
(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2508210543 茨城県 株式会社ママダコーキ
鋼材等の切断サービスを内製化することによる売上
の拡大

株式会社ディセンター

2 2508210548 茨城県 株式会社東和鉄工
溶接ロボットシステム導入による建築構造体加工の
高品質・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3 2508210549 茨城県 エヌエス金属工業株式会社
ハイテンパー材料に適した９リットル缶成形装置の開
発

常陽銀行

4 2508210550 茨城県 株式会社ＭＫエレクトロニクス
複数枚カッター刃を用い、カメラシャッター絞込み機
構を応用した「新型ケーブル被覆剥離装置」の開発

常陽銀行

5 2508210552 茨城県 株式会社つくばエデュース
在宅介護の要とされる緊急時受入体制の強化、自力
生活力向上への新サービス提供

茨城県信用組合

6 2508210553 茨城県 株式会社木城製作所 カプラー部品等の製造コスト削減と生産力向上 株式会社ディセンター

7 2508210556 茨城県 橋場鐵工株式会社
石膏鋳造品の鋳巣予防と迅速な寸法検査による、高
品質製品化での顧客満足度の向上

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

8 2508210557 茨城県 株式会社ソウマ
鮮度の落ちやすい生しらすを使った生食用冷凍流通
商品の試作開発

株式会社フィナンシャルイン
ステチュート

9 2508210559 茨城県 株式会社古室製作所
医療分野（ワクチン製造用遠心分離機）向けの高精
度切削加工部品の短納期対応製造ラインの構築

常陽銀行

10 2508210560 茨城県
有限会社エヌケーエスエンジニアリ
ング

『薄板の歪取りおよび平坦度矯正の高精度化による
医療・研究機器売上げの増大』

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

11 2508210561 茨城県 有限会社筑波ハム
つくば豚活用商品の急速冷凍方式の転換による供給
量平準化と惣菜メニューの開発

筑波銀行

12 2508210564 茨城県 株式会社和興エンジニアリング
「無線通信機器の多様化する形状や高精度、短納期
に対応する為の精密板金部品の製造革新」

常陽銀行

13 2508210567 茨城県 有限会社遠藤機械製作所
自動車部品向け「自動スリ割り機」の自社開発による
製造工程の短縮化

常陽銀行

14 2508210569 茨城県
エス・ケー・ワイマテリアル株式会
社

生産プロセスの統合加工化による先進的精密板金加
工の高効率高精密化

常陽銀行

15 2508210571 茨城県 株式会社エムテック
医療向け微細部品加工でのグローバルなニッチトッ
プを目指す

公益財団法人日立地区産業
支援センター

16 2508210574 茨城県 株式会社レヨーン工業 次世代向け全自動クリーン装置の開発 商工組合中央金庫

17 2508210578 茨城県 株式会社日立技研
家電品用プリント基板の高性能・高信頼性はんだ付
け技術の開発

北見会計事務所

18 2508210582 茨城県 株式会社ヤハタ
金属加工におけるワンストップ体制、試作加工体制
の構築

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

19 2508210583 茨城県 小野瀬水産株式会社
真空加熱調理技術と急速冷凍技術による『本格日本
料理』の冷凍技術の開発と事業化

常陽銀行

20 2508210585 茨城県 松田製茶
ブラックアーチ農法による特長のあるお茶品質を最
大限に引き出す精揉技術の開発

八千代町商工会

21 2508210586 茨城県 株式会社日伸合成
「異物無き透明品」製造の積極的受注による経営の
向上

株式会社ディセンター

22 2508210589 茨城県 株式会社大和製作所
ゴム製品の成型時間短縮と大面積製品製造のため
の生産体制整備と試作開発

常陽銀行

23 2508210590 茨城県 株式会社八甲商会
リサイクルプラスチック原料の増産に伴う全自動溶融
時流動性測定検査設備の導入

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

24 2508210592 茨城県 有限会社北條製作所
ＮＣインバータスポット溶接機導入による精密板金加
工の高度化と生産工程の効率向上

茨城県信用組合

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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25 2508210595 茨城県 有限会社いすず電機工業所 組立配線用ワイヤーハーネス生産システムの開発
公益財団法人日立地区産業
支援センター

26 2508210601 茨城県 日本シーマ株式会社
環境・コスト・品質３拍子揃ったプラスチック組成物及
び包装体の試作・開発

常陽銀行

27 2508210603 茨城県 水木電機工業株式会社 後付太陽光発電ストリング異常診断装置の開発 筑波銀行

28 2508210605 茨城県 アロイ・テック株式会社
「電子部品実装機の高速化を実現する世界最高強度
のアルミ鋳物量産体制確立」

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

29 2508210608 茨城県 田所歯科医院
３Ｄ　Ｘ－Ｒａｙ設備の導入による革新的なインプラント
治療および審美治療の提供

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

30 2508210611 茨城県 株式会社鈴木茂兵衛商店
伝統工芸品である水府提灯を工業技術を活用し、国
際的な照明へ進化させる商品開発

常陽銀行

31 2508210616 茨城県 株式会社小室製作所
立形マシニングセンター導入による、自動車用ワイ
パーブレード向け等高精度金型の開発

筑波銀行

32 2508210617 茨城県 奥順株式会社
結城紬専用のオリジナル絣図案設計システムの開発
とその活用による新規市場開拓

常陽銀行

33 2508210623 茨城県 木内酒造合資会社
茨城の麦、茨城の米を材料に醸造した茨城オリジナ
ルビールの開発及び商品化

増山会計事務所

34 2508210624 茨城県 川田化成株式会社
土壌埋設時に短期間で解砕・分解する機能性成形材
料と成形品の試作開発

常陽銀行

35 2508210625 茨城県 株式会社三浦ゴム製作所
工業用押出しゴム部品の製造における加工の高度
化及び品質検査の高度化

東京東信用金庫

36 2508210626 茨城県 ＭＩ－Ａｉｄ株式会社
小規模医療施設用「簡易オーダリングシステム構築」
の試作開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

37 2508210627 茨城県 樋桁ダイカスト株式会社 新たなダイカスト提案による高付加価値製品の生産
公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

38 2508210629 茨城県 株式会社牛久製作所
大型医療機器（ＭＲＩ）用射出成型機部品の高効率生
産技術の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

39 2508210632 茨城県 岡部合名会社
清酒の発酵技術の向上による地元産イチゴ・梨・梅
の発泡酒開発と商品化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

40 2508210633 茨城県 日新シャーリング株式会社
建設工事におけるトータル時間・コスト削減を目的と
した鋼板への付加価値付与

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

41 2508210635 茨城県 有限会社ヤマ・テクノ・イノベート
インジェクションブロー成形によるプラスチック製卓球
ボールの製造

常陽銀行

42 2508210638 茨城県 株式会社エフエイシステムズ
生産設備・生産管理グローバルネットワーククラウド
システムの開発

常陽銀行

43 2508210640 茨城県 有限会社茨城計測
ディーゼル車両の排気管閉塞を防止する新製法「尿
素水」の製造販売サービス展開

常陽銀行

44 2508210641 茨城県 伊藤工業株式会社
特許活用による換気性能を高めた「屋根換気ユニッ
ト」商品とその内製化技術の開発

行方市商工会

45 2508210642 茨城県 株式会社ミゾグチファーム 「千両」「若松」パッケージ商品の開発、販売 公認会計士木村哲三事務所

46 2508210645 茨城県 株式会社つくば分析センター
土の豊かさと野菜の品質を数値化し付加価値を高め
る「土と野菜の健康診断サービス」の提供

株式会社つくば研究支援セ
ンター

47 2508210646 茨城県 株式会社屋代製作所
医療関連機器部品の生産性向上と品質保証による
受注拡大

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

48 2508210651 茨城県 二ダック株式会社
寸法測定簡略化法を開発し加工及び検査時間短縮
による競争力強化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

49 2508210656 茨城県 東京フェライト製造株式会社
フェライト磁石の多品種小ロット化に適応した革新的
な新電気炉の開発

スギ・コンサルティング

50 2508210665 茨城県 株式会社野上技研
新エネルギー素材向け試行検証用打抜き金型の開
発及び設備導入による、金型開発力強化

公益財団法人日立地区産業
支援センター
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51 2508210666 茨城県 クラウン工業株式会社 残土を出さない、革新的地盤改良サービスの提供 常陽銀行

52 2508210668 茨城県 株式会社モリモト
手加工から機械化、外注から内製化によるブラシス
プリングの生産能力強化

株式会社つくば研究支援セ
ンター

53 2508210669 茨城県 株式会社創和工業
ＮＣ旋盤導入による複雑形状樹脂部品の生産性向上
と実験装置製作の短納期化体制の確立

公益財団法人日立地区産業
支援センター

54 2508210670 茨城県 八紘電子株式会社
医療機器向け多品種少量生産プリント板の手作業職
場の製造環境整備

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

55 2508210671 茨城県 明利酒類株式会社
パストライザー導入による、劣化し難い高品質低アル
コール清酒の開発並びに販売計画

常陽銀行

56 2508210674 茨城県 株式会社渡辺製作所
厚板プレスの順送化による材料歩留の向上と金型の
高機能化による精密板鍛造技術開発

足利銀行

57 2508210675 茨城県 斉藤菊正塗工株式会社
コストパフォーマンスの高い低コスト、短工期などの
発注者ニーズに応えた再塗装サービスの提供

水戸商工会議所

58 2508210676 茨城県 横関油脂工業株式会社
皮膚病に効果のあるリン脂質を製造するための「溶
媒除去装置」の導入

常陽銀行

59 2508210678 茨城県 有限会社サンテックス
地震対策用免震装置の耐火被覆製造工程の効率化
と施工時間短縮化の向上

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

60 2508210685 茨城県 株式会社マコトサービス
可搬式スチームクリーニング機械導入によるＣＤＣガ
イドラインに基づく院内感染防止清掃サービスの提
供

河内町商工会

61 2508210687 茨城県 常北運輸株式会社
顧客ニーズ毎にカスタマイズ可能な工場用洗浄剤の
開発・提供サービスの展開

常陽銀行

62 2508210689 茨城県 末永鋼材株式会社
溶断能力の強化と生産性向上による国内生産維持
への取り組み

公益財団法人日立地区産業
支援センター

63 2508210691 茨城県 株式会社ロジックデザイン
咳嗽（がいそう）障害者への呼吸をアシストするリハビ
リテーション機器の試作開発

株式会社つくば研究支援セ
ンター

64 2508210693 茨城県 エヌエスパッケージング株式会社
金型構造を反転させることで、バリ方向を逆転させた
缶用口金の作製

守谷市商工会

65 2508210695 茨城県 株式会社大成工機
目詰まりが少なく選別時間短縮が図れるほし芋用選
別機の試作開発

常陽銀行

66 2508210696 茨城県 つくばオリゴサービス株式会社 人工塩基を含む長鎖ＤＮＡの試作開発 常陽銀行

67 2508210699 茨城県 日東電線工業株式会社
二次電池に使用する太物電線ＡＳＳ＇Ｙの試作開発
と受注拡大

常陽銀行

68 2508210701 茨城県 ＪＰＣ株式会社
放射線治療における高精度な患者位置計測・治療評
価システムの試作開発

常陽銀行

69 2508210702 茨城県 パティスリー・シエルヴェール
フードプリンタ導入によるオリジナル商品製作と新た
な商品展開

阿見町商工会

70 2508210715 茨城県 有限会社サカイ工業
新開発高精度テーパー両端加工自動装置の導入に
よる油圧シリンダーチューブ加工技術の開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

71 2508210722 茨城県 関東レジン興業株式会社
フッ素樹脂ガスケットの廃棄材を活用！　防汚性「道
路標識柱」用新素材の試作開発

みずほ銀行

72 2508210724 茨城県 有限会社タカモリ製作所
医療分析機器用部品を精密加工する為の新型複合
加工機導入と試作

茨城県信用組合

73 2508210727 茨城県 檜山酒造株式会社
自社並びに各「町おこし」等のためのワイン品質向上
及び醸造能力強化事業

常陸太田市商工会

74 2508210728 茨城県 栄進化学株式会社
用途別非破壊検査用磁粉の生産化に向け、既存粉
砕法の見直しとスプレードライヤ法の新導入

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

75 2508210730 茨城県 株式会社月の井酒造店
良質な原料処理による、米の旨味を活かした発泡清
酒の製造開発

筑波銀行

76 2508210732 茨城県 株式会社エムケーテクニカル
高アスペクト比の深穴、難加工形状部品加工を実現
する新しい冷間圧造技術の開発

常陽銀行
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77 2508210733 茨城県 株式会社神原鉄工所 医療用精密部品の多数個取り生産方式の開発
株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

78 2508210741 茨城県 株式会社麻生ハム
地元の銘柄豚である美明豚の付加価値の高い生ハ
ム（冷燻製品）の試作開発

行方市商工会

79 2508210744 茨城県 株式会社石山建設工業
最新鋭鉄骨柱溶接ロボットシステムの導入による生
産性向上計画

筑波銀行

80 2508210747 茨城県 株式会社エヌエスティー製作所
高機能接合技術による、ステアリングシャフトの自動
ナイロンコーティング設備開発

常陽銀行

81 2508210749 茨城県 株式会社那珂湊マリーナ
大型クルーザーのオーナーを対象とした船舶クリニッ
クサービスの新規提供

常陽銀行

82 2508210750 茨城県 有限会社歌舞伎あられ池田屋
伝統製法「生切り製法」の継承で他にはない商品群
提供の為の新たな基盤構築

取手市商工会

83 2508210751 茨城県 株式会社マイクロフェーズ
高導電性を有するカーボンナノチューブ樹脂複合材
の三次元成形装置の試作開発

税理士法人鯨井会計鯨井規
功

84 2508210754 茨城県 有限会社宮本製作所
要介護者向け持ち運び可能な簡易歩行運動支援器
具の開発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

85 2508210756 茨城県 株式会社ケーシーエス
「強い農業」の実現に向けた取組みに資する地域農
業支援システムの開発

常陽銀行

86 2508210764 茨城県 有限会社飛田理化硝子製作所
光ファイバー用延伸加工装置の改良による生産体制
の構築

公益財団法人日立地区産業
支援センター

87 2508210767 茨城県 エヌ・アール株式会社
自動車用チューブの高速・束ね切り自動切断機の開
発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

88 2508210769 茨城県 株式会社テルキーネット
遺伝子検査前処理用卓上型ワークステーションシス
テムの試作開発

常陽銀行

89 2508210778 茨城県 湘栄産業株式会社
“仮設レンタル資材”を安定供給する資材整備・改修
技術および整備改修サービスの開発

鉾田市商工会

90 2508210784 茨城県 有限会社ササキモールド 成形効率向上のための医療用金型の試作開発 常陸大宮市商工会

91 2508210793 茨城県 株式会社鶴月・社中
スノーボード＆スキー用安心・安全なスノーマットおよ
び着地クッション開発による通年練習施設提供サー
ビス体制の構築

牛久市商工会

92 2508210794 茨城県 株式会社桐井製作所
鋼製下地業界初の製造速度８０ｍ／分のカセット式
軽量形鋼（Ｃ鋼）の製造ラインの構築

常陽銀行

93 2508210795 茨城県 株式会社日泉
高効率造粒機での高品質再生樹脂製造による再生
樹脂の高度利用事業

あいわ税理士法人

94 2508210797 茨城県 有限会社モーハウス アーティストとのコラボレーション授乳服 常陽銀行

95 2508210804 茨城県 笠間焼協同組合
専用精製機導入による笠間粘土及び笠間耐熱粘土
の品質の改善

常陽銀行

96 2508210805 茨城県 有限会社アストロン
ロボット飛行船による洋上風力発電設備外観検査シ
ステムの試作開発

常陽銀行

97 2508210815 茨城県
ＡＤＭＩＥＸＣＯエンジン設計株式会
社

スターリング機関オンサイト・バイオマス発電用の小
型流動床燃焼炉開発

株式会社つくば研究支援セ
ンター

98 2508210818 茨城県 株式会社ジーウイング
日本初の公共測量に用いる超小型軽量無人飛行機
の開発、製造

神栖市商工会

99 2508210827 茨城県 株式会社バイオカ－ボン研究所
液状炭化物を用いたヒトの健康維持・促進に役立つ
空気清浄機の開発

阿見町商工会

100 2508210830 茨城県 合資会社剛烈富永酒造店
小規模蒸留装置を使った地域ブランド焼酎の製造販
売

筑波銀行

101 2508210832 茨城県 ひげた食品株式会社
納豆の改革～新冷凍保存技術による流通革命と地
域資源コラボ商品の開発～

常陽銀行

102 2508210833 茨城県 有限会社ナリタファーム 鶏糞の有効活用による肥料素材の開発事業 税理士法人フィールド
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103 2508210834 茨城県 有限会社皆川獣医科医院 つくば動物医療センター開設プロジェクト 常陽銀行

104 2508210836 茨城県 株式会社ライスライン
ＡＳＥＡＮ諸国をターゲットにした日本米と中古農機具
の海外輸出事業

常総市商工会

105 2508210840 茨城県 日邦電機産業株式会社 消防防災ヘリコプター向け可搬型着陸灯の試作開発 日立商工会議所

106 2508210846 茨城県 東邦発条株式会社
ＡＴ用バネ部品（ディテントスプリング）生産効率を向
上させる金型の開発

筑波銀行

107 2508210849 茨城県 有限会社グリュイエール
新しい食感と深い味わいを併せ持つ栗型「栗菓子」の
試作開発

笠間市商工会

108 2508210850 茨城県 株式会社ナチュラルライフ
地域に根ざしたＩＴコミュニティ＆ヘルシー・フードコー
トの開発

土浦商工会議所

109 2508210851 茨城県 株式会社アオキ
ボーリング加工とルーター加工機能を併せ持つ家具・
建具用ＮＣ工作機械の開発・導入

石岡商工会議所

110 2508210858 茨城県 株式会社ウーマン ロハスとエコの総合美容サロンの確立 水戸信用金庫

111 2508210859 茨城県 株式会社トヨウラ
４コーナーが小Ｒである高級感覚プレス成形シンクの
開発

常陽銀行

112 2508210860 茨城県 有限会社佐白山のとうふ屋
豆腐自動包装機・油濾過機・ドーナツ製造機による
「たのくろ生とうふ」とたのくろ豆関連商品の開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

113 2508210861 茨城県 株式会社関川畳商店
畳業界初！安心・安全な「両面薄畳」商品及び製造
技術開発による手軽に洋室を和空間に替えれるサー
ビスの提供

小美玉市商工会

114 2508210863 茨城県 旭モールディング株式会社
可動コア方式を利用した積層成型法による樹脂肉厚
試作品の開発

城北信用金庫

115 2508210871 茨城県 有限会社給前呉服店
移動レンタルきもの車で和装し神のまち鹿嶋を味わう
（日本の心を発見する）事業

鹿嶋市商工会

116 2508210875 茨城県 大塚産業株式会社
プラスチック射出成型加工の夜間無人操業を実現す
るための設備導入と社内体制整備

商工組合中央金庫

117 2508210878 茨城県 株式会社ミナキ
ＮＣルータ増設による旅客機内装品用部品の生産能
力拡大・加工精度向上と収益性の改善

りそな銀行

118 2508210887 茨城県 栗山工業株式会社
「農地耕作支援」と「天然ミネラル肥料製造技術」を活
用した先進的農業支援サービス事業

美浦村商工会

119 2508210890 茨城県 有限会社服部製作所
多様な医療器具用部品の試作開発及び製造生産ラ
インの確立

筑波銀行

120 2508210894 茨城県 有限会社ジオテック
都市災害監視向けメンテナンスフリー小型傾斜計測
装置の試作開発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

121 2508210895 茨城県 株式会社トプスシステムズ
自律型運転支援システム向けの人や車両の画像認
識システムの開発

常陽銀行

122 2508210899 茨城県 株式会社ハートコーポレイション
国際業務人材サービス・Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｕｍａｎ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

123 2508210901 茨城県 株式会社スリー・エス
世界初工法の基板実装装置の導入によるＬＥＤ直管
照明の量産化技術の開発

浜銀総合研究所

124 2508210906 茨城県 株式会社セイキョウ
自動粉体塗装ラインの構築による環境配慮化と製品
供給の効率化

常陽銀行

125 2508210907 茨城県 株式会社ノア
動物体の全周３Ｄデータを取得する高速スキャニング
システムの開発

常陽銀行

126 2508210913 茨城県 株式会社アイザ
「手荒れ撲滅ネットワーク構築による理美容院離就職
改善システムの開発」

常陽銀行

127 2508210914 茨城県 トモエ乳業株式会社
混合乳の最適回収技術の確立による歩留り改善、及
び回収乳の品質向上

常陽銀行

128 2508210915 茨城県 株式会社笹沼製作所
「職人技」とＣＮＣ普通旋盤ハイブリッド高精度技術に
よる精密機械装置部品の拡販

城北信用金庫
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129 2508210917 茨城県 東洋鍛工株式会社 航空機部品における素材の熱間鍛造化技術の開発
公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

130 2508210918 茨城県 アルバファインテック株式会社
医療用プラスチックのクリーン化による品質向上と生
産の能力増強

常陽銀行

131 2508210926 茨城県 株式会社長浜合成工業所
チッソＧＡＳ注入式射出成型導入による品質の向上と
低コスト化の実現

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

132 2508210931 茨城県 株式会社関東技研
核融合炉（ＪＴ－６０ＳＡ）用超伝導コイル観測システ
ムの確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

133 2508210932 茨城県 株式会社サザン珈琲
冠婚葬祭用返礼嗜好品用ギフト品等における自社ブ
ランドの商品化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

134 2508210933 茨城県 株式会社要建設
働く女性及びシルバー層の女性に「癒し」と「安らぎ」
を提供する『リフレ・カフェ』づくり

茨城県信用組合

135 2508210946 茨城県 朝日印刷株式会社
印刷物の紙とデジタルの融合（ＡＲを導入した新たな
付加価値額の創出

一般社団法人茨城県中小企
業診断士協会

136 2508210949 茨城県 株式会社ベテル 放熱材料の高分解能面内方向熱伝導性評価方法 常陽銀行

137 2508210950 茨城県 株式会社トキワ製作所
ランナーレス・廃材レス・ハイサイクル成形による試薬
セル成形品の高効率生産で競争力強化と受注拡大

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

138 2508210952 茨城県 株式会社大友製作所
設置が容易かつ設置コストを大幅低減できる植物栽
培用ＬＥＤ照明の機構及び連結治具の開発

常陽銀行

139 2508210953 茨城県 株式会社遠山工業
トナーカートリッジ用ブレードの自動化プレスラインの
開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

140 2508210958 茨城県 有限会社サカエシステム
ＰＣを用いた画像処理装置の開発と機能プログラム
のライブラリ化

公益財団法人日立地区産業
支援センター
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