
（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

2608210401 茨城県 株式会社笠間ソフトメン橋本屋
茨城地粉のおいしさと健康を追求した生パスタ・生麺開発
事業

常陽銀行

2608210402 茨城県 株式会社センクリード
ものづくり工場内生産管理で用いられるスタンプ文字を安
価なカメラで認識できる文字認識ソフトの開発

水戸信用金庫

2608210405 茨城県 株式会社木城製作所
自動車エンジン部品等の工程集約と高速切削による生産
性向上

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210406 茨城県 大阪精機工作株式会社
ＣＮＣ精密平面研削盤導入による曲面への精密研磨加工
技術の確立

商工組合中央金庫

2608210408 茨城県 株式会社ロボッテリア
倣い装置付き３次元測定機導入による製品検具の内製
化

商工組合中央金庫

2608210410 茨城県 株式会社石川工業所
生産プロセスの革新による、エレベーター向け銘板の短
納期化対応

筑波銀行

2608210411 茨城県 株式会社土井工業所
エレベーター機械室に使用される構造部材穴あけ装置の
自家設計で従来の加工能率３倍化

水戸信用金庫

2608210412 茨城県 細島工業株式会社
ポリカーボネート樹脂の射出成形加工の低コスト短納期
化

株式会社ディセンター

2608210413 茨城県 有限会社ホクト
多層フィルムリサイクルの効率化と川下工程の取込みに
よる収益向上

結城信用金庫

2608210414 茨城県 朝日テック株式会社
シリコンやレアメタルの超微粒子を捕捉して資源リサイク
ルを可能にする縫い目のないフィルター製造技術の開発

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210415 茨城県 片桐金型工業株式会社
冷間鍛造順送プレス加工用高精度金型の開発による事
業拡大

井須行政書士事務所

2608210416 茨城県 有限会社イチコ製作所
自動車用部品の残材活用ノウハウを折込んだＮＣ旋盤の
共同開発と生産性の向上

常陽銀行

2608210417 茨城県 株式会社ジェイウィング 無機フィラー入りのポリプロピレン発泡シートの開発
公認会計士・税理士事務所Ｉ＆Ｉ
パートナーズ

2608210421 茨城県 岡崎精機製作所
設計能力を最大限発揮させたプレス金型の高精度化と短
納期化

筑波銀行

2608210422 茨城県 株式会社ヤハタ
薄肉航空機部品のワンチャック加工化による精密かつ高
速機械加工の達成

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210423 茨城県 株式会社新六本店
低温発酵製法による「茨城県産野菜の奈良漬け」の製造・
販売事業

取手市商工会

2608210424 茨城県 株式会社丸昌
高強度、軽量、低コストを実現するリサイクル硬質塩化ビ
ニール管成形のための試作開発

筑波銀行

2608210427 茨城県 株式会社エムアールシー
精密真空ゴム成型と気密製品の金型開発における高効
率量産体制の確立

常陽銀行

2608210428 茨城県 有限会社高橋肉店
納豆常識を覆す「糸挽きの少ない納豆」を使ったコロッケ
開発と、お客様満足度アップによる販売力の強化

龍ヶ崎市商工会

2608210429 茨城県 株式会社正和加工
非有機溶剤洗浄技術の導入によるプレス製品製造環境
の高度化

足立成和信用金庫

2608210430 茨城県 株式会社サンテクノ チタン製メスチップのワンチャック製造開発 常陽銀行

2608210431 茨城県 水戸工機株式会社
ＣＦＲＰ炭素繊維帯のワインディング技術の確立と既存製
品への応用

筑波銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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2608210433 茨城県 株式会社モリモト
多種多様な「両端絞りフック引きばね」を機械化、内製化
する設備の導入

境町商工会

2608210434 茨城県 大進商工株式会社
硬質材料加工への対応力強化と型レス化実現による、顧
客提案力強化と新市場開拓

城北信用金庫

2608210436 茨城県 株式会社いなもと印刷
オンデマンド印刷とＰＵＲ製本技術の融合による自費出版
事業強化計画

筑波銀行

2608210437 茨城県 株式会社エム・エム・イー
日本一のほしいも産地に寄与するほしいも乾燥機の試作
開発

筑波銀行

2608210441 茨城県 有限会社参阡年
医療用・研究用筐体の板金塗装不良を劇的に改善する塗
装環境制御技術

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210442 茨城県 株式会社高萩サービスセンター
革新的なＮＣ旋盤を導入した中型ケーシングの複合一貫
生産体制の確立

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210443 茨城県 有限会社鈴木精器
機械加工の工程見直しにより、加工精度、及び生産能力
を向上させる

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210448 茨城県 有限会社廣木精機製作所 超精密加工品の公差精度維持技術の試作開発 常陽銀行

2608210450 茨城県 株式会社呼子鉄筋工業所
建築用鉄筋自動曲加工機の導入と 土木・建築用鉄筋加
工技術の開発

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210451 茨城県 株式会社ユードム
地熱発電所周辺における硫化水素濃度モニタリングシス
テムの開発

常陽銀行

2608210453 茨城県 株式会社ヴィオーラ
女性が使ってみたいと思う、最高のおもてなしおしぼり
『心』の提供

常陽銀行

2608210454 茨城県 石川精機
高精度放電加工機とリニアスケールを使った金型のピッ
チ間誤差改善

常陽銀行

2608210455 茨城県 株式会社タケウチハイパック
段ボール生産ラインの自動ラップ巻き機ライン化開発によ
る品質及び生産性向上

常陽銀行

2608210456 茨城県 株式会社富田鉄工所
設計力と切断加工技術を生かした一貫体制によるブライ
ンドＢＯＸの生産体制強化

株式会社エフアンドエム

2608210457 茨城県 エヌエス金属工業株式会社 ペール缶蓋の手嵌めパッキンを自動で行う装置の開発
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210458 茨城県 環境技術サービス株式会社 ポンプ内蔵型止水栓の試作開発 茨城県信用組合

2608210459 茨城県 株式会社ヒロサワ
木工事用部材の高精度・高効率切断加工による製材プロ
セスの短縮化改革

常陽銀行

2608210461 茨城県 森島酒造株式会社
少量多品種少ロットへ対応する為の画期的な出荷体制の
強化

常陽銀行

2608210463 茨城県 笠原歯科
超極薄型セラミック補綴物の試作開発による革新的審美
補綴治療サービスの提供

株式会社ブレイブコンサルティ
ング

2608210464 茨城県 コロン株式会社 ガスインジェクションによる、精密部品の成形技術の確立
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210465 茨城県 高尾工業株式会社
画像寸法測定器導入による検査工程高度化、品質保証
体制強化実現

常陽銀行

2608210467 茨城県 有限会社日立電機工業 炭素繊維強化プラスチック加工環境の充実
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210471 茨城県 日本板金興業株式会社
屋根・壁における特殊屋根構成部品の製品化による生産
体制の確立

境町商工会

2608210473 茨城県 有限会社ササキモールド 医療用品のプラスチック品質を向上する複合金型の開発 常陽銀行
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2608210474 茨城県 有限会社運平堂本店 急速冷却での品質保持向上、販売形態の多様化 常陽銀行

2608210476 茨城県 株式会社大塚製作所
ＣＡＤ／ＣＡＭとレーザーマーキング装置を融合させた短
納期化とトレーサビリティ管理技術の高度化の実現

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210478 茨城県 有限会社カムデンタルラボラトリー
多色築造技術とＣＡＤ／ＣＡＭシステムを組み合わせた歯
科技工技術の構築

稲敷市商工会

2608210482 茨城県 株式会社照姫
国内トップシェアの炭火焼き鳥用コンロ製造の効率化によ
る海外展開計画

株式会社エフアンドエム

2608210484 茨城県 秋山精鋼株式会社
当社オリジナル鋼種の原価低減と売上拡大の為の設備
導入の推進

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210490 茨城県 大生工業株式会社
極小粒径の不純物除去！高品質・環境配慮型オイルフィ
ルタ製造工程の革新

株式会社エイチ・エーエル

2608210491 茨城県 株式会社多賀鋳造所
防爆型ＬＥＤ照明器具部品の新設備導入による、生産性
向上と受注拡大

常陽銀行

2608210492 茨城県 有限会社内山味噌店
砂糖不使用プリンを餡として包んだ洋風饅頭の開発によ
るお土産需要の創出

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210493 茨城県 三和ニードルベアリング株式会社
ＣＮＣ小径ピン研削盤の導入による小径部品精密研削加
工の高度化と生産効率の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

2608210494 茨城県 株式会社タンゲ製作所 プレス製インサートナットの高効率生産技術の開発
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210495 茨城県 エス・ケー・ワイマテリアル株式会社
レーザー切断用窒素ガスの自家生産化による高効率生
産プロセス革新

常陽銀行

2608210497 茨城県 有限会社丸幸ゴム
複合機排紙ローラー用発泡ウレタンゴムローラーの開発
製造

神栖市商工会

2608210499 茨城県 太洋工業株式会社
自動洗浄機ライン開発によるふき取り作業の自動化と不
良の低減

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210503 茨城県 清水ノーヅル株式会社
次世代マイクロギヤポンプの製造と生産効率化体制の確
立

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210506 茨城県 有限会社光食品
厚揚げ豆腐製造工程での廃油再利用技術開発によるコ
ストダウン

神栖市商工会

2608210507 茨城県 株式会社幸手スプリング
超耐熱用新素材を活用した自動車用バルブスプリングの
試作開発

常陽銀行

2608210508 茨城県 小島工芸株式会社
国産木材を活用した「安心・安全で高品質な学習机及び
木製家具」の開発事業

東日本銀行

2608210509 茨城県 中央技術サービス株式会社
飲食店・保育園向けにオリジナルデザインの抗菌性壁面
装飾の提供

鉾田市商工会

2608210519 茨城県 有限会社ケイズファクトリー
皮革製品製造工程における裁断のスピード及び精度向上
実現のための工程革新

常陽銀行

2608210520 茨城県 株式会社中村商店
地元霞ヶ浦産の白魚を主原料としたカップスープの加工
プロセスの構築及び商品開発

佐藤税理士事務所

2608210521 茨城県 つくばヤーコン株式会社
茨城の米粉と地元野菜・果実を材料としたロングライフ・
つくば米べジフルシフォンの開発

つくば市商工会

2608210522 茨城県 株式会社ウーマン 高齢者、身障者、肌の弱い方に優しい美容施術の提供 水戸信用金庫

2608210533 茨城県 株式会社アンテックス
旋回ベアリング製造工程におけるストッパピン挿入作業の
自動化

常陽銀行

2608210534 茨城県 篠塚工業株式会社
異形部品の製造の高効率化及びすきま受注の即対応可
事業

筑波銀行
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2608210536 茨城県 株式会社ビースタイル
携帯アプリと電波美容器を活用した生活習慣改善指導に
よる新規顧客層への展開

常陽銀行

2608210537 茨城県 株式会社エムケーテクニカル
新・旧融合型ＮＣ切削二次加工による自動車用精密ラ
チェットシャフトの試作開発

常陽銀行

2608210538 茨城県 株式会社野上技研
製品開発・研究開発分野向け、切断及び打抜き加工治具
製作における生産性・効率化の向上

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210539 茨城県 株式会社ユニテック
空調用フィルターにおける濾過物質の非拡散交換システ
ムの用途開発と商品化開発

常陽銀行

2608210540 茨城県 中山工業株式会社
レーザー（切断）加工機導入によるバスユニット付帯部品
の高効率板金工程の確立

土浦市新治商工会

2608210544 茨城県 勝田製作所
油圧ダンパー部品を高品質に完品で供給する体制の構
築

桜川市商工会

2608210546 茨城県 有限会社プラックス
金型・材料ピッキングシステム導入による多品種・短期生
産対応力の向上

筑西市商工会

2608210548 茨城県 株式会社伊藤鋳造鉄工所
鋳造現場に即した生産管理システムの最適化による工程
の見える化と納期達成率向上

株式会社ひたちなかテクノセン
ター

2608210549 茨城県 アカデミックエクスプレス株式会社 加速度センサーによるカメラを使わない見守りサービス
株式会社つくば研究支援セン
ター

2608210550 茨城県 株式会社エムテック
全数寸法測定ロボットの開発による測定業務の自動化の
実現

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210552 茨城県 エスエフピーシステム販売株式会社
ＳＦＰ工法（住宅の１階床組）のパネル割付・生産指示シス
テムの開発

株式会社つくば研究支援セン
ター

2608210553 茨城県 井坂合名会社
急速冷凍技術を応用した食材そのものの風味のスイーツ
流通品化事業

東海村商工会

2608210555 茨城県 株式会社フロンティア
医療機器用低価格スプリングチップの試作開発及び短納
期量産体制の確立

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210558 茨城県 株式会社ランバーテック
三次元角度カットソー導入による生産体制の革新と低コス
ト・短納期生産の実現

株式会社ダイワマネジメント

2608210560 茨城県 株式会社ピコサーム
新規光学遅延型ピコ秒サーモリフレクタンスシステムの開
発

株式会社つくば研究支援セン
ター

2608210562 茨城県 福田製作所
高精度自動旋盤機及び高性能デジタルマイクロスコープ
導入における生産プロセスの改善

常陽銀行

2608210564 茨城県 株式会社ヒバラコーポレーション
金属塗装で発生するε －カプロラクタムの分解装置の開
発

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210565 茨城県 金子包装株式会社
公共の場や被災地で活用出来る段ボール家具及び同加
工品（パーテーション・パネル等）の開発

常陽銀行

2608210567 茨城県 有限会社白石製作所
ＣＮＣタッピングセンタ導入による薄厚鉄板プレス加工部
材の二次加工技術開発

常陽銀行

2608210568 茨城県 八潮化学株式会社 異物の成分解析による発生源の根絶及び再発防止 静岡銀行

2608210570 茨城県 ｃｏｃｏ ｄｅ ｃｌａｓｓ
生徒と顧客サービス向上の為の事務処理の軽減と効率
化

常陽銀行

2608210571 茨城県 協誠工業有限会社
最新式集塵設備導入による間仕切パネルの生産性向上
と納期短縮及び労働環境改善

常陽銀行

2608210577 茨城県 株式会社石川製作所
大型横型マシニングセンタの導入による高効率加工工程
の確立

筑波銀行

2608210578 茨城県 有限会社鉄炮塚精工
ディーゼルエンジン用すべり軸受け部品の生産を実現す
る機械加工工程の開発

常陽銀行
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2608210579 茨城県 株式会社三友製作所
高精度測定機器導入による生産性向上と低コスト化の実
現

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210581 茨城県 株式会社テクモア
廃食用油を活用した安価な重油代替ボイラー燃料の事業
化推進

株式会社ひたちなかテクノセン
ター

2608210582 茨城県 有限会社髙野鋼材
新設備導入による自社建設機械部品の生産技術の高度
化と販路拡大

水戸信用金庫

2608210583 茨城県 イトウ製菓株式会社
手作り風具沢山クッキーの高歩留まり製造ライン構築に
よる新展開

三菱東京ＵＦＪ銀行

2608210584 茨城県 株式会社昇栄
精密測定、解析技術の内製化で海外事業展開の基盤を
整える

東京東信用金庫

2608210585 茨城県 有限会社赤荻製作所
高付加価値の「変形」段ボール製函を小ロットで実現する
カッティング・プロッタ投資計画

常陽銀行

2608210592 茨城県 スターエンジニアリング株式会社 小型ＩＣタグ生産ラインの自動化設備開発
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210594 茨城県 株式会社ヤマイチ味噌
回転式加圧蒸煮缶の導入で製造環境の改善と商品価値
の向上ができる事業

牛久市商工会

2608210595 茨城県 株式会社筑波鉄筋工業
柱・梁ユニット化の一貫体制作りと「スターズ基礎梁工法」
ユニット化の試作開発

税理士法人優貴会

2608210597 茨城県 有限会社ナガタフーズ
従来は廃棄物であった大根皮を有効活用した新飼料の試
作

常陽銀行

2608210599 茨城県 青木酒造株式会社
日本酒のフレッシュ感を追求し需要創出と食前酒としての
需要拡大を図る

足利銀行

2608210601 茨城県 リビングイメージ株式会社 スポーツ選手支援用メタデータ編集システムの構築
株式会社つくば研究支援セン
ター

2608210603 茨城県 株式会社ＳＡＴ フレキシブルデバイス対応ラミネータの試作開発 神山会計事務所

2608210604 茨城県 ゴウダ株式会社
電炉メーカー向け低価格タンディッシュ保温材の開発と商
品化

みずほ銀行

2608210611 茨城県 笠間樹脂株式会社
医療・化粧品用樹脂部材のクリーン成形工程における簡
易検査システムの導入

常陽銀行

2608210617 茨城県 株式会社梶本
高機能印刷機と表面加工機による印刷物高付加価値化
の実現

株式会社ＧＩＭＳ

2608210618 茨城県 株式会社菊池精機 高品質製品を安定供給する開発提案型企業への転換
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210621 茨城県 株式会社堀田電機製作所 鉄道車両制御盤用の導体製造における競争力強化
公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210622 茨城県
株式会社アプライド・ビジョン・システ
ムズ

現場計測作業をサポートする携帯型３次元カメラ計測器
の開発

株式会社つくば研究支援セン
ター

2608210623 茨城県 合資会社椎名酒造店
新しい原料処理方法による商品の品質向上および供給
力の強化

筑波銀行

2608210624 茨城県 株式会社日鋲茨城
ＮＣ旋盤を活用した産業用機械部品切削加工の生産性向
上による受注拡大

常陽銀行

2608210626 茨城県 株式会社照沼勝一商店
サツマイモ葉由来の認知症予防効果を持つ有効成分を
高濃度含有する天然素材の開発

株式会社ひたちなかテクノセン
ター

2608210632 茨城県 株式会社キルト工芸
生産プロセスの革新を礎とした、量産・開発における好循
環の創出

川崎信用金庫

2608210633 茨城県 金砂郷食品株式会社
糸ひきの少ない納豆（豆乃香）を活用した納豆ペースト
（常温）の開発

常陽銀行
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2608210635 茨城県 株式会社アイ・ロード
非破壊診断技術による交通安全施設に対する新たな腐
食劣化点検サービス提供

常陽銀行

2608210637 茨城県 株式会社大貫工業所
プレス工法と鍛造工法を融合した精密冷間鍛造プレス技
術の開発

公益財団法人日立地区産業支
援センター

2608210644 茨城県 株式会社ジェイアールエス関東
Ｍ型鋼線の自社開発による建築・土木資材用上下筋ス
ペーサーのフレキシブルな生産体制の確立

常陽銀行

2608210646 茨城県 株式会社ハーベストジャパン
最新の抜き工程設備の導入によるブランク工程の効率
化、競争力強化による付加価値の提供

商工組合中央金庫

2608210651 茨城県 株式会社イイダモールド
グローバルな品質保証体制の構築と医療分野への体制
構築

若杉公認会計士事務所

2608210652 茨城県 府中誉株式会社
茨城県産の酒米「渡船」を１００％使用した全く新しいカテ
ゴリーの『吟醸フルーティー焼酎』の試作開発とその通年
製造体制の構築

商工組合中央金庫

2608210654 茨城県 株式会社高橋工業
原子力関連施設で使用する遠隔操作機器用ブーツの国
産化

茨城県信用組合

2608210655 茨城県 株式会社瀬谷製作所
矯正機能付トリミング金型を備えた、アルミダイカスト製造
プロセスの構築

株式会社ひたちなかテクノセン
ター

2608210656 茨城県 有限会社渡邉製作所
ステップベント同時加工方式による曲げ加工の飛躍的な
生産能率の向上

結城信用金庫

2608210658 茨城県 日本シーマ株式会社
ガスバリアー樹脂溶液安定化・接着技術で、市場を進化
させる試作・開発

常陽銀行

2608210659 茨城県 なかい歯科クリニック
歯科治療における、審美性、適合性、即日性を備えた
オールセラミック修復への挑戦

筑波銀行

2608210665 茨城県 オズミックコーポレーション株式会社 歯科医院向けＶＲプレパレーションツール提供事業 常陽銀行

2608210677 茨城県 有限会社シーアンドアイ
導波モードセンサ用モバイル化プラットフォームの試作開
発

内藤恭子税理士事務所

2608210679 茨城県 株式会社佐藤製作所
精密部品の生産工程の機械化・高度化による製品品質
向上・生産性向上の実現

常陽銀行

2608210691 茨城県 株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二
真空プレス成形機の導入による品質向上、環境改善及び
製造拠点移管促進

北茨城市商工会

2608210703 茨城県 有限会社いばらき食文化研究会
規格外メロンの活用による茨城知名度向上と、地元メロン
農家応援事業の展開

公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

2608210704 茨城県 ソルピー工業株式会社
耐熱性ポリイミドを用いた真空デバイス用フレキシブル接
着テープの試作

常陽銀行

2608210705 茨城県 株式会社サンライフコーポレーション
クリーンエネルギーのさらなる発展と普及に向けた太陽光
パネルリフォーム事業

若杉公認会計士事務所
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