
○平成２２年度 経営革新計画承認企業一覧（平成２３年３月３１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

943
袋田食品(株)
(株)奥久慈屋吉餅

高村 博美
松浦 勤

久慈郡大子町袋田２２４７－５
久慈郡大子町袋田２２４７－７

奥久慈産「常陸大黒」を使った菓子シリーズの開発 H22.4.16

944 (株)メイズムランド 盧 源柱
北茨城市磯原町磯原字磯原双島東
側２５４７－３

可動式店舗導入による店舗展開 H22.4.16

945 (株)高橋宗四郎商店 高橋 宗四郎 日立市助川町２－４－１５
快適な畳生活を提案する洋室→和室リフォーム・パッケージ
「空気の綺麗な和室空間」の開発

H22.4.20

946 小野工芸(株) 小野 孝 取手市戸頭２３５－３ H22.5.10

947 (株)水戸理化ガラス 平沼 博 水戸市千波町１７８５ H22.6.2

948 (合)剛烈富永酒造店 富永 継則 常陸太田市大里町３４０１
大正ロマンあふれる蔵で，小規模仕込で好みの焼酎・スピリッ
ツの受注生産

H22.6.11

949 (株)伊藤鉄工所 伊藤 龍司 古河市大堤１８１４ 地震シミュレーション装置の製造 H22.6.18

950 (有)トラストライトサクセス 坂本 俊之 龍ケ崎市城ノ内２－１８－１５ 小型カスタムバイクの部品の企画・販売 H22.7.1

951 (株)大興製作所 黒澤 忠男 下妻市本宗道１７８
超小型リードスクリュー（ステンレス材料）の丸棒に穴を開け
る技術を駆使した新商品開発

H22.7.7

952 水戸コミュニティ放送(株) 海老澤 啓子 水戸市酒門町１２６１－１ H22.8.2

953 田舎の味 ほうろく屋 藤岡 充 石岡市小見９３５－１
特徴に乏しい一般飲食店からしし肉メニューを1年中楽しめる
庶民派しし肉グルメ店への変革

H22.8.12

954 (有)関農産 関 喜幸 つくば市北太田６０４－３ 自社で栽培した農作物を原材料として作った各種餅の製造販売 H22.8.17

955 (有)勝雄警備保障 片見 勝雄 水戸市元吉田町１１５３－７
真のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙが行う防犯困りごと相談室の設置と，これを活
かした防犯カメラ普及事業への進出

H22.8.24

956 夢菓子亭 小室 和也

つくば市吾妻３－１２－１２－１
０３
（店舗つくば市天久保１－８－１
４入江１０１）

ＮＰＯ法人とのタイアップ企画による新商品開発と拡販 H22.9.2

957 (株)小田喜商店 小田喜 保彦 笠間市吉岡１８５－１
栗そのもののおいしさを追求する一般消費者向け自社ブランド
商品「いわまの栗（仮称）」シリーズの商品化

H22.9.9

958 (株)ドリームゲート２１ 神立 博之 つくばみらい市東楢戸１７３２ H22.9.8

959 (有)ディーエヌエー 植田 浩元 石岡市東石岡３－７－６ クラシック外車に特化したワンストップサービスの提供 H22.9.17

960 (株)成島 成嶋 祐介 土浦市大和町７－２０
新店舗・配送物流センターのオープン並びに新規需要掘り起こ
しの活動展開

H22.9.17

961 松本電工(株) 松本 義則 小美玉市羽刈３４４

ショールームの有効活用と独自のオプションブックによって開
始する「安心の電気自動車充電インフラ設備工事分野への進
出」

H22.9.28

962 筑波園 本図 一衛 石岡市吉生８６１
八郷の自然を活かした新サービス「森林浴体感レストラン」の
開始

H22.9.29

963 (有)東條商店 東條 敏伸 水戸市東台１－３－２３

既存の鰻卸売の知識・経験を活かし，鰻の実演販売など「安
心･安全・食育」をテーマとする「地域に根づいた新しいスタ
イルのうなぎ屋」づくり

H22.10.5

964
(株)ブルースターコーポレー
ション

市村 明男
水戸市吉沢町３５２－１２１ Ｎ
Ｓ吉沢第２ビル１０１

次世代のテーマパーク型ゲストハウスの実現 H22.10.12

965 (株)アカツカ 赤塚 良史 龍ケ崎市白羽１－２３－８
アミューズメント性の高いレストラン部門設置により顧客の囲
い込みを図る

H22.10.15

966 飛田プラスチック製作所 飛田 忠男 ひたちなか市馬渡３８７ 特殊成型技術を活かした新商品の開発・販売 H22.10.20

967 (株)ミゾグチファーム 溝口 洋一 神栖市波崎１９８－１ H22.10.20

968 一喜 杉山 一生 桜川市真壁町下谷貝１６４６
均一価格で生産者の顔が見える焼き肉素材が気軽に楽しめる居
酒屋風焼き肉店の開発

H22.10.25

969 (株)川崎製作所 川崎 修 ひたちなか市山崎６０

大物ロングシャフト等機械加工の高精度計測技術確立とCATシ
ステムの高度化による高精度加工技術・品質保証体制構築によ
る高付加価値事業への転換

H22.11.1

970 (有)倉持建材 倉持 郁夫 境町大字染谷６３９－１ H22.11.1

971 (株)葡萄の実 馬場 剛 つくば市手代木３５６－５
「本場のマルシェ」開催による地元顧客とのコミュニケーショ
ンの構築

H22.10.29

972 丸真食品(株) 三次 美知子 常陸大宮市山方８２９ 黒大豆小粒（新種）を使った納豆シリーズの開発と販売 H22.11.1

973 (株)ハリカ太田店 中澤 範義 常陸太田市馬場町８６ 水産加工品の製造小売体制の確立 H22.10.29

974 (有)鈴木合成 鈴木 諭 常総市菅生町５１７９－２
健康器具シリーズの開発と販売による提案型製造メーカーへの
移行

H22.11.11

975 (有)奥山製作所 増田 朋啓 つくばみらい市福岡２５１８－１
業務見直しによる社内体制強化と，廃材等を活かした新製品開
発

H22.12.7

976 (有)ピュアメイト 久保 徳子 鹿嶋市大字鉢形１５１８－９
「ＩＣＴスキルを有した人材」と「会計スキルを有した人材」
に特化した有料職業紹介事業の展開

H22.11.22



○平成２２年度 経営革新計画承認企業一覧（平成２３年３月３１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

977 海鮮・味処やまとや 大野 厚 行方市南５７１－５ エスプーマ料理とプライベートを大事にする空間の提供 H22.11.22

978 (株)ライスミル 谷口 元一 行方市板峰１８７ 「高品質低タンパク米」の製造 H22.11.22

979 (有)荒井硝子店 荒井 孝二 行方市麻生１４１－１ 猛暑・酷寒に対応した快適な住空間の提供 H22.11.22

980 朝日テック(株) 中西 克己 取手市取手２－５－２０ 新裁断ロボット導入による生産方式の改革 H22.11.17

981 沼田化成 沼田 嘉夫 行方市三和４９６
キャップ回収運動を支援するオリジナル回収商品の販売による
回収先の開拓

H22.11.26

982
カービューティープロトータ
ルチャンプ

石津 和英 潮来市大洲１０２１－１ 塗装ブースを活用した特殊塗装サービスの提供 H22.11.26

983 なまず屋 野原 篤 行方市手賀１５１１ 日本最大のなまず養殖業者としての高付加価値商品の開発販売 H22.11.26

984 (有)坂本材木店 坂本 規子 行方市井上８７６ 女性の材木商がコーディネートする家の提案 H22.11.26

985 憧れ 池田 誠子 水戸市栗崎町１９９６－２

高齢者のリハビリテーション効果と幼児の花育に活用すること
ができる、簡単フラワーアレンジメント「咲くサクくん」の開
発と提供方法

H22.11.26

986
(有)トラスティ（共同申請）
ライフサービス

鈴木 忠寿
鈴木 忠夫

H22.11.26

987 (有)丸善興業 今泉 善弥 行方市羽生６７３－２ 「ゴミペレット化と無料配布」による生ゴミリサイクルの実現 H22.11.30

988 (有)ＩＴ企画 滝田 宗浩 筑西市乙９０７－１ 漁港と直接取引により，新鮮素材を使った新メニューの提供 H22.12.9

989 (株)羽原工務店 寺田 一郎 龍ケ崎市河原代町３９７５ 無垢材家具の製造販売 H22.12.6

990 H22.12.6

991 (株)やまとセレモニー 岡田 豊和 高萩市東本町３－１－６ デリバリー部門の新設による顧客の囲い込み戦略の強化 H22.12.16

992 (株)アイ・カンパニー 糸川 秀樹 つくば市花畑１－１４－２
「販売促進活動苦手事業者のためプロモーション支援事業」の
本格的実施による経営の向上

H22.12.17

993 オムニブレイン(株) 鈴木 一哉 つくば市若葉８－１４
利用者がFAXを送信するだけで，ホームページの更新とメール
マガジンの発信ができる「ＦＡＸでポン」の開発及び提供

H22.12.28

994 (株)ダステック 竹内 靜春 水戸市酒門町４３６５－２ H22.12.28

995 東京食堂 大原 義和 神栖市平泉２１２３－５
「餃子手づくり工房」や「おやつ餃子」によるジャンボ餃子ブ
ランドの確立

H23.1.6

996 フレッソン 寺田 幸生 つくば市苅間１３４８
新製品・再生洋菓子（シューラスク及びマカロンラスク）とオ
リジナルフランス菓子（フレッソン・マカロン）の製造販売

H22.12.28

997 (有)宝来館 岩間 喜代寿 常陸太田市棚谷町１９５０
三たてそば御膳の提供と地域の隠れた名所案内付き宿泊パック
の提供による新規顧客の開拓

H22.12.28

998 (有)山中材木店 山中 孝男 神栖市賀７８０
材木商による住まいづくり（適材適所コーディネート，造作家
具の展示提案）

H22.12.28

999 (有)ファインロジック 菊地 主税 土浦市中神立町７－１０ オープン･ソース・ハードウェアの開発・販売 H23.1.4

1000 林しいたけ農園 林 洋一 鉾田市梶山２０７１
シイタケの「A級品」と「C級品の廃棄部分と規格外商品」を活
用した商品の開発

H23.1.6

1001 菓子処林屋 林 幸雄 神栖市波崎７５７８－８
米粉や和菓子・洋菓子の材料を使用した特徴のあるドーナツの
製造販売

H23.1.6

1002 (有)根本解体 根本 正夫 鹿嶋市下塙１１３６
使用済車両からリサイクル可能な全ての部品を取り出しネット
で全国販売

H23.1.6

1003 (株)神栖創建 柳田 広美 神栖市鰐川２５－２３５ 道路環境維持工事（維持・補修・補強工事業）への参入 H23.1.13

1004 重藤木工所 重藤 三夫 鉾田市下富田５５１－２ 新築住宅の模型作りによる受注拡大と建築業者の営業支援 H22.1.14

1005 (有)しのづか 安藤 信一 神栖市須田３６１８－１
福祉住環境コーディネーターによる福祉住環境リフォームの提
案

H23.1.27

1006 (有)ミトモ 坂野 浩勝
稲敷郡阿見町荒川本郷１３９６－
８

新製法タイルの市場導入 H23.1.13

1007 (有)アレス 大関 文夫 つくば市筑穂１－１４－２
ペン読機能付オリジナル・マルチメディア知育絵本の企画・制
作・販売

H23.1.31
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1008 金久保養鶏場 金久保 仁 常陸大宮市大岩２１２ 付加価値の高い商品を開発・販売し，自社の独立性を高める H23.1.13

1009 (株)石原石材 石原 且久 石岡市大塚１９４２－１
「当社で採掘する御影石"茨城中目石"を使って作る天地石墓石
と，コースターなど天地石商品シリーズの開発

H23.1.14

1010 (有)サウンドウェーブ 小倉 譲治 ひたちなか市佐和１６１９－２
フランチャイザーとしてカーオーディオフランチャイズチェー
ン「サウンドウェーブショップ」の新事業展開

H23.1.26

1011 (有)時空遊園 岩永 至功 つくば市柴崎９９９－７
シニア向け菜園一体型住宅設計「ＡＧＲＩＴＥＣＴＵＲＥ」の
開発・拡販による経営基盤の安定化

H23.1.26

1012 サナダ設計 田中 修治 行方市西蓮寺１２９１－２
施工中のクレームを未然に防ぎ，工務店と施工主様の良好な関
係維持に貢献する，クレーム未然防止支援事業

H23.2.8

1013 (有)藤岡設計事務所 藤岡 和雄 石岡市正上内１２－１

空き店舗対策として介護福祉事業分野への進出を考えるお客様
に対する，設立から運営に至る介護福祉専門の設立運営支援
サービスの開始

H23.1.27

1014 松本文具店 松本 秀男 猿島郡境町２９９－１
書道を通じて，日本の伝統を大切にする人をサポートする店づ
くり

H23.1.26

1015 蕎麦処たか松 高松 久 桜川市友部２１２－１
二条大麦うどんの新提供による新たな客層の開拓とメンテナン
スフリーのオリジナル電動石臼の開発・販売強化

H23.1.27

1016 (有)こもり 小森 勝男 桜川市東桜川３－１３
葬儀・法事の食事風景を刷新するオープンキッチンでお作りす
る出来立ての本格中華料理の提供

H23.1.27

1017 (有)海老沢写真館 海老沢 盛保 桜川市真壁町真壁１９８－５２
写真と動画を組み合わせたロケーション・ポートレート＆ムー
ビーの商品化

H23.1.27

1018 メガネのトミオカ 富岡 勝利 石岡市府中１－３－３－１０２
3,000枚の顧客カードを活かし，定期的に行う巡回訪問サービ
スの開始

H23.1.27

1019 Sweets工房ふじ屋 藤平 裕次 筑西市舟生１０１８－３６
地域行事と季節感を大切にした「季節ごとの大人の贅沢プリ
ン」の開発・提供

H23.1.27

1020 はんこ家はん造笠間店 小松 源次
東茨城郡城里町大字塩子２７４４
－３塙団地Ｂ－１０３

デザイン力ＰＲによる印刷部門の利益体制構築 H23.2.2

1021 (合)米銀商店 高橋 光 古河市中央町３－１－４３ 一食から配達する高齢者向け夕食弁当宅配サービスの提供 H23.2.3

1022 いばそう企画(有) 林 三弘 日立市川尻町５－３５－９ 資源スラックの有効活用による新事業展開 H23.2.2

1023 郡司工務店 郡司 栄 行方市繁昌６４１－５
リフォームに耐震補修も組み込んだ、耐震リフォーム事業の開
始

H23.2.3

1024 (株)木口 木口 光弘 桜川市真壁町亀熊７２２ H23.2.3

1025 日東エンジニアリング(株) 坂本 好郎 土浦市小松３－２４－１６ 高齢者向け賃貸住宅の供給 H23.2.2

1026 三浦フォトスタジオ 三浦 一憲 つくば市二の宮１－１２－２４ 出張撮影「ロケットマン・スタジオ」の創設 H23.2.8

1027 伊藤瓦工業 伊藤 義三 小美玉市飯前１３７６－８９ 屋根・樋・外壁リフレッシュリニューアルセンター H23.2.3

1028 (株)ベルファーム 鈴木 靜夫 つくば市高崎２２７７－３４
季節に合わせた旬の取立て野菜をそのままスープに加工製造販
売を行う「旬の野菜スープ４種」の新製品開発

H23.2.16

1029 (株)ＳＨＵＳＥＮ 坂本 哲治 土浦市川口１－３－３０１
お客様のダイエットに役立つ，足下回りの適切な組み合わせを
提案するネットショップの新展開

H23.2.16

1030 (有)彩菜 中野 昇 桜川市富士見台１－５９
高齢者や女性客へ向けた健康志向の店づくりとオリジナル低カ
ロリー商品・「あなただけメニュー」の提供

H23.2.16

1031 北條米穀店 北條 吉延 高萩市本町４－４６
精米したての白米の少量配達販売及び異業種連携による新規事
業の立ち上げ

H23.2.14

1032 杉田誠 杉田 誠 土浦市中村南５－２８－１６
非接触端末機を用いたモバイルサイトを通したサービス提供に
よる飲食業の活性化

H23.2.16

1033 (株)イシイ畳リフォーム 石井 実 石岡市大谷津３－１０
現代の新しい生活スタイルを提案する「畳を活用した洋風リ
フォーム」の開始

H23.2.16

1034 (有)青木商店 松岡 和枝 笠間市八雲２－４－５ 米作農家と連携した，高付加価値米の小売販売 H23.2.21

1035 石橋材木店 石橋 堅一 守谷市大柏１１０６－１ 地元茨城産ヒノキを用いたリフォームサービスの提供 H23.2.21

1036 藤本工房 藤本 均 笠間市来栖２６３８－７０
栗と狐をモチーフにした飲食小売業（コンボショップ）への革
新

H23.2.21

1037 (有)吉村サイクル 吉村 忠造 結城郡八千代町若１２６６－１５ 地域の中古自転車マーケットの開設 H23.2.21
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1038 (有)杉山鉄工 杉山 博 筑西市口戸８－１ H23.2.28

1039 長治園 長塚 権一 常総市馬場４８７
お茶を使った健康色の強い新製品の製造・販売と中高年層のセ
カンドライフを充実させるための場の提供

H23.2.28

1040 ライナー建設(株) 須藤 豊次 下妻市堀篭１４７１－１ 蛍の生息するビオトープ作りを通した環境再生事業への取組み H23.3.1

1041 みのわ食堂 斉藤 要 常総市向石下９０１－１ レインボー餃子の開発による新規顧客の獲得 H23.2.28

1042 ハーベストジョイ 丹羽 誠 水戸市元吉田町１４８２－４
業界初のショールーム設置による営業のドミナント化及びビジ
ネスモデルの変革

H23.2.28

1043 (株)鬼怒川流通 柴 大将 下妻市鎌庭１３３５－１
環境関連コンサルティング（「消費電力削減」及び「洗剤使用
による環境負荷低減」）の展開による独自商品の販売促進

H23.3.7

1044 大塚セラミックス(株) 大塚 基冶 下妻市半谷字原山４８２－１ H23.3.7

1045 大和田工務店 大和田 朋緒 水戸市小泉町８７２
カラクリ技法を応用した高齢者向け住宅リフォームサービス
「家楽里（カラクリ）」の開発・販売

H23.3.7

1046 (株)茨城県南木造住宅センター中村 公子 つくば市研究学園A-55街区
自社の培った木材扱いの知識と経験を活かした「県産材」の新
たな販売サービスの開発とその展開

H23.3.24

1047 (株)茨城メディアシステム 仲村 美登里 水戸市白梅１－８－１４
紙媒体（生活情報誌「ぱぺる」等）と連携して行うインター
ネット広告，ＨＰ作成・運用事業への参入

H23.3.9

1048 (株)モガキ 茂垣 雅義 石岡市柿岡１９０６－１ こだわり派コイン精米所の展開 H23.3.9

1049 青柳土木コンサルタント 青柳 恵晴 下妻市鯨８４８－２ 個人宅工事の共同営業と受注後の総合窓口事業の展開 H23.3.11

1050 ストーン・ビーチ ラ・ズール金子 均 日立市十王町友部１１８１－１ 地場産にこだわったホームメイド薫製の加工販売 H23.3.9

1051 (有)石崎建設 石崎 馨 常陸大宮市野口２４７５－１
熟練大工手作りによる松丸太梁あらわし大空間の家による経営
革新

H23.3.24

1052 大黒家 圷 誠一 東茨城郡茨城町奥谷４７－３

地元老舗割烹がライブイベントなどを通じて「和之家豚」等地
元の「おいしい食」を広域のグループ客・団体客に提供する経
営革新

H23.3.9

1053 東京フード(株) 石井 康友 坂東市矢作２８４０
茨城県産の米粉を使った米粉カレーペースト調味料及び関連商
品の開発と販売

H23.3.11

1054 創作豆腐 やなぎや 荒井 伸雄 小美玉市小川１５０６
老舗豆腐店が自社商品を地産食材で味付けアレンジして作る
「フルーティゆば＆小魚入りおみたまがんも」による経営革新

H23.3.11

1055 (有)愛宕園 本橋 伸之 笠間市泉２３６６－１
自社直営農場”さんてすファーム”の運営と，これによる当社
提供価値の向上

H23.3.11

1056 (有)鈴木屋本店 鈴木 尚 猿島郡境町１５５２ 「割烹屋さんの手前味噌シリーズ」販売事業の開始 H23.3.11

1057 (株)田口建設 田口 伸 桜川市阿部田４７５－３

土木業者が多彩な技能・技術を生かして取組む「個人住宅施工
における設計監理並びに外構・基礎・構造体等工事のパッケー
ジ提供」

H23.3.11

1058 立原工業(株) H23.3.11

1059 樽 樽見 明男 笠間市笠間２４８１－８
高齢者および障害者向け笠間観光地紹介メニュー＆サービスの
開始

H23.3.11

1060 (有)楽園堂 荒川 成敬 猿島郡境町２９３－１５

新曲キャンペーンと連動させ演歌コンシェルジュが次のレパー
トリーを探すお手伝いを行う，カラオケ演歌ファン支援空間の
開発

H23.3.15

1061 (有)石川商店 石川 重知 石岡市府中３－９－２０
専門店ならではのお茶の良さを地域顧客に提案する新たなる
サービス「ＯＨＴＣサービス｝の開発と展開

H23.3.11

1062 東会芳 伊藤 康 水戸市住吉町１０－１７
客室の新たな活用法と新客室増設に伴う新メニュー（薬膳特別
鍋コース）による新顧客の獲得

H23.3.15
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1063 (株)いいじま 飯島 功光 つくば市古来１３０－１
県南地域を中心とした中小人数事業所に対して無人コンビニ
「オフィス・ＧＩＦＴ」売場の設置による新市場の開拓

H23.3.15

1064 ＨtoＯ 中村 信子 土浦市永国台２－７９ 心身共に整理された，美しい豊かなライフスタイルの提供 H23.3.15

1065 ＢＲＩＤＧＥ 船橋 範行 事業所：水戸市加倉井町２０９９
総合力を発揮できる提案型広告代理業グループ「茨城再発見事
業部」の創設

H23.3.15

1066 (株)創健 石渡 弘美 取手市片町３００ H23.3.16

1067 (有)山西肥料店 山西 正樹 東茨城郡茨城町宮ヶ崎４５２－１
大型根菜用収穫耕作機を使って各種農作物の収穫作業を請負
し、且つ収穫した各種根菜を安定供給するプロデュース業務

H23.3.16

1068 豊ミルクセンター 菅野 達雄 ひたちなか市高場４１８－４ テレホンアポイントメントを活用した牛乳店の顧客開拓支援 H23.3.22

1069 鰻の館東條 東條 広志 那珂市後台２９６４－１４
女性向け「べっぴん料理」の開発と地域の食材を使用した料理
の提供

H23.3.22

1070 (有)おその江 小薗江 利之 那珂郡東海村舟石川８３２－２ 弁当店と簡易居酒屋のリバーシブル店舗の開発 H23.3.22

1071 ルーピスト 三村 杏子 東茨城郡城里町上青山８７４－１
オムツ離れを早め子育て世代を助けるエコオムツ関連商品の開
発

H23.3.23

1072 (有)セイム 倉持 忠行 守谷市けやき台６－６－１ 建材ヒビ割れ補修材の開発販売 H23.3.23

1073 (有)ワールド 鴨志田 好子 守谷市けやき台２－１２－１３
新サービス「女性向けスキンケアの提供」「在宅高齢者に向け
た出張サービスの提供」「男性向け高級理容サービスの提供」

H23.3.23

1074 大子製菓(協) 菊池 寛一 久慈郡大子町池田７２８
奥久慈で栽培した「あしたば」を活用したパウダー、エキスを
利用した和洋菓子等の開発と販売

H23.3.24

1075 (株)安部 安部 知明
かすみがうら市牛渡２７１６－１
３

佃煮加工技術を使った、いばらき地養豚の加工食品の開発・販
売および、HACCPの導入

H23.3.23

1076 日本企画印刷(株) 染谷 久夫 坂東市辺田１０８９－１１ チラシ作成ソフトの提供による新規顧客の獲得 H23.3.23

1077 口本食品 口本 浩誠 常総市新井木町２８４－５
固さにこだわったこんにゃく開発販売と工場見学及び顧客への
直接販売

H23.3.24

1078 (有)ヒラチ樹脂 平地 則雄 守谷市本町８８７－２
各種繊維等のアクリル封入による新規製品開発及び新規販路開
拓

H23.3.24

1079 桜岡食品 櫻岡 義信 久慈郡大子町小生瀬７９１
奥久慈で栽培した「あしたば」のパウダー化・エキス化による
販路確立と業績向上

H23.3.24

1080 (株)前島工業所 前島 文夫
かすみがうら市西成井２５６０－
２１

H23.3.28

1081 (有)佐藤電化工業所 佐藤 博徳 ひたちなか市津田１９４３－８

新生産方式による高効率生産と高性能な亜鉛・アルマイト処理
装置を導入し，独自の技術を盛込み・発展し，新たな市場・顧
客開拓による，電気めっき事業の拡大・深耕

H23.3.28

1082 (株)千創 植田 隆
那珂郡東海村舟石川駅東２－４－
５

顧客事業所の紙データのペーパーレス化作業を支援するビジネ
スの展開

H23.3.28

1083 (株)冨山塗装 冨山 達也 常陸大宮市石沢１１７５－１
地球と人に優しいエコ塗装の提供とセミナーノウハウのパッ
ケージ販売システムの構築

H23.3.29

1084 (有)イトウ車体 龍ケ崎市根町３５０９－２
ポイントメイク発想による自動車若返り軽補修サービス「カー
フレッシュメイク」の開発・拡販

H23.3.29

1085 ときわ 藤田 茂 久慈郡大子町大字袋田２５
これまでの土産物通りにはない新しい喫茶スペース・メニュー
の提供

H23.3.29

1086 デリカショップ久慈屋 石田 栄介 久慈郡大子町大子６７３
奥久慈しゃもの魅力を気軽に楽しむことのできる奥久慈しゃも
土産品シリーズの開発

H23.3.29

1087 (株)おおしま 大嶋 元則 笠間市笠間１７２８
オシャレと健康を組み合わせた自転車ライフを提案する店舗へ
の変革

H23.3.29

1088 (有)北島マシンナイフ 北島 正信 鉾田市大竹１５２１－８

自社のカット機械製造とカット技術を駆使した顧客の高ニーズ
に対応する新サービス「スライス加工サービス」の開発とその
展開

H23.3.28

1089 (有)エス・ティー 遠峰 里子 東茨城郡大洗町大貫町３５５－１ みんなにやさしいプロジェクト～多世代へのとんかつ提供 H23.3.29

1090 (株)セレモニー桒名 桒名 大輔 常陸大宮市下桧沢４０４３－６ 小規模葬へ対応した葬儀サービスの提供 H23.3.31

1091 (株)小林電気商会 小林 英夫 潮来市水原６７２－１ 体験型ショールームを活用して行う顧客密着型組織への変革 H23.3.29
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1092 (株)小倉味噌店 小倉 美代子 石岡市高浜８３１ 味噌屋が作る味噌こうじをベースにした加工食品の開発 H23.3.29

1093 矢口洋品店 矢口 晃 水戸市内原町２８－１
おしゃれで健康的な人生を楽しみたいハイミセスのための婦人
服新業態店の開発

H23.3.29

1094 石田電子(株) 石田 利夫 守谷市本町４２６１－１ H23.3.29

1095 兼晃園 福元 満 牛久市牛久町３１９５ 客の元に出向き「花のある空間」を提案するサービスの展開 H23.3.29


