
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2708110002 茨城県 新光電子株式会社 1010001008610
電子はかりの精密機構部品の飛躍的生産性向上によ
るグローバル展開の加速

常陽銀行

2708110003 茨城県 Ｗａｆｅｒ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ株式会社 8050001025059
自己検知型ＡＦＭ式ナノプローバ量産型制御装置の開
発

株式会社つくば研究支援
センター

2708110005 茨城県 有限会社ミトモ 2050002012854
タイルの剥離・落下防止工法「ガチロック」専用のタイル
加工機開発事業

水戸信用金庫

2708110006 茨城県 株式会社三友製作所 3050001026524
複数台の工作機械監視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

2708110008 茨城県 筑波ドロウイング有限会社 6050002043771
電気設計での「電子部品と筐体」の“ぶつかり”を自動回
避する３ＤＣＡＤ支援ソフト開発

筑西市商工会

2708110014 茨城県 有限会社堀江製作所 7050002004203
大型複合精密部品加工技術の確立による火力発電分
野への販路開拓事業

株式会社ひたちなかテクノ
センター

2708110015 茨城県 株式会社星工務店 9050001026072
３次元切断機の導入による躯体工事の短工期化・プレ
カットの生産性向上

水戸信用金庫

2708110027 茨城県 株式会社マルサン商事 4050001004990
印刷の高機能化と高度な加工機による高付加価値商
品の開発と販売

水戸信用金庫

2708110032 茨城県 株式会社常総 9050001030082
既設線路の高架化工事に向けたコンクリート圧送に関
わる新工法の開発

常総市商工会

2708110033 茨城県 大和薬品株式会社 7010901006690
極めて低用量で効果のある乳酸菌の飼料および機能
性食品への開発

常陽銀行

2708110040 茨城県 有限会社藤野鉄筋工業 7050002020118 鉄筋の加工精度向上による作業の効率化 坂東市商工会

2708110049 茨城県 有限会社土浦観賞魚 3050002011888
新水槽システムの導入によるコスト削減と取扱品種の
多様化事業

水戸信用金庫

2708110050 茨城県 株式会社日立技研 5050001023701
超高密度実装に対応した次世代の高画質目視検査支
援機の開発

常陽銀行

2708110056 茨城県 株式会社蔵持 3050001032506
狭ピッチ配線ケーブルを細幅加工する高精度スリット装
置の開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110057 茨城県 加藤木工              
オリジナルブランド木工品製造のためのＮＣルータの導
入と試作

茨城県信用組合

2708110058 茨城県 ダイカツ水産株式会社 3050001007219
電子レンジで焼き魚の食感が出せるプレミアム焼き魚
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

2708110067 茨城県 有限会社タケヒロ 5050002027973
複雑形状・高精度のゴム製品製造のための真空プレス
成形工法の開発

神栖市商工会

2708110069 茨城県 株式会社土屋精工 6050001032585
大型ＬＥＤ用ヒートシンク金型の製作品質および生産プ
ロセスを革新する事業

筑波銀行

2708110074 茨城県 有限会社スズラン・ロードハウス 9050002017046
真空調理技術と最新冷凍技術を融合した和惣菜の開
発による事業化

常陽銀行

2708110076 茨城県 有限会社ストアー谷津 4050002004016 地域飲食店との共同開発によるＰＢ畜産加工品の提供 常陽銀行

2708110077 茨城県 パティスリーイシカワ              
フードプリンター導入で高付加価値商品・サービスの開
発・提供

桜川市商工会

2708110082 茨城県 来福酒造株式会社 8050001032204 自然由来の花酵母を使ったスパークリング清酒の開発 常陽銀行

2708110087 茨城県 株式会社ヤマイチ 8050001007123
業界初となる大型色彩選別機直結の自動異物除去白
す生加工ラインの開発

常陽銀行

2708110094 茨城県 株式会社昭芝製作所 8011601003218 プレス部品用金型生産の競争力強化計画 商工組合中央金庫

2708110096 茨城県 株式会社ミヤザキ 2050001020379
最新大型重機の導入による稼働機管理システムの全
面運用と事業の拡大

水戸信用金庫

2708110101 茨城県 新熱工業株式会社 9050001007790 細径シーズヒーターの端末防湿封止技術の開発 常陽銀行

2708110104 茨城県 中城本店              手造り揚げ餅の酸化防止商品の開発と生産性の向上 鉾田市商工会
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2708110108 茨城県 有限会社ネモト 4050002018882
つくばにて茶摘み・紅茶や緑茶づくり体験ツアー、日本
茶の伝統を伝えるカフェの創出

坂東市商工会

2708110110 茨城県 宮坂ホリテック株式会社 4050001014511 シリコーンゴムを使用した医療用部品の試作開発 常陽銀行

2708110111 茨城県 京遊膳花みやこ              
本格会席料理向けディップソース作りの為の冷凍粉砕
調理設備導入

ひたちなか商工会議所

2708110114 茨城県 株式会社サザン珈琲 1050001026682
クイックセーバー（※）設置による製造環境整備での紙
ドリップ珈琲のアソート作業

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110120 茨城県 大子森林物産株式会社 6050001026926 世界に発信できる地ビールの開発・販売 大子町商工会

2708110124 茨城県 岩瀬プリンス電機株式会社 2050001032242
既存技術を活かした高性能な殺菌ランプ及びＵＶ蛍光
灯の企画・開発

ジャパン・ラボ株式会社

2708110130 茨城県 株式会社島田製作所 9050001029422
難加工材（高炭素クロム鋼）の精密プレス加工法の開
発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110133 茨城県 株式会社宏機製作所 4050001030789
ロボットレーザーによる立体造形加飾フィルム仕上げ工
程の量産化対応

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110137 茨城県 ハムリー株式会社 1050001019190
大動物を用いた「脊椎椎間板変性抑制」のためのモデ
ル開発

ヒューマネコンサルティング
株式会社

2708110142 茨城県 株式会社マイクロフェーズ 6050001016497 超臨界流体を用いた２次元ナノ層状物質の試作開発 税理士法人鯨井会計

2708110143 茨城県 小林縫製              
縫製作業の飛躍的な技術高度化や品質安定化に資す
る電子ミシン導入

神栖市商工会

2708110144 茨城県 有限会社玩具問屋斉藤商店 2050002044492
企業ＰＲ花火（企業名を掲出できる花火など）の演出技
術及び安全性、作業効率の向上

若杉公認会計士事務所

2708110145 茨城県 株式会社日髙光学研究所 2050001010009
ボケや歪みのない高精細画像を実現する新型高性能
天体望遠鏡の開発

阿見町商工会

2708110146 茨城県 有限会社リビング工房 9050002038001
住宅建築業者の不動産業への参入による多様化ニー
ズへのワンストップサービスの提供

牛久市商工会

2708110149 茨城県 上野金型              
レーザー溶接機と高速細穴放電加工機を使用した金型
生産効率向上と精密加工の確立

八千代町商工会

2708110161 茨城県 かいとう歯科医院              
最新トリートメントユニットと治療の見える化による安心・
安全な歯科治療の提供

茨城県信用組合

2708110162 茨城県 株式会社ＬＩＮＫＥＤ 5050001015137
高齢者や障害者も安心して利用できる美容院とＩＴシス
テム導入事業

田崎隆英税理士事務所

2708110167 茨城県 有限会社植田商店 5050002029326
外国人向け淡水魚冷凍食品の開発・販売による在日外
国人の食生活満足度向上

鉾田市商工会

2708110168 茨城県 ヨコタ基礎工事株式会社 2050001021988
全自動バッチャープラント導入による杭打ち工事の信頼
性向上と工期短縮

鉾田市商工会

2708110169 茨城県 株式会社クリエイティブハンター 1050001037952 薄毛に悩む女性のための指圧器具の試作開発 常陽銀行

2708110175 茨城県 有限会社タケムラ 3050002024080
デジカメ写真を顧客が店頭で自由に編集・加工できる
サービスの提供。

結城信用金庫

2708110176 茨城県
有限会社水戸技術設計コンサルタン
ト

3050002002978 高度化した新しい外壁調査診断システムの構築 常陽銀行

2708110179 茨城県 株式会社関川畳商店 3050001011617
顧客ニーズに応える和室バリアフリー用・床暖房用薄畳
商品化のための業界初機能を装備した畳製造設備等
の導入

株式会社ひたちなかテクノ
センター

2708110181 茨城県 先勝ドレス株式会社 6050001025663
独自縫製技術の転用によるスポーツ用インナーウェア
の開発とその量産体制の構築

稲敷市商工会

2708110198 茨城県 常陸電装株式会社 3010501011467
『ワイヤーハーネス』の高品質・短納期での製造プロセ
スの実現

朝日信用金庫

2708110199 茨城県 有限会社ジオテック 4050002009907
３Ｄ写真計測ソフトウエアとＵＡＶを用いた土砂災害調査
サービスの提供

筑波銀行

2708110205 茨城県 株式会社華まる 7050001027221
日本料理店のお刺身感覚シメサバを瞬間冷凍技術の
導入によって実現

水戸信用金庫

2708110207 茨城県 株式会社日港製作所 9050001024398
半導体用ウエーハリング全自動プレス加工製造システ
ムの開発

常陽銀行
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2708110208 茨城県 株式会社汎用 4050001010007
研究機関の独創ニーズを高精度・短納期で実現する新
たな部品試作プロセスの構築

常陽銀行

2708110213 茨城県 大川精螺工業株式会社 1010701001880 最新設備導入による精密部品の対応とコスト低減
公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110215 茨城県 株式会社鷺谷銅鐡店 7050002044083 小規模事業者向け建設用器具のレンタル 常陽銀行

2708110217 茨城県 株式会社三光精衡所 3011801001050
スパッタリングによる耐久性の高い薄膜形成技術の確
立

常陽銀行

2708110222 茨城県 株式会社ＫＭＤ 4050001006343
電力自由化に貢献する柱上変圧器の革新的修理サー
ビス体制の構築

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110226 茨城県 有限会社光洋工芸 6050002016587
外国人が好む和的木工製品への進出と国内向け仏具
の新商品開発

常陽銀行

2708110229 茨城県 有限会社塚田製作所 2050002044773
検査工程確立による短納期・高精度化への対応及び品
質・生産性の向上

栃木銀行

2708110230 茨城県 小沼水産株式会社 9050001010126
地域業界初！Ｘ線検査技術を活用し新たな異物混入除
去で生産プロセスの改善

一般社団法人茨城県中小
企業診断士協会

2708110231 茨城県 株式会社野上技研 3013201004542
高圧ワイヤーハーネス加工用高機能圧着刃物の生産
プロセス効率化

公益財団法人日立地区産
業支援センター

2708110235 茨城県 フォージテックカワベ株式会社 3050001028215
鍛造・機械加工・熱処理の一貫生産体制強化による付
加価値とＱＣＤの向上

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110236 茨城県 株式会社ワイエスケー茨城 6050001002753
ＮＣフライス盤導入による短納期対応自動機開発体制
の構築

株式会社ひたちなかテクノ
センター

2708110240 茨城県 有限会社ＶＩＹＩＡ 6050002023534
研究開発用小型マイクロ・ナノ加工機能を集積したワー
クステーションの高度化

株式会社つくば研究支援
センター

2708110246 茨城県 株式会社エイコー 6050001007661
マシニングセンタシステム導入による高生産性プレス金
型製造プロセスの確立

茨城県信用組合

2708110247 茨城県 有限会社北條製作所 6050002007479
ベンディング設備導入による精密板金加工の高度化と
新市場対応製品の高生産性工程の確立

茨城県信用組合

2708110248 茨城県 株式会社オスク 8050001004632
既存施工技術と印刷技術を組み合せた新たな製造プロ
セスの構築

那珂市商工会

2708110249 茨城県 株式会社ベルファーム 9050001017435
豊富なビタミンＣと高栄養価の果汁製造装置の導入に
よる売上向上

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110250 茨城県 株式会社ハーベストジャパン 4050001011814
最新曲げ加工設備の導入とＩｏＴによる生産性向上と高
付加価値の提供による差別化

商工組合中央金庫

2708110251 茨城県 柳川精工株式会社 4010801012049
１ミクロン単位の切削技術の開発による自動車用重要
部品の受注分野拡大

スギ・コンサルティング

2708110254 茨城県 株式会社ジャステック宮本デンタル 2050001029148
超高齢化社会に向けたインプラントパーツにおける超精
密加工実現と海外輸出

常陽銀行

2708110259 茨城県 有限会社中村商店 9050002039882
米の選別・精米の精度・処理能力の向上による付加価
値の向上と競争力の強化

常総市商工会

2708110260 茨城県 株式会社アルコ・イーエックス 2050001006551
３Ｄプリンター導入による嚥下障害者用スプーン及び胎
児ファントムホルダーの内製試作

株式会社つくば研究支援
センター

2708110262 茨城県 エム・ジェイ・エム株式会社 4050001008125
ガラス加工の新規事業への参入に伴う、品質保証及び
生産性向上の為の設備導入

静岡銀行

2708110263 茨城県 有限会社野村加工 3050002017431
高精度ウレタン加工機の導入による生産性の向上で、
販売拡大をめざす

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110264 茨城県 株式会社アルファ・ジャパン 2050001000050
リニア・バイブレータ用ボビンの小型化と薄肉化を実現
する試作品開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110268 茨城県 株式会社東洋 9050001015959
ＩｏＴを考慮した最新円筒研削盤の導入による研削加工
の生産性向上

商工組合中央金庫

2708110269 茨城県 株式会社河村製作所 2050001023076
精密調整加工の市場獲得を目指すための加工方法改
革及び無人加工によるコストダウン技術開発

牛腸真司税理士事務所

2708110270 茨城県 有限会社リビング館ホンダ 9050002016411
特許を活用した業界初バッテリー内蔵型２４時間点灯
誘導灯の開発

水戸信用金庫

2708110273 茨城県 株式会社ワイビーテクノ 5050001022042
高強度鉄筋・中口径鉄筋材を用いる鉄筋溶接金網製品
の技術開発及び製品開発

鉾田市商工会
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2708110274 茨城県 有限会社スクリーンありま 8010602026418
ノベルティ品の高精度かつ短納期製造を可能にする生
産体制の構築

株式会社エフアンドエム

2708110275 茨城県 有限会社旭電機製作所 2050002000132
全自動検査システムによるディジタル保護リレー検査業
務の効率化と品質安定化

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110279 茨城県 有限会社白石製作所 1050002024578
温度管理システムを用いた特殊旋盤加工機の開発と、
それに伴う加工技術の高度化

牛腸真司税理士事務所

2708110280 茨城県 有限会社テクノエイビーエス 5050002010599
最先端機械と職人技をマッチングさせた異形状金型部
品の高精度生産体制の確立

常陽銀行

2708110282 茨城県 大槻ハウジング              
トマトもつ煮の真空パック化による生産性向上と販路開
拓

鉾田市商工会

2708110286 茨城県 株式会社森下鉄工所 3050001023785
完全機械化による大型ワークの１人曲げ加工体制の確
立

商工組合中央金庫

2708110288 茨城県 泉工業株式会社 4050001031985
高い耐久性能を有する大型ダンボール梱包材・緩衝材
製作の実現

足利銀行

2708110291 茨城県 檜山酒造株式会社 9050001026568
ワイン用圧搾機導入による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

2708110292 茨城県 有限会社太陽産業社 7050002025760
規格外サツマイモをブランド豚用飼料化する熱風乾燥
破砕機の導入

茨城県信用組合

2708110294 茨城県 株式会社ゆにろーず 2050001027399
柔軟な生産ライン構築による製造力と開発力の強化に
よった新ターゲット顧客の獲得

取手市商工会

2708110296 茨城県 澤田茶園              
設備導入による商品の生産性と収穫量の向上及び新
商品の開発

牛久市商工会

2708110299 茨城県 株式会社桧山製作所 8050001007247
普通に飲めるのに倒してもこぼれない「あんしんマグ」
の量産用金型の製作

株式会社つくば研究支援
センター

2708110300 茨城県 荻野工業株式会社 8010601009869
３次元データを活用した測定と加工のネットワーク化に
よる高精度航空機部品の受注拡大

東京東信用金庫

2708110301 茨城県 郡司建築工業所              
最新ＣＮＣを活用した高度な職人技術の標準化の実現
および生産性の向上計画

株式会社ダイワマネジメン
ト

2708110302 茨城県
合同会社つくば研究学園システム開
発

5050003003214 療術業向けの集客・経営資源管理システムの提供
坂守公認会計士・税理士
事務所

2708110305 茨城県 株式会社サンテクノ 6050001021695
「歯科用ダイヤモンドバー製造設備の自動化及びＩｏＴを
用いた全体工程管理」

常陽銀行

2708110306 茨城県 株式会社滝田興業 9050001012312
多目的形鋼加工機導入による生産性向上と高精度化
の実現

石岡市八郷商工会

2708110307 茨城県 株式会社メイズムランド 6050001024640
介護食宅配弁当事業の生産性向上のための高機能厨
房設備の導入

茨城県信用組合

2708110309 茨城県 吉田運送有限会社 9050002018944
ＩＴ活用２４時間利用可能内陸コンテナターミナル建設事
業

坂東市商工会

2708110310 茨城県
株式会社共和プリサイスマニファク
チャリング

6050001023106
電力供給システムの高ニーズに応える自社高度生産体
制の確立と売上拡大

常陽銀行

2708110312 茨城県 東洋発條工業株式会社 5011801003251
新型サーボプレス導入により難易度の高い加工を実現
し、収益性の向上を図る。

城北信用金庫

2708110313 茨城県 株式会社井上ゴム工業 1020001019499
ポリウレタン素材成形設備導入による、生産性向上と下
請け加工業からの脱却

常陽銀行

2708110318 茨城県 有限会社飯野屋 3050002032983
クラウド型ＰＯＳシステム導入等による業務効率化に合
わせた提案型営業サービスによる販路拡大

竜ヶ崎市商工会

2708110319 茨城県 株式会社山西商店 7050001011968 おみたまプリンの賞味期限延長による新規顧客獲得 小美玉市商工会

2708110321 茨城県 飯泉自動車              
水圧転写の導入によるデコレーションカスタマイズサー
ビスの展開

桜川市商工会

2708110322 茨城県 株式会社ユニキャスト 3050001024692
顧客識別のためのクラウドサービス基盤の開発及びロ
ボットでの実証実験

公益財団法人日立地区産
業支援センター

2708110323 茨城県 株式会社要建設 9050001002370 地元茨城の豊かな食材を生かしたヘルシーフードづくり 茨城県信用組合

2708110328 茨城県 株式会社マルカメイト 8011101020267
ＯＡ機器用特殊ローラーの安定的量産体制の確立とグ
ローバル展開

神吉マネジメントコンサル
ティング
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2708110342 茨城県 小野工芸株式会社 7050001027411
高温処理による高耐蝕・高耐久事業用パン焼成トレー
の試作開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110343 茨城県 株式会社あ印 9050001006545 鮮度保持パッケージ商品の開発による販路開拓
株式会社ひたちなかテクノ
センター

2708110349 茨城県 ケージーオート              伐採放置材木粉砕出張サービス事業 行方市商工会

2708110350 茨城県 有限会社かんとうセラミックス 9050002008227
地域高齢者への歯科治療をサポートする総合ミリング
センターの確立

松永智子税理士事務所

2708110351 茨城県 中川製罐株式会社 3010001005696 高密閉度角型缶の高品質・低コストでの生産
公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110354 茨城県 株式会社よろぎ野．菜 2050001019883
生産者・流通・小売を繋ぐセントラルキッチン導入による
業務効率化計画

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

2708110359 茨城県 日本ベッド製造株式会社 8010801009074
「ＩｏＴ＋高性能機械」導入による接着技術の高度化で生
産性と品質の向上を図る

商工組合中央金庫

2708110374 茨城県 有限会社まるやま千栄堂 5050002036693
インバウンド顧客を獲得するための高品質・高付加価
値商品の開発。

取手市商工会

2708110376 茨城県 有限会社茅根製作所 2050002035715
三次元測定機導入による幾何公差測定の確立とコスト
削減・短納期化

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110377 茨城県 有限会社カミノテック 7050002031908
最新射出成形機導入で真空蒸着マスクを金属からプラ
スチックに変更する技術開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110382 茨城県 株式会社イデア 9050001018235 嗅覚自動検査装置の実用化開発 常陽銀行

2708110383 茨城県 株式会社笹沼製作所 1011501006657
マシニングセンタ＋ＩｏＴのターボ＋ハイブリッドシステム
による精密部品の成長産業拡販

城北信用金庫

2708110386 茨城県 ＯＦＦＩＣＥ ＫＪ株式会社 6050001040588
地域特産食材による創作イタリアンや五感で楽しむ見
せるイタリアン料理店の開業

佐原信用金庫

2708110388 茨城県 岡埜栄泉              
茨城県産のイチゴを使った新商品を開発し、伝統製法
の量産体制を構築する

筑西市商工会

2708110389 茨城県 千波鐡工株式会社 7050002010762
プラズマ切断機の導入による難度加工・事業拡大・収益
向上のものづくりの実現

水戸信用金庫

2708110391 茨城県 株式会社太陽テント 9011801009492
樹脂と繊維からなる軟質系複合廃材（テント・シート等）
の分離再生システムの構築

筑波銀行

2708110392 茨城県 持丸自動車修理工場              
コンピューター調色システム導入による新サービス（ブ
ライトネスサービス）の展開

笠間市商工会

2708110394 茨城県 三和ニードルベアリング株式会社 5011801001643 精密冷間鍛造方法の開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

2708110395 茨城県 株式会社創和工業 4050001023306
大型樹脂実験装置製作の生産性向上と短納期化体制
の確立

公益財団法人日立地区産
業支援センター

2708110396 茨城県 株式会社小野写真館 7050001006654
家族のきずなを写真でつなぐー生涯顧客化のための取
組

常陽銀行

2708110416 茨城県 青柳工業株式会社 2050001000091
設計業務を革新し製造への「見える化」を実現するデジ
タルシステムの開発

株式会社ひたちなかテクノ
センター

2708110421 茨城県 野村醸造株式会社 8050001030109
酒蔵に隣接した築９３年の古民家でのスイーツ等の製
造、販売及び飲食提供

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110429 茨城県 有限会社高野電子工業 7050002028788
当社独自の検品機の導入による作業効率及び受注増
大

行方市商工会

2708110430 茨城県 有限会社マツヤ 2050002028974
菓子業界における新しい概念を取り入れた開発商品に
よる販売展開

行方市商工会

2708110431 茨城県 溝口鍍金株式会社 5050001020368
環境破壊物質を最小限にしたクロムフリーメッキプロセ
ス技術の開発

商工組合中央金庫

2708110436 茨城県 有限会社川手自動車鈑金工業 3050002024493
新たな機械装置導入と事故現場の正確な把握による
レッカー業務の効率化

古河市商工会

2708110441 茨城県 株式会社鈴和 5050001020665 電気保安業務の月次及び年次報告書のＩＴ化サービス 神栖市商工会

2708110453 茨城県 株式会社安田製作所 2011801004938
新型マシニングセンター導入でカムアロング製品の高
効率ライン確立

みずほ銀行
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2708110456 茨城県 株式会社空間知能化研究所 3050001037744
低コスト運用が可能な深海調査ロボット（遠隔無人探査
機）の開発

株式会社つくば研究支援
センター

2708110460 茨城県 株式会社石井鉄工所 4050001039608
鋼材加工設備（バンドソー、シャーリング、ベンダー）の
導入による高効率構造物製造工程の確立

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110468 茨城県 有限会社中沢鉄工所 7050002043787
作業効率の向上及び製品量産化に向けた、倣い装置
を装着した形鋼加工機の導入

筑西市商工会

2708110471 茨城県 アルベンス株式会社 6050001022363
土壌の定期管理による高品質・高効率な野菜作り技術
システムの開発

水戸信用金庫

2708110472 茨城県 株式会社ＬＭ ＡＤＶＡＮＣＥ 4050001020006
レース経験者のアドバイス・整備が受けられるカスタマ
イズ工場への変革

古河市商工会

2708110477 茨城県
タキマテック株式会社
株式会社ビル技研
株式会社Brain Trust from The Sun

2050001022490
9040001072159
3013303001958

「エコアグリ展示施設」による農業の高付加価値化と地
域創生事業

水戸信用金庫

2708110481 茨城県 Ａ．Ｃ．Ｅ．              
次世代規格（４Ｋ解像度・高輝度・広色域）を活用した映
像サービスの展開

潮来市商工会

2708110484 茨城県 プレミアムヘアークラウディット              
顧客にあわせた予約管理システムによる付加価値向上
事業

つくばみらい市商工会

2708110486 茨城県 府中誉株式会社 4050001012036
ワイン酵母を使った爽やかな味わいの新しい低アル
コール日本酒の試作開発とその夏期醸造の技術確立

商工組合中央金庫

2708110488 茨城県 有限会社落合精密研磨 7050002018343
スラスト軸受けの研磨加工方法の改善による品質向上
と受注拡大

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

2708110490 茨城県 株式会社マコトサービス 4050001025517
手術室の安全な環境を作る 環境（菌・微粒子）測定・改
善の一貫サービス提供

河内町商工会

2708110492 茨城県 児玉時計店              
機械式時計の顧客開拓のための時計の技術力を訴求
する事業

潮来市商工会

2708110497 茨城県 株式会社日鋲茨城 8010501023177
産業用機械部品の切削加工工程の刷新による本格的
な加工部門の強化

筑波銀行

2708110502 茨城県 有限会社古関製作所 8050002042020
特殊曲げ工程の内製化による短納期化の促進で、受注
拡大とコストダウンの実現

常陽銀行

2708110504 茨城県 レイドックス株式会社 1050001019991
販売支援システム導入によるネット販売業務の効率化
と売上拡大

合同会社エドエックス・ラボ

2708110508 茨城県 株式会社協栄テクニカ 8380001012734
ハイブリッドベンダー導入による大型加工の実現及び生
産性向上計画

大東銀行
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