
○平成２３年度 経営革新計画承認企業一覧（平成２４年３月末日現在）
番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

1262 (有)トーコーフーズ 塙 秀茂 常陸太田市中野町７７３番地 青竹を容器とする「竹筒納豆」の開発販売 H24.3.28

1261 メガネサロンみなば 皆葉 太 つくば市桜２－５１－１
補聴器相談会の定期的開催及び体験コーナー設置による補聴器販売の
拡大と新規顧客の獲得 H24.3.28

1260 筑波屋豆腐店 古橋 隆一
つくばみらい市板橋２８４４－２
９

地域色の強い新商品開発と体験型異動販売システムの導入 H24.3.28

1259 工房 楓 菊池 直樹
ハンドメイドの良さを活かした自社ブランド製品の開発・販売とパ
ターンメイドシステムによる本物志向のベルト販売 H24.3.28

1258 (株)ワールドシシュウ 関田 昭 石岡市若松３－７－５５ 低コスト・高品質フルカラー刺繍の製品化による新たなニーズの創造 H24.3.28

1257 (株)トータルシステムデザイン 広田 文世 取手市井野１－７－４ 請負型ソフト会社から自社パッケージ開発メーカーへの変革 H24.3.28

1256 (有)光テック 伊勢 徹 水戸市千波町１４３９－８
自社開発並行輸入車車検対応配光変換キット[ＪＤＳシリーズ]の全国
発売 H24.3.23

1255 (株)十王銘産観光 椎名 将人 日立市十王町高原４１１ 日立市のポポーを活用した関連商品の開発・販売による町おこし H24.3.23

1254 桜川療術院 坂本 俊美 稲敷市下馬渡９２４－７ 独自に開発した「新型枕」の製造・販売による，新規事業の構築 H24.3.23

1253 レストランアシェット 安心安全の自社食材の活用とオリジナル健康メニューの開発提供 H24.3.23

1252 (株)ＲＴプランニング 榎本 拓也 ひたちなか市津田１６５２－１
アプリ開発者養成スクール及びタブレットＰＣ等スクーリング事業の
本格展開 H24.3.23

1251 (有)サークルサークル 吉田 修 結城市新福寺２－１９－２４ H24.3.23

1250 (有）小林ブリキ店 小林 誠 坂東市岩井４３８０ 新工法である粘着工法による受注拡大 H24.3.23

1249 (株)ナオイオート 直井 清正 取手市桑原６８０－１
損保代理店と連携し，自動車リース・レンタカー販売をおこなうこと
で，法人企業向けの事業拡大・顧客拡大を図る。 H24.3.19

1248 (株）アイワホーム 勅使河原 英勝 守谷市けやき台３－２１－５
「しあわせステーション」のコミュニティ化による潜在顧客の獲得と
「快適空間王」の普及により７年後の上場を目指す H24.3.19

1247 (株)プラテック 永井 孝二 守谷市みずき野５－１７－７ ホリスティック事業の展開 H24.3.19

1246 大山酒店 大山 光彦 小美玉市小川１５７１
自社酒蔵で開く「こだわりの食と酒を楽しむ会」を通じた自社販売商
品の拡大による経営革新 H24.3.19

1245 美禄久 山口 久美子 坂東市大口３６８－１ モンゴル国産果物「サジー」を用いた商品開発とその販売 H24.3.19

1244 (株)ＮＥＭＯＴＯ 根本 直樹
「美」から「健康」へ視野を広げた，「人を輝かせる」新しい提案型
ビジネスの展開 H24.3.19

1243 (株)浩成 沼田 浩 土浦市中都町２－３１１４－５ バイオ技術を利用した堆肥製造請負業の展開 H24.3.19

1242 いなり工房ＩＳＡＧＯ 稲荷寿司専門店化と地域資源を活用した商品開発 H24.3.19

1241 深澤通信工業(株) 深澤 清次 土浦市中高津２－１７－２１
屋内空間を省資源で快適な環境を作り出し，エコ社会に貢献できる
『エコシルフィー』製品の新たな販路拡大とそれに伴う社内組織の改
革

H24.3.15

1240 (有)高橋看板工業所 高橋 清悦
守谷市百合ケ丘三丁目２７８４－
１９

環境配慮型経営への取組みと地域防災実践型経営への取組み H24.3.15

1239 ストームフィールドガイド 山本 滋
カヌー，マウンテンバイク，ハイキングなどのレジャーと食材，観光
情報などを加えた総合地域エンジョイコースの提供及びレジャーガイ
ド育成事業

H24.3.15

1238 (有)ガレージオオタ 太田 勉 神栖市息栖２８８５－２１８
震災の影響を受けなかったノウハウとネットワークを活かした中古自
動車輸出事業の開始 H24.3.16

1237 (有)大藤興産 藤咲 英史 ひたちなか市田中後６番地５ 農地集約システムを取り入れた共同農業事業の展開 H24.3.15

1236 (有)アイワ土地 塚本 勝美 行方市玉造甲２３５５ 子育て世代支援型住宅の建設・運営の開始 H24.3.15

1235 (有)東光堂 浅井 貴之 牛久市小坂町１９６２－２ 装飾擬木・擬石を使用した庭作りサービスによる個人住宅需要の開拓 H24.3.13

1234 海鮮倶楽部 大崎 泰嗣 潮来市上戸３９８－５
【新たな「水郷潮来名産品」開発・製造・販売による地域オンリーワ
ン戦略の推進】 H24.3.13

1233 (有)ピーハピィ・エンタープライズ 山本 恵 水戸市住吉町２１５－１２ ハートウエディング（いつでもどこでもできる結婚式）の開発提供 H24.3.13

1232 (有)竹内商店 竹内 勝彦 久慈郡大子町頃藤３５３２ 通年型の商品開発による，通年型キャンプ場の運営 H24.3.13

1231 徳田屋商店 塚田 宏一 久慈郡大子町大子３１７－２ 江戸組紐の技術承継により，新たな事業への進出 H24.3.13

1230 いばそう企画(有) 林 三弘 日立市川尻町５－３５－９ ダブルブランド戦略による，自社ブランドの維持と価格競争の回避 H24.3.13



○平成２３年度 経営革新計画承認企業一覧（平成２４年３月末日現在）
番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

1229 高島通信電設(株) 高島 和子 水戸市石川１－４０４５－３
LEDを活用し、各種祭事に適したイルミネーション種類の開発と年間通
しての需要開拓を行う H24.3.13

1228 ビューティフルワールド 中川 歩 水戸市常磐町２－１３－５３
癒しと解放を具現化できるヘッドスパ施術「クイーンスパ」を開発
し、美と癒しを求めるお客様の開拓を図る H24.3.13

1227 (株)ＯＨＡＮＡ 岩上 巧 水戸市城南２－１０－９ クラブハウス併設型美容室の運営 H24.3.6

1226 エコ燃料製造販売(株) 仲田 昌弘
坂東市辺田１５２４－４メゾン
ドール岩井１０１

生産効率の高い植物工場の経営 H24.3.2

1225 安達建具店 安達 克敏 小美玉市羽鳥２７３８－１０８
手作り建具職人の作る空間を豊かにする「透ける建具モダンライフ景
（ひかり）」による経営革新 H24.3.2

1224 (有)橋本旅館 根本 守 小美玉市中延１
ランチや宴会も楽しめる鰻自慢の小美玉のお気軽地域の食宿
「Hashimoto inn」 H24.3.2

1223 メランジュ 菊地 匡規
小美玉市羽鳥２９９２－１（店
舗）

女子やシルバー層のグループ客も楽しめる（あれこれ味わえる膳）～
メランジュ膳，による地域レストランの経営革新 H24.3.2

1222 (株)ヤマイチ味噌 新商品とオリジナルみそ造り教室による直売客の開拓 H24.3.2

1221 アビン美容室® 松沼 義雄 猿島郡五霞町小手指２３９５－２ 特許技術「花編みヘアー®」を使った花型の髪飾りの製作販売 H24.3.2

1220 (株)Ｔ－Ｓカンパニー 篠崎 友紀 筑西市関本上字三道２６３－４
男女や高齢者等をターゲットとしたコンセプト戦略による多店舗営業
展開について H24.3.2

1219 千ヶ崎味噌麹店 千ヶ崎 隆 行方市船子２６７ 「既存建物を有効活用した塩麹事業の本格展開」 H24.3.2

1218 (株)エスコン 鈴木 逸子 日立市石名坂町１－３８－３－１ プレキャスト工法による住宅基礎の構築サービス H24.2.27

1217 (株）田園プラン 根本 健一 つくば市吉瀬１６７９－１ 女性客に的を絞ったキャンプ風ダイニングサービスの提供 H24.2.22

1216 (有）髙橋肉店 飯島 進 龍ケ崎市砂町５１３１ 「豚肉みそ漬の『味噌だれ』を活用した新商品開発」 H24.2.22

1215 (有）サワムラヤ靴店 入江 武夫 牛久市牛久町１５８
「県内唯一のウォーキングライフマイスターのいるウォーキング専門
店事業」の展開 H24.2.22

1214 クリーニングショップオオシマ 仁井田 文雄 ひたちなか市はしかべ１－２－８ 専門クリーニングビジネスの展開 H24.2.22

1213 (有)石井畳工業 石井 浩 ひたちなか市栄町１－９－１８ 顧客が製造過程から楽しめる畳と畳グッヅ・オブジェの提供 H24.2.22

1212 大和造園 礒崎 宗雄 那珂市中台５７３－２ 手間のかからない庭へのリフォーム提案による個人宅の開拓 H24.2.22

1211 なぎさ本舗京都屋 卜部 武男 那珂市豊喰７５０－１０ 「窒素充填パック」事業の展開 H24.2.22

1210 リバーストン(株) 石川 惠子 ひたちなか市東石川１３０７－９ 個店や事業者イベントの生中継サービス提供事業の展開 H24.2.22

1209 (株)砂押園芸 砂押 一成 ひたちなか市高野４８ 「愛でる庭」から「使える庭」への提案による個人宅の開拓 H24.2.22

1208 H24.2.22

1207 (株)植田電器 植田 眞理子 小美玉市小川１５３６
環境エコ・デジタル・シルバーをキーワードに地域のお困り事解決に
活躍するウエダ「くらし・でんき」サポートセンター H24.2.16

1206 (有)黒沢精器 黒沢 真二 高萩市上手綱３９７０－１３
高齢化時代のニーズに対応した介護支援機器の製造・販売による下請
けからの脱却 H24.2.16

1205 フナキ花店 八代 康人 高萩市大和町１－３
お客様のイメージどおりのアレンジメントや花束などを実現する，タ
ブレットＰＣを活用したお客様サポート活動の開始 H24.2.13

1204 (有)菜香や 遠藤 記生 筑西市下中山５９５－４
スナック漬物と漬物ソースの開発により，新しい食べ方の提案をする
ことで，販路の拡大と生産の安定化を目指す H24.2.13

1203 倉沢印刷(株) 倉沢 南州 龍ケ崎市田町３４５８番地
紙以外への転写印刷技術を導入することで，新規市場の開拓をおこな
う H24.2.13

1202 正和通信(株) 郡司 勝生 笠間市上市原１６８０ 蓄積管理している顧客データを有効活用した，新たな営業活動の導入 H24.2.13

1201 髪工房くーぷねもと 根本 義則 稲敷市町田３９８－２ 予約席の設置と新規予約会員制による予約営業の導入 H24.2.6

1200 (株)エムアールシー 諸岡 正義 稲敷郡美浦村大谷１９８－１ 見せる工場と新型設備を活用した受注活動の導入 H24.2.6

1199 花嶋Japon 花嶋 清徳 北相馬郡利根町羽中１０６０ 初期投資０円の庭造りサービス事業の開始 H24.2.6

1198 軽部建築設計事務所 軽部 守彦 下妻市下妻丙４７ 賃貸住宅を建築することで，景気変動に強い経営体を構築する H24.2.13

1197 (有)割烹旅館いづみ荘 石本 章 石岡市高浜７３５
気軽に肩肘張らずに川魚料理を楽しんでいただけるカジュアル割烹へ
の変革 H24.2.13



○平成２３年度 経営革新計画承認企業一覧（平成２４年３月末日現在）
番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

1196 栗山工業(株) 栗山 秀樹 稲敷郡美浦村布佐１０４９ アスファルト廃棄物の再生利用事業の展開 H24.2.3

1195 高翔プリンクス（株） 高山 茂 稲敷市佐倉７０５－２
「マルチラベラー」を活用した，印刷物制作から発送までの，様々な
顧客作業省略支援サービスの展開 H24.2.3

1194 (有）エターナルトップ 永長 博己 稲敷市釜井３９４
インドアテニススクールの開校と技術データ等に基づく新指導方法の
導入 H24.2.3

1193 とん幸 小池 明
北相馬郡利根町羽根野８５０－２
４６

上質の「ロースカツ」と「ヒレカツ」の提供に伴い発生する，「処分
される部位」の商品化 H24.2.3

1192 (有）佐白山のとうふ屋 河原井 信之 笠間市笠間２８１０
茨城の茨城たる新しい豆腐関連商品の開発と真に来店客を大切にする
豆腐茶屋への変革 H24.2.3

1191 (株)カジマ 梶間 桂子 東茨城郡大洗町磯浜町８１６－１
本物の海鮮食材とこれを活かして作る惣菜を取り揃えた海鮮専門店の
開発 H24.1.30

1190 ドリームガーデン(株) 田村 大 水戸市大場町３６７－３ パーキングガーデンの開発による導線強化と収益力の向上 H24.1.30

1189 福ちゃん 仲山 澄 ひたちなか市東石川３５２１－６
試食会をすることで，顧客の声から新作寿司を開発し，新規顧客の獲
得を図る H24.1.25

1188 (株)ウエッジ 小野瀬 祐一 水戸市有賀町１８０５
美しい自然の中で心の開放感もプラスされるアウトドアフィットネス
施設への変革 H24.1.25

1187 (株)大成物産 小川 洋毅 水戸市島田町３１－５ 移動精米車を使用したブランド米のつきたて販売による業態転換 H24.1.25

1186 (株)光エネルギー研究所 尾崎 豊 つくば市千現２－１－６ H24.1.18

1185 高塚運送(株) 高塚 孝一 結城郡八千代町平塚３３６１－２ 機械の運搬と「移設、廃棄、設置」を組み合わせた新サービスの展開 H24.1.13

1184 ヘアーメイクハーツオブラバーズ 山下 哲 神栖市大野原中央４－９－４１
美容、エステ、ネイルを有機的に複合した「複合美容サービス」の提
供 H24.1.10

1183 大根造園土木 大根 陸男 神栖市矢田部３２７２
個人宅メンテナンスに関するワンストップ受注と個人ガーデニング支
援事業の展開 H24.1.10

1182 ケーズファクトリー 額賀 賢治 鹿嶋市根三田１６８ スポーツ用品カスタムペイント事業の展開 H24.1.10

1181 (有)永寿堂 沼野 辰三 高萩市安良川６７９
季節毎の地域産品を使ったワッフルの開発販売を通じて，近隣の新規
顧客を開拓する H24.1.5

1180 (株)鹿南ＡＷ（店名：ペスカッペ） 糸川 利彦 神栖市平泉２１３７－３ 生姜（ジンジャー）の加工商品の開発・販売 H24.1.5

1179 中華料理十八番 高橋 勝 神栖市日川３８１２－４ ライト中華メニューの開発・提供 H24.1.5

1178 川井金属化工(株) 中島 甲子雄
日立市宮田町字赤沢３５８４－３
８

独自の回転バレルめっき装置採用による低コスト，均一な高品質めっ
きの実現 H24.1.5

1177 ＥＭＩ 渡辺 恵美子 神栖市波崎８３３１ Skypeを活用した「海外どこでもワープ123事業」の展開 H24.1.5

1176 (株)ミズノ 水野 明善 鹿嶋市下津２７３－５０ ケータリングプラスOne事業の展開 H24.1.5

1175 (株)日伸合成 廣瀬 秀一 筑西市成田２１９ 製品デザインのコンサルティングをとおした取引先の獲得 H24.1.5

1174 オムニブレイン(株) 鈴木 一哉 つくば市若葉８－１４
寺院や神社等、それに関わる関係者が利用する檀家管理システム「き
ずな」と法要情報管理システム「やすらぎ」の開発及び提供 H23.12.28

1173 (株)イイダモールド 飯田 秀夫 筑西市下野殿１０２８－２ 組織的分担製造体制の構築による金型製造受注量の拡大 H23.12.27

1172 (有)ミツギ写真 三次 義則 鹿嶋市宮中１－１１－５
「自己の葬儀の演出」を支援する「遺影プラス動画撮影サービス」の
提供 H23.12.27

1171 (有)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 在来工法に海外建材を使用した「健康住宅リフォーム」の提供 H23.12.26

1170 (株)小野写真館 小野 哲人 ひたちなか市東大島２－２－１６ 衣装，美容，写真内製化のウエディング専門レストランの出店 H23.12.22

1169 ＴＡＣ(有) 塚本 久子
つくば市天久保１－１０－２２－
２０２ H23.12.22

1168 古本機工(株) 古本 捷治 つくば市倉掛８２９－５ H23.12.15

1167 (有)田口造花店 田口 裕之 鉾田市鉾田１０７－１ 葬儀の周辺に位置する様々なニーズへの対応 H23.12.15

1166 (株)昭和観光 根本 昭 鉾田市子生１ 高齢者を対象とした１Day温泉旅行と買い物バスツアーの企画・販売 H23.12.15

1165 (有)田上本店 田上 隆生 鉾田市鉾田１７４１ オクラのハウス栽培提案による農家支援 H23.12.15

1164 坂入製茶工場 坂入 武 常総市篠山６３９
ハーブティーの製造販売による新分野への進出とリスク分散型経営の
確立 H23.12.12
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1163 長治園 長塚 権一 常総市馬場４８７ 様々なショウガ茶を提供することによる新規顧客の開拓 H23.12.12

1162 つくばヤーコン(株) 石島 繁 つくば市吉沼４８９５
つくば吉沼産「よし沼」米粉とつくば産ヤーコンを原料に使用したア
レルゲンの無い高機能性食品の開発 H23.12.12

1161 御菓子処いとう 伊藤 昭 つくば市並木３－２６－１７
筑波産福来みかんを使用した創作和菓子「福来氷」のシリーズ化と拡
販による経営基盤の安定化 H23.12.12

1160 石塚糀店 石塚 一嘉 常総市原宿８６－１
自家製味噌を活用したドレッシング風万能ソースの開発・販売による
新規顧客の開拓 H23.12.7

1159 篠原電気商会 篠原 晟 常総市水海道市橋本町３３３６
高齢者や地域住民への節電やリフォームなどを含めた顧客密着型の生
活総合支援システムの構築 H23.12.7

1158 小松水産(株) 小松 伸克 日立市留町１０４５－２
良質な“しらす産地”における“地域との有機的融合”による当地の
“新たなしらす特産品”の開発・製造 H23.12.7

1157 麻生ハム工房 横山 正英 行方市青沼６３７ 水戸農業高校が開発した特許を使用した新製品の開発・販売 H23.12.7

1156 中丈酒店 成島 浩 行方市玉造甲２１２ 一般酒販店からプレミアム焼酎ファンが集う専門店への業態革新 H23.12.7

1155 (有)ランディング 阿部 聡 ひたちなか市松戸町２－８－１７ 人を繋ぐ「縁側カフェ」の経営 H23.12.7

1154 (株)つくば食品 八巻 克 古河市下大野２０００－２５
古河産かぼちゃを活用した多用途調味料シリーズ等の商品開発・販売
による地域ブランド化事業 H23.12.1

1153 初沢電気工事店 初沢 政美 つくばみらい市小絹１７１－１３ 家庭での電気の見える化と節電提案の得意な節電プロ電気店への変革 H23.12.1

1152 ティーエヌロジスティックス(株) 栄 司 下妻市高道祖１３５３－６ 新時代に対応した物流効率化支援事業の展開 H23.11.28

1151 D's Tsukuba 小松 優 龍ケ崎市直鮒７５７１－６
新規性のあるサービスを提供する会員制度の設立と多目的ホールの貸
出

H23.11.28

1150 松田製茶 松田 浩一 結城郡八千代町水口１１３ H23.11.28

1149 (株)筑波バイオテック研究所 前川 孝昭 つくば市西大沼西の台２６４－１ 微細藻類からのバイオ燃料の生産と販売 H23.11.22

1148 (株)ソリッソ 山川 純正 水戸市見川町２５６３－２３９
スマイルコンサルタントが健康やダイエットを実現したいと願ってい
る方をサポートする支援型薬局事業の開始

H23.11.22

1147 (株)エムズコンサルタンツ 宮口 督史
結城郡八千代町大字仁江戸１６２
６

任意売却物件を活用した再生住宅提供事業の展開 H23.11.17

1146 (株)伊藤米穀 伊藤 光一 結城郡八千代町菅谷１１８２－５ 独自商品提供と販促支援による米穀店活性化事業の展開 H23.11.17

1145 コグチ・オフィスサプライ（有） 小口 孝夫 下妻市村岡１０５７－３
「ダウンロードインストール方法による自社開発ソフトのレンタル提
供」

H23.11.17

1144 ＷＡＫＥ 石塚 孝 坂東市岩井４３０６－２ オリジナルノベルティグッズの製造販売 H23.11.16

1143 堀江製菓 堀江 朝男 東茨城郡茨城町常井６７２ 砂糖を全く使わない練り切りなどマクロビオティック和菓子の開発 H23.11.10

1142 アソシエ 阿部 君子 行方市井上２４３－３ 「弐湖の米」を消費者向けに通販にて販売する事業の開始 H23.11.7

1141 (株)シンメトリックス 野中 修二 つくば市松代３－１９－４
環境放射線測定分析装置，環境放射線量マッピング装置及び環境放射
能測定分析装置の開発製造及び販売

H23.11.2

1140 (株)関根造船 関根 一彦 鉾田市常磐１５０８－３ 特殊技術を活用した大型の養殖用水槽の製造 H23.11.2

1139 (株)ベルファーム 鈴木 靜夫 つくば市高崎２２７７－３４ 農産物生産のオーナー会員制度導入による新たな販売方法の導入 H23.11.2

1138 鮨処に組 若槇 栄一 潮来市潮来５０４５－２ 笹切り・葉蘭切りをテーマとした新規事業の展開 H23.10.24

1137 タネのハシモト 橋本 茂 行方市麻生３２９０－６４
顧客の技術レベルに対応した栽培技術情報の提供（階層別対応販売の
導入）

H23.10.24

1136 （株）クワジマ 桑島 洋治 行方市島並１３５０
小ロット多品目の受注体制を構築することで，顧客数を増やし，リス
ク分散を図る。

H23.10.24

1135 （株）出沼三郎商店 出沼 一 行方市麻生１０７６－５ 米穀・米商品「製造直売事業」と「倉庫業」の展開 H23.10.24

1134 肉のひらやま 平山 光弘 行方市根小屋１７８ 食肉の新しい食べ方の提案による新規顧客の開拓 H23.10.21

1133 (有)プアラニリミテッドカンパニー 塚田 祐一 つくば市千現１－２３－２８ H23.10.18

1132 川井商会 板垣 玲子 潮来市宮前１－９－５ 副教材活用パッケージ化とその提案による地域校浸透策の展開 H23.10.19

1131 齋藤建築 齋藤 正 行方市小幡１６６３－３ 建物や敷地内の定期点検サービスの提供による受注機会の拡大 H23.10.19



○平成２３年度 経営革新計画承認企業一覧（平成２４年３月末日現在）
番号 会社名等 代表者名 所在地 経営革新テーマ 承認日

1130 (株)ブリッジタウン 鳥居 惠美子 潮来市洲崎３７８９－２
通所者の拡大を目的とした，障害者の就労と自立を支援する「喫茶事
業」と「グループホーム事業」の展開

H23.10.19

1129 (株)飯島家具 飯島 正利 潮来市潮来６３２－２ 地域ネットワークを活用した住環境総合サービス H23.10.19

1128 (有)アルヴィス 照屋 孝明
土浦市桜町１－８－１４関鉄土浦
ビルⅡ

食の安全を徹底的に追及する焼肉店の開始およびこれによる学習塾経
営の安定化

H23.10.14

1127 (有)桂雛 小佐畑 孝雄 東茨城郡城里町阿波山１８６
顧客おもてなし路線によるハイクラス顧客の創出と新たなニーズにあ
わせた商品展開

H23.10.4

1126 (株)斉藤鉄工建設 斎藤 修 かすみがうら市三ツ木５５５ H23.9.29

1125 (株)飯田製作所 飯田 正之 猿島郡境町蛇池５２５－４
特定の企業と設計段階から協議し，アイディアの提供や技術的なアド
バイスをする提案型営業の開始

H23.9.29

1124 ビジュアルアート 桑野 順子 常陸大宮市長倉１０９６－１
化粧品，本格エステ，美容が融合した地域密着型トータルビューティ
サービスの提供

H23.9.29

1123 (株)要建設 高野 賢 水戸市白梅１－２－３６
中小規模に適合する商業ビル建設のデベロッパー事業と駅前のまちづ
くり事業への進出

H23.9.29

1122 (株)fortune 櫻井 有希子 牛久市神谷３－３１－１
新食感カステラ「つくばのお月さん」とつくば産の米粉を使った半生
菓子「つくばタルト」の商品開発と販売戦略の構築

H23.9.16

1121 (株)アイ・カンパニー 糸川 秀樹 つくば市花畑１－１４－２
働く女性のためのタウン情報誌『凛』の創刊等による広告料収入の拡
大

H23.9.14

1120 津田整体院 津田 伸彦 稲敷郡美浦村信太１１４４－４８
健康志向の企業やグループホームに対し訪問整体サービスを行い新規
顧客を獲得する事業の開始

H23.9.7

1119 割烹ひさし 並木 久 猿島郡境町９６２－１１ ヘルシー割烹ランチとヘルシー開運会席メニューの新提供 H23.8.30

1118 ホソダ興産（株） 細田 健 つくば市二の宮２－１２－１７
情報共有化・教育システムの開発による開業支援事業の早期収益事業
化とビジネスモデルの強化

H23.8.23

1117 (株)オカモト縫製 岡本 廸之 かすみがうら市稲吉２－１－７
着物の生地を使った財布等のオリジナル商品の製造・販売による下請
け体質からの脱却

H23.8.16

1116 (株)ロコレディ 羽富 都史彰 常総市水海道宝町２７３６－２ １ショップ２コンセプトスタイル店舗による新業態店の開発 H23.7.25

1115 (有)筑波ハム 中野 正吾 つくば市大字下平塚３８３ H23.7.25

1114 介美容室 初見 大介 猿島郡境町１１５５－８９
子ども向けカット教室の開催により，子どもと母親を一見客から優良
客へと育成する事業

H23.6.28

1113 H23.6.27

1112 染谷商店 染谷 澄子 常総市菅生町１８１－２ 貸し農園を媒体とした，酒需要に対する潜在的な顧客の囲い込み H23.6.14

1111 花和自動車 花和 弘幸 石岡市東成井５５８ 愛車を長持ちさせるカークリニック＆ビューティー・サービスの開始 H23.6.9

1110 クリーニングかわさき 川崎 徹 ひたちなか市高野１１２８－４ 総合クリーニングサービスの提供 H23.6.14

1109 井坂畳店 井坂 茂 かすみがうら市加茂４４７７ 畳を活用した新規事業への進出 H23.6.2

1108 ＭＫマルサン 木村 敬子 常陸太田市天下野町４９６２ リフォーム用の特殊クロス張り替え技術の開発と個人需要の開拓 H23.6.2

1107 (株)こわたり 古渡 正雄 稲敷郡美浦村木原４９４－１ 介護付低価格有料老人ホーム事業への参入 H23.6.2

1106 エピック・ジャパン(株) 長瀬 真一 かすみがうら市宍倉３１５０ 樹脂パレットの販売による収益強化 H23.5.30

1105 橋本金兵衛商店 橋本 佳一 稲敷郡美浦村木原５９０ アラカルトお土産セット等の佃煮の新たな販売方法の導入 H23.5.27

1104 丸野総合建設(株) 野高 悌子 稲敷郡河内町生板４３０３－１ 定期借地権を活用した農住緑型住宅開発 H23.5.27

1103 (有)堀越 堀越 孝之 常陸太田市寿町５９８－４ 民間患者等搬送事業への参入による葬儀受注の拡大 H23.5.27

1102 割烹源氏 小林 明弘 常陸太田市新宿町３８０－２ けんちんつけ汁うどん専門店（新業態）の開発 H23.5.27

1101 (有)日青工業 青木 一郎
稲敷郡河内町生板鍋子新田１８４
１－３

ステンレスの特性を生かした自社商品の開発 H23.5.27

1100 (株)マコトサービス 真行寺 博 稲敷郡河内町長竿５６１１ CDCガイドラインに基づく病院清掃事業への参入 H23.5.26

1099 (有)青木菓子店 青木 啓泰 稲敷市江戸崎甲３１２５－１ どら焼き専門店の出店とでかどらの開発 H23.5.20

1098
(有)学園化学クリーニング，
(株)ふとん丸洗い工房
（共同申請）

鈴木 富夫
塚本 利夫

つくば市手子生１０４６－２
つくばみらい市坂野新田１２

店舗販売方式による衣類クリーニング及び保管業務 H23.5.20
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1097 H23.5.20

1096 株式会社 ＫＭＤ 木村 喜徳 水戸市石川町権現台２７６－３１ ブラシレスモーター部品製造 H23.4.5

※空欄は掲載不可の部分


