UBUD 岩井　由紀子 「心と体の健康館」の開設による複合サービスの提供 R3.3.15

3062 仲田精肉店 仲田　正廣 鉾田市鉾田16-1 顔認証・CTIシステムによる顧客別付加価値商品の提案 R3.3.15

3063 ライフサービス 鈴木　忠夫 水戸市大串町661-1
感染症対策に役立つ施設内のウイルス消毒・除菌サービスの
開始

R3.3.15

3064 株式会社西野精器製作所 西野　信弘 ひたちなか市山崎56 R3.3.15

3065 有限会社アール交通 京免　義典 日立市田尻町3-35-1
地域顧客向けの独自の冠婚葬祭送迎サービス等による売上向
上事業

R3.3.16



3066 大関石材店 大関　一利 桜川市真壁町桜井584-3
和室から眺めて楽しむコンパクトな「石屋が提案する坪庭」
のプロデュース事業

R3.3.16

3067 R3.3.16

3068 FUNNEL 五位渕　耕一 常陸大宮市下小瀬501-12 新たなビジネスモデルの構築による独自ブランドの商品化 R3.3.16

3069 イノバクセル合同会社 長江　義和 龍ケ崎市佐貫町3741-9
天然資源を活用した内外健康アプローチによるHBC（health
and beauty care）商品開発・販売事業

R3.3.18

3070 有限会社野村加工 野村　誠 結城郡八千代町平塚1937 ウレタン素材の擬人化と家具・寝具素材の魅力アップ R3.3.18

3071 エモーション・クララ 倉持　英子 下妻市前河原602-33 離職率の高い企業への「従業員の意識改善サービス」の提供 R3.3.18

3072 有限会社環企工房 原　陸海 守谷市みずき野7-19-6
「プレミアム景品」としての「ダンボールランド・ホームタ
イプ」販売

R3.3.18

3073 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
独自の腓骨下方変位予防ソックスおよびマッサージメニュー
の開発・製造・販売による売上向上事業

R3.3.18

3074 株式会社菊池精機 菊池　正美
日立市大みか町2-12-11

『航空機産業向けの無人化・省人化生産体制を確立し、受注
拡大・高収益体制の実現を図るとともに顧客要求に応え
る。』

R3.3.18

3075 株式会社イシケン工業 石川　健治 稲敷郡阿見町青宿726-2 コンパクトサイズの軽トラユニットの開発と全国展開 R3.3.19

3076 株式会社滝口ボデーショップ 滝口　卓男 稲敷郡阿見町阿見4369-17 自動ブレーキ化に対応した新たな整備事業の拡大・拡充 R3.3.19

3077 EMI 渡辺　恵美子 神栖市波崎8331 グラスマテリアル製造とそれを素材とするアート事業の展開 R3.3.19

3078 味処くら&キッチンくら 文倉　富士夫 守谷市本町5290-3-203 高齢者宅向け日替わり晩酌セットのデリバリー販売 R3.3.29

3079 原田工房株式会社 原田　好洋 守谷市松前台7-16-3
「コミュニケーション・リフォーム」による顧客開拓・工事
相談

R3.3.29

3080
カシマ・クオリティ・マネジメント
オフィス 與田　美由紀 神栖市砂山1014-341 当社独自手法による人的生産性向上コンサルティングの提供 R3.3.29

3081 東京食堂 大原　義和 神栖市平泉2-51
テイクアウト専門店の業態開発とテイクアウト専用商品の開
発

R3.3.29

3082 有限会社岡ダクト工業 岡　伸司 北茨城市中郷町足洗755
未熟練工の工場作業と超熟練工による現場での高付加価値作
業の提供～「板取作業」の全自動化による３現場体制の実現
～

R3.3.29

3083 美芳園 芳賀　直章 北茨城市中郷町石岡399
「庭の使い方」を提案する「ガーデン塾」による新たな営業
手法の開拓

R3.3.29

3084 有限会社加藤製作所 加藤　利臣 古河市駒込1006-4 R3.3.30

3085 オクダクリーニング 奥田　典育 龍ケ崎市7851-3
着ぐるみを始めとする特殊素材や形状のクリーニングの販路
開拓

R3.3.30

3086 おおいがわ事務所プロボノ研究会 大井川　祐代 龍ケ崎市佐貫町589-1　A-507 アロマケア専門プログラムの自社開発とオンライン講習 R3.3.30

3087 株式会社Siagrace 長澤　真純 神栖市神栖2-7-31-305 ニキビ解消に向けた肌再生サービス事業 R3.3.30

3088 R3.3.30

3089 アリーズ・ケバブ TAVAKOLI ALI 土浦市乙戸1084-52
ハラール対応ソーセージの開発と製造プロセスの確立による
新市場開拓

R3.3.30


