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
１次公募二次締切 採択案件一覧（１６８件）
(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 2508120182

茨城県

細島工業株式会社

超高分子量ポリエチレン製スキーマットの生
産コスト縮減

2 2508120183

茨城県

株式会社土井工業所

昇降機用大物部品機械加工の高能率化によ
水戸信用金庫
るリニューアルビジネスへの対応

3 2508120184

茨城県

松本産業株式会社

繰り返し使用可能な医薬品試験用の耐熱透
明プラスチック成形容器の開発

4 2508120185

茨城県

株式会社ワールドケミカル

新開発ケミカルポンプ製造の高効率技術の確 公益財団法人茨城県中小企業振興
立と受注拡大
公社

5 2508120186

茨城県

溝口鍍金株式会社

メッキ装置電源のインバータ化更新による品
質向上とエネルギー削減

株式会社ディセンター

潮来市商工会

商工組合中央金庫

6 2508120188

茨城県

株式会社大窪製作所

ショットブラスト装置導入による金属製品表面
処理工程の内製化、短納期化、低コスト化計 株式会社エフアンドエム
画

7 2508120189

茨城県

有限会社神永製作所

靴用紐止め具の試作開発

8 2508120190

茨城県

水戸暖冷工業株式会社

ＮＣベンダー増強による軽量低コスト空気調和 公益財団法人茨城県中小企業振興
機の量産化
公社

9 2508120192

茨城県

株式会社練馬製作所

複写機用ロールスリーブの製造と開発

10 2508120193

茨城県

有限会社尾見製作所

複合加工機の導入による多品種少量生産体
株式会社ディセンター
制の強化

11 2508120194

茨城県

東豊工業株式会社

ＦＲＰ成形工程の効率化と精度向上による受
注拡大

12 2508120195

茨城県

トップヘアー

ヘアピンの開閉又は折り曲げてヘアセットする
北茨城市商工会
指輪状工具の開発・販売

13 2508120197

茨城県

コンセプトハウス株式会社

多様な注文に応えられ、自分のペースで決め
水戸信用金庫
られる電子カタログを利用した住宅選び

14 2508120198

茨城県

株式会社ハイペック

高付加価値電子装置用超精密微細樹脂成形
常陽銀行
品の開発と事業化

15 2508120199

茨城県

株式会社川崎製作所

低燃費航空機エンジン難削材薄肉部品の無
歪・高効率切削加工方式の開発

常陽銀行

16 2508120201

茨城県

株式会社ＭＧＳ

ブリキ変形缶※製造の一貫生産及び自動化
への取り組み

常陽銀行

17 2508120203

茨城県

株式会社マイステック

高効率マシニングセンタ導入による難削材、
耐熱材の部品加工の高効率化

常陽銀行

18 2508120204

茨城県

岡田鈑金株式会社

「複雑形状の製品を高精度で加工可能にする 公益財団法人茨城県中小企業振興
最新レーザーロボット溶接治具の開発」
公社

19 2508120205

茨城県

株式会社岩井化成

異物付着の廃プラスチックリサイクル技術の
高度化

20 2508120206

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の
茨城県信用組合
生産工程の確立

21 2508120207

茨城県

森島酒造株式会社

米麹造りを改良した「より地酒らしい個性豊か
常陽銀行
な味わい」の日本酒製造開発

22 2508120208

茨城県

株式会社宮本製作所

ラッピング技術（表面加工）を利用した切削工
常陽銀行
具再研磨の試作開発

23 2508120209

茨城県

株式会社大洋精密

多品種にわたる超精密オリジナルシャフトの
試作・開発と品質保証制度の確立

24 2508120210

茨城県

株式会社クジライ

ストーマ袋の穴あけ用打抜き台の試作・開発 常陽銀行

1／7

北茨城市商工会

常陽銀行

鶴巻博之公認会士事務所

常陽銀行

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

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

25 2508120212

茨城県

丸心産業株式会社

医療機器用ゴム部品の一貫製造プロセスの
構築

26 2508120213

茨城県

株式会社フクダ

ＬＥＤ電球 内部配線用 短線・両端ハンダ線
茨城県信用組合
材の生産工程の効率向上

27 2508120214

茨城県

株式会社大みか鋳造所

分散型蛍光Ｘ線分析装置導入によるエコブラ
常陽銀行
ス材料鋳造における成分調整条件の開発

28 2508120217

茨城県

株式会社ハーベストジャパン

最新仕上げ設備及び、生産管理システムの
導入による価格競争力強化と効率化

29 2508120218

茨城県

日本ボンコート株式会社

デジタル温度表示付き温調部グリップ内蔵型 公益財団法人茨城県中小企業振興
はんだこての開発
公社

株式会社ひたちなかテクノセンター

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

30 2508120220

茨城県

岩瀬光学株式会社

高速ＣＡＭ、高速３軸加工機の導入によるプロ
グラム作成時間半減、加工時間２０％短縮、 茨城県信用組合
品質安定化

31 2508120221

茨城県

株式会社八光

新品種黒大豆「関東１１５号」を使った茨城県
常陸大宮市商工会
伝統食「そぼろ納豆」の開発

32 2508120228

茨城県

日本エクシード株式会社

大口径パワーデバイス用ウェーハの高精度・
常陽銀行
高効率加工技術の開発

33 2508120229

茨城県

柴沼醤油醸造株式会社

霞ヶ浦流域の環境改善事業を持続可能とする
ための大豆作物を利用した醤油及びうなぎの 公認会計士菅井会計事務所
たれ等の開発

34 2508120232

茨城県

有限会社土浦観賞魚

ソーラー発電による「微電力酸素発生装置」の
水戸信用金庫
開発・市場導入プロジェクト

35 2508120233

茨城県

ティヴィバルブ株式会社

食品生産プラント（アミノ酸）向けストレート弁
（ＳＴ弁）の販路拡大

36 2508120236

茨城県

有限会社美野里技研

『クリーンな脱脂洗浄・塗装前処理設備による 公益財団法人茨城県中小企業振興
医療分野の受注拡大』
公社

37 2508120237

茨城県

株式会社ヤマモト

競争力ある非切削時間短縮新鋭機の導入
５ヶ年計画

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

38 2508120238

茨城県

株式会社小沢食品

生食用「冷凍豆腐」（業務用、賞味期限１年）
の開発・販売

常陽銀行

39 2508120240

茨城県

有限会社綿引鉄工所

自動車部品用試作開発製品の生産工程の効
筑波銀行
率向上

40 2508120242

茨城県

株式会社今橋製作所

複雑化する医療機器開発ニーズに対応する
ための、精密切削加工技術の開発

41 2508120243

茨城県

株式会社富田製作所

設備導入による厨房用機器・食料用機械にお
城北信用金庫
ける試作部品の生産力向上事業

42 2508120245

茨城県

日本環境保全株式会社

バサルト繊維（＝以下ＢａＦ）製造に係る、基礎
常陽銀行
技術の開発と試作品の製作。

43 2508120249

茨城県

つくばテクノロジー株式会社

電線端欠陥検出を可能とする可搬型Ｘ線検査
株式会社つくば研究支援センター
装置の試作開発

44 2508120251

茨城県

株式会社菊池精器製作所

最新ＣＮＣ自動旋盤導入における短納期化と
常陽銀行
生産能力向上の実現

45 2508120252

茨城県

株式会社森下鉄工所

粉体塗装ラインの開設による製品の耐環境品
筑波銀行
質の飛躍的向上

46 2508120253

茨城県

株式会社石嶋モールドテクノロジー

医療用ゴム製品の抜き型による特殊仕上げ
方法の開発

田中敏文税理士事務所

47 2508120256

茨城県

ライテック株式会社

耐熱セラミック塗装の低コスト化・短納期・低
環境負荷の実現

藤岡壮志

48 2508120257

茨城県

入江金属工業株式会社

鋼板加工設備新設による生産量及び価格競
近畿大阪銀行
争力の向上及び雇用の拡大

49 2508120260

茨城県

株式会社島田製作所

高度化絞り加工技術の応用による自動車用ソ 公益財団法人茨城県中小企業振興
レノイドバブル部品「低コスト電磁コア」の開発 公社

50 2508120263

茨城県

平沼産業株式会社

高感度カールフィッシャー水分測定装置の開
常陽銀行
発

2／7

さわやか信用金庫

増山会計事務所

受付番号

51 2508120266

都道府県

茨城県

申請者名称

事業計画名

京遊膳花みやこ

本格会席料理の惣菜＆スイーツ店展開に向
けた真空調理等設備導入

認定支援機関名

ひたちなか商工会議所

52 2508120268

茨城県

株式会社敬明

訪問介護におけるホルタ―心電図を導入し、
脳卒中・虚血性疾患の早期予防を実現可能
牛久市商工会
になる新しい在宅医療体制の構築と介護施
設、地域コミュニティとの連携体制の構築

53 2508120270

茨城県

新光電子株式会社

計量精度１０倍を実現する装置組込用の音叉
株式会社つくば研究支援センター
振動式重量センサの開発

54 2508120271

茨城県

株式会社日港製作所

ウエーハリング用マルチ印字装置及び低価格
常陽銀行
１２インチウエーハリングの開発

55 2508120275

茨城県

日本テクノサービス株式会社

スケールアップ核酸合成機の試作開発

56 2508120276

茨城県

大内鉄工所

立型ＮＣ旋盤の最大加工径拡大を可能とする
株式会社ひたちなかテクノセンター
ツールホルダーの開発

57 2508120277

茨城県

株式会社三友製作所

高度な洗浄装置の導入による精密機械加工
部品の超高真空環境への対応

58 2508120280

茨城県

有限会社大森製作所

複雑形状ロボット部品の高効率な５軸切削加
株式会社ひたちなかテクノセンター
工による競争力強化と受注拡大

59 2508120282

茨城県

照国工業株式会社

ＴＫＨインサートの試作開発、生産。

60 2508120283

茨城県

株式会社イントロンワークス

テキストマイニング技術を活用した判例データ
常陽銀行
ベースサービスの提供

61 2508120285

茨城県

株式会社島田商店

レトルト加工技術の応用と冷蔵熟成による高
かすみがうら市商工会
付加価値型惣菜商品の開発

62 2508120287

茨城県

株式会社ミナカワ

切削加工機械導入による作業効率改善およ
び製品の高精密化の追及

63 2508120292

茨城県

コナン精工株式会社

プラスチック金型製作の超精密加工に伴う測
川又昭宏
定機器の導入と技術力向上

64 2508120294

茨城県

ヤガイ産業有限会社

ハイブリッド型の鉄筋切断機開発による新製
品製造と生産性向上

65 2508120296

茨城県

株式会社製作所穂積

３Ｄプリンターを活用した自動車関連新製品開
常陽銀行
発時の試作期間短縮化技術の構築

66 2508120298

茨城県

株式会社小峰製作所

５軸制御マシニングセンタ導入による耐熱超
合金（難加工材）の高精度切削加工技術の確 片岡法律事務所
立

67 2508120299

茨城県

磯貝鋲螺工業株式会社

試作開発段階での顧客要求事項を満足させ
る為の測定機器の導入

68 2508120301

茨城県

メッツエレクトロン株式会社

電子回路基板の複雑形状 加工技術の開発 多摩信用金庫

69 2508120302

茨城県

修理事業者向けバーコード・デジタルペン活
株式会社シーアンドエーソリューショ 用によるオペレーション簡略化・データ有効活
株式会社ひたちなかテクノセンター
ン
用とＷｅｂシステムによる問合せ応答利便性を
行う『修理品管理システム』の開発

70 2508120303

茨城県

株式会社朝日精機製作所

配管部品仮止め用自動スポット溶接技術と銅
常陽銀行
ろう供給技術の開発

71 2508120304

茨城県

合資会社廣瀬商店

地元産果実を使用した発泡性リキュールの製
常陽銀行
造技術開発・製品化事業

72 2508120305

茨城県

大塚セラミックス株式会社

粉末加圧成形法による次世代自動車向けセ
ラミックス部品の加工レス製造

株式会社つくば研究支援センター

73 2508120308

茨城県

吉成工機株式会社

高精度多面加工、短納期が求められる高圧
ポンプ鋳物分野、新規取組の為の製造革新

常陽銀行

74 2508120309

茨城県

株式会社飯村精機

ディーゼルエンジンの難形状吸気用高圧ホー 公益財団法人茨城県中小企業振興
ス継手の高効率機械加工・検査方法の確立 公社

75 2508120310

茨城県

株式会社岡崎酒店

日本酒愛飲家のニーズに応える革新的販売
システムの構築

3／7

常陽銀行

公益財団法人日立地区産業支援セ
ンター

足利銀行

筑波銀行

茨城県信用組合

常陽銀行

常陸大宮市商工会

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

76 2508120311

茨城県

株式会社トムテック

自給燃料生産のためのバイオマス燃料製造
機と農業用暖房機の製作

77 2508120314

茨城県

株式会社不二製作所

製缶部門の充実による自社内一貫生産体制
商工組合中央金庫
の強化

78 2508120315

茨城県

株式会社幸田商店

きな粉製造における環境改善と品質向上およ
株式会社ひたちなかテクノセンター
び機能性製品の開発

79 2508120316

茨城県

株式会社ヒバラコーポレーション

洋上風力発電における制御盤設備等の防錆 公益財団法人日立地区産業支援セ
性能を有したフィルムの開発
ンター

80 2508120319

茨城県

株式会社長崎プレス工業

医薬品業界向け新規開発ダイアフラムバルブ
常陽銀行
の量産体制確立

81 2508120321

茨城県

筑波電子株式会社

デジタル制御技術を用いた高速・高性能な
めっき電源用整流器の開発

常陽銀行

82 2508120322

茨城県

泉商事株式会社

樹脂被覆手すり用パイプの製造設備の開発

常陽銀行

83 2508120324

茨城県

株式会社アイハラ

一貫生産体制確立を目指した板金工程への
加工設備導入と試作開発

茨城県信用組合

84 2508120325

茨城県

株式会社大塚製作所

精密成形プレス機向け部品の高精度・高効率 公益財団法人茨城県中小企業振興
生産を実現させる研削加工技術の確立
公社

85 2508120326

茨城県

スガノ農機株式会社

３次元測定器および３Ｄプリンタの導入による 公益財団法人茨城県中小企業振興
試作開発期間の短縮
公社

86 2508120327

茨城県

有限会社盛金製作所

医療機器部品の製造における溶接作業工程
筑波銀行
の効率化と品質安定化の向上

87 2508120328

茨城県

高尾工業株式会社

エンジン部品の生産性向上と品質保証による
常陽銀行
受注拡大

88 2508120329

茨城県

有限会社菊池製作所

医療系精密部品・半導体部品加工対応レー
ザー切断機の導入

89 2508120335

茨城県

山﨑工業株式会社

地球環境負荷を考慮した作業環境改善・設備
更新等による高品位・高効率な表面処理技術 筑波銀行
の構築

90 2508120336

茨城県

株式会社テクノエレクトリック

ＣＶＣＣ電源市場への展開の為に新方式のＣ
ＶＣＣ電源（４ＫＷ出力・１２０Ｖ３５Ａ）の試作開 筑波銀行
発

91 2508120338

茨城県

ニッコー化成株式会社

自社材料開発による環境負荷の低い生分解
さわやか信用金庫
性ワームの高度化

92 2508120339

茨城県

株式会社化研

核融合発電に資する中性子増倍材料大量製
アダチマネジメントコンサルティング
造技術開発の実施

93 2508120341

茨城県

株式会社アルミ表面技術研究所

ナノスルーホールアルミナメンブレンの製造技
株式会社つくば研究支援センター
術開発

94 2508120342

茨城県

株式会社アルファ・ジャパン

高速レーザーめっき法を活用した樹脂電子部 公益財団法人茨城県中小企業振興
品への基盤実装面形成の試作品開発
公社

常陽銀行

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

95 2508120343

茨城県

株式会社栄伸精機

先端医療機器向け、大型高精度部品の生産
公益財団法人茨城県中小企業振興
に対応した設備導入及び加工技術の確立に
公社
よる、競争力強化と受注拡大

96 2508120346

茨城県

株式会社創健

直営のペットサロン開設による、ペット用電気 つくば未来経営コンサルティング事
磁気治療器の提供
務所

97 2508120349

茨城県

向後セラミックス有限会社

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ冠の本格的な事業展開

98 2508120352

茨城県

日本ゲージ株式会社

ＹＡＧレーザ導入による品質・作業性向上と時
株式会社つくば研究支援センター
間短縮によるコストダウン

99 2508120353

茨城県

大丸鐵興株式会社

非常時給水タンクシステム販売促進の為の展
株式会社つくば研究支援センター
示用移動式ＰＲユニットの導入

100 2508120354

茨城県

株式会社イセブ

ボトルネック改善による生産性向上とデザイン
小園江経営コンサルティング事務所
部門の強化

101 2508120356

茨城県

株式会社神峰精機

産業機械トランスミッション用小部品等の生産 公益財団法人茨城県中小企業振興
性・効率化の向上、低コスト化
公社
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受付番号

都道府県
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事業計画名

認定支援機関名

102 2508120358

茨城県

株式会社石崎製作所

形状記憶合金と熱可塑性樹脂を組合わせた
可逆的開閉機構を有する住設部品開発

103 2508120359

茨城県

株式会社横山鍍金

アルミニウム電解研磨処理技術の確立と加工 株式会社マイルストーン・コンサル
精度向上の実現
ティング・グループ

104 2508120364

茨城県

株式会社プリントエイジ

短納期受注活動とそれに対応した全国選挙
ポスター受注システム及び競争力を高めるポ 株式会社ひたちなかテクノセンター
スター用蛍光・蓄光印刷システムの開発。

105 2508120365

茨城県

株式会社伊藤鋳造鉄工所

自動造型装置導入による再生砂を利用した鋳
株式会社ひたちなかテクノセンター
造資材の内製化と製造工程の開発

106 2508120366

茨城県

株式会社イソメディカルシステムズ

Ｘ線透過と褥瘡予防が可能な、カーボン製
高機能型脊椎用手術フレームの開発

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

107 2508120367

茨城県

林栄精器株式会社

新たな測定手法を用いた通信用部品評価シ
ステムの試作

株式会社つくば研究支援センター

108 2508120371

茨城県

株式会社永嶋組

型枠の切断作業効率化及び製作請負を目的
谷田部猛税理士事務所
とした、パネルソー設備投資計画

109 2508120373

茨城県

コロン株式会社

スーパーエンジニアリングプラスチックの成形
公益財団法人茨城県中小企業振興
加工技術の確立による新規分野、新規顧客
公社
への販路拡大

110 2508120374

茨城県

株式会社ガスハウジングセンター

ビフォーアフター体感ショールームによる提案
日立商工会議所
型住宅リフォーム事業

111 2508120377

茨城県

株式会社シバソク

次世代放送４Ｋ用ＨＤＭＩ変換器の開発・試作 株式会社つくば研究支援センター

112 2508120378

茨城県

株式会社アルプス

炭酸ガス環境コントロール技術による新型閉
鎖型完全人工光型植物工場の開発と栽培品 さわやか信用金庫
の開発

113 2508120379

茨城県

トーノファインプレーティング株式会 飛躍的な長寿命化を実現する超音波樹脂溶
株式会社つくば研究支援センター
社
着用工具の開発及び製品化

114 2508120380

茨城県

株式会社第一機電

量産連続型放電プラズマ焼結装置の開発

115 2508120382

茨城県

ヤマト精機株式会社

金属の非球面加工技術の開発による受注拡
株式会社ディセンター
大

116 2508120383

茨城県

株式会社インテグラル

健康寿命延伸に向けた『スマートウェルネス住
株式会社つくば研究支援センター
宅』部分断熱改修評価システムの開発

117 2508120384

茨城県

有限会社三國工業所

超薄板精密プレス部品を実現する金型の開
発

118 2508120385

茨城県

有限会社廣木精機製作所

高剛性機導入による医療機器向け高付加価 公益財団法人茨城県中小企業振興
値製品加工の高効率化
公社

119 2508120386

茨城県

有限会社東和加工

ポリエチレンフィルム製品の任意箇所での切
常陽銀行
断および切断部分の拡散防止加工

120 2508120388

茨城県

レイ・ソーラデザイン株式会社

クリンカアッシュ主体の植生基盤および土壌
改良植生基盤への連続繊維投入による強樹 常陸大宮市商工会
木支持力土壌の開発。

東日本銀行

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

常陽銀行

121 2508120390

茨城県

オーツケミカル株式会社

鹿島注型工場における小物品と板（スノープラ
ウ用ウレタンゴム含む）の生産工程の 確立と 商工組合中央金庫
その製造の合理化

122 2508120391

茨城県

丸精ねじ製作所

ログハウス組立時間短縮を実現するオリジナ
常陽銀行
ル組付けボルト金具の開発

123 2508120394

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
常陽銀行
交換システムの試作開発

124 2508120396

茨城県

株式会社橋本ブラシ製作所

毛抜け事故を回避した新型芯線とループ毛材
常陽銀行
等による医療用ブラシ

125 2508120397

茨城県

石井産業有限会社

竹チップを活用した防草技術の構築

126 2508120398

茨城県

北村製布株式会社

大型自動裁断機の導入による製造工程の簡
株式会社つくば研究支援センター
素化・高速化・効率化
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127 2508120399

茨城県

株式会社エディファミリー

助手席に介護補助具を取り付けた霊柩車の
導入による新サービスの展開

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

128 2508120400

茨城県

日本アイ・エス・ケイ株式会社

患者に安心感を与え、安価且つ質感の高い
予防診療ユニットの試作開発

株式会社つくば研究支援センター

129 2508120401

茨城県

株式会社ミルク動物園

ペット業界初！！ライフパートナーとしての
ペット動物レンタル事業

水戸信用金庫

130 2508120402

茨城県

小松屋食品株式会社

低温殺菌システムの活用による、常温で長期
保存のきく、“ ＴＳＵＫＵＢＡＮＩ（つくば煮）”の 常陽銀行
商品開発

131 2508120404

茨城県

有限会社カシムラ工業所

インフラ設備の短絡防止に対応する高機能亜
常陽銀行
鉛めっき液の開発

132 2508120406

茨城県

株式会社菊和

非接触３次元測定機導入による加工レスダイ
株式会社つくば研究支援センター
カスト製品の製造

133 2508120410

茨城県

株式会社秦成工業所

自動車軽量化に向けた炭素繊維強化プラス
チックのプレス絞り加工技術開発

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

134 2508120411

茨城県

株式会社ワイビーテクノ

基礎メッシュ鉄筋溶接金網のせん断強度向
上・精度向上の技術開発及び製品開発

鉾田市商工会

135 2508120416

茨城県

株式会社昭和螺旋管製作所

減圧及び放熱抑制技術を導入することによ
り、省電力化と高洗浄性能化を実現できる減 栃木商工会議所
圧超音波洗浄乾燥装置の開発及び事業化

136 2508120417

茨城県

株式会社宝來社

マーク用ラバーシート小ロット生産に向けて専
朝日信用金庫
用ラミネート機の試作開発

137 2508120418

茨城県

アイエス・テクノロジー・ジャパン株
式会社

再生医療向け完全閉鎖系細胞培養装置及び
常陽銀行
観察システムの開発

138 2508120419

茨城県

株式会社西野精器製作所

複雑形状・難削材部品の高精度・一貫加工体
株式会社ひたちなかテクノセンター
制構築と納期短縮

139 2508120420

茨城県

株式会社オオツカ

セグウェイ一体型ゴルフキャリーの試作開発

株式会社つくば研究支援センター

140 2508120434

茨城県

株式会社サザコーヒー

若年層の味覚嗜好に合致するスペシャル
ティーコーヒー（豆，カップオン，ドリンク）の
製造と提供。

茨城県信用組合

141 2508120436

茨城県

株式会社クロス

環境負荷の全く無い、衛生的で健康にも配慮
筑波銀行
した焼肉用焼き網のリサイクル技術の構築。

142 2508120437

茨城県

株式会社エキップ

サブミクロンの位置精度で制御可能な汎用型
常陽銀行
真空ステージの試作開発

143 2508120441

茨城県

株式会社国盛化学関東工場

短納期、高生産性を可能とするプラスチック段
大垣共立銀行
ボール製コンテナ製造システムの開発

144 2508120444

茨城県

高浪化学株式会社

複合フィルムの混練によるペレット試作開発

145 2508120448

茨城県

小松水産株式会社

小魚の効果的な加工・選別の仕組みの構築と
常陽銀行
その仕組みのサービス提供

146 2508120450

茨城県

有限会社太陽産業社

未利用食品産業廃棄物の飼料化に向けた大
茨城県信用組合
型混合機導入と試作開発

147 2508120455

茨城県

株式会社ブルマイン

医療プラットフォームとしての美容事業

常陽銀行

148 2508120456

茨城県

サンエイテクノ株式会社

ソーラーパネル架台用螺旋杭開発製造販売

筑波銀行

149 2508120459

茨城県

株式会社まるだい

生産者、スーパーマーケット両者のニーズに
応える青果（長ネギ）卸の新サービスの開発

埼玉りそな銀行

150 2508120464

茨城県

日立ユニオンデンタル株式会社

『歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による
歯冠補綴物の製造体制の構築と地域歯科医 常陽銀行
療への貢献』

151 2508120465

茨城県

株式会社ビジョンテック

人工衛星観測データとＩＣＴ注１を利用した高
度水稲営農情報提供サービス

152 2508120466

茨城県

株式会社弘和電材社

細物電線の全自動圧着加工による品質安定 株式会社マイルストーン・コンサル
化と加工技術の開発
ティング・グループ
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153 2508120467

茨城県

有限会社富谷ゴム工業

低コスト・高品質ゴム製セフティスロープの試
株式会社ディセンター
作開発

154 2508120476

茨城県

株式会社ＫＳＫ

分布型光ファイバセンシング５による構造物の
取手市商工会
予防保全型維持管理事業の展開

155 2508120478

茨城県

株式会社エス・ジー・シー

ＪＳ羽柄プレカット機械（の試作開発）

156 2508120481

茨城県

パーカーＳ・Ｎ工業株式会社

新熱処理装置導入による建設用鉄筋継手の
常陽銀行
低価格化と高強度、高靱性化技術の開発

157 2508120482

茨城県

株式会社マイドラッグ

地域の「在宅強化薬局」としての健康管理拠
点事業

足利銀行

158 2508120487

茨城県

橙雅交通株式会社

北関東初！トイレ付マイクロバス運行事業

笠間市商工会

159 2508120489

茨城県

株式会社浜勘

食品素材（エビ、カニ等の身と殻）のナノ化に
よる新商品開発

水戸信用金庫

足利銀行

160 2508120490

茨城県

株式会社システムハウス

ビジネスモデル特許を活用した大学等への就
職支援サービス、『学内合説ドットコム』の事 常陽銀行
業化

161 2508120493

茨城県

株式会社宏機製作所

ミリ波レーダーを透過する自動車フロントエン 公益財団法人茨城県中小企業振興
ブレムの新製法開発
公社

162 2508120495

茨城県

株式会社つくばマルチメディア

ライブ映像上被写体認識ライブカメラ農産物
等ネット直売システム

163 2508120497

茨城県

ライフロボティクス株式会社

雨天時などに利用可能な防水生活支援ロボッ
常陽銀行
トアームの試作開発

164 2508120498

茨城県

つくば農業生産農事株式会社

亜臨界水処理システムの導入による食品廃
棄物のバイオマス資源化の検証

山本晃司税理士事務所

165 2508120499

茨城県

水戸精工株式会社

フッ素樹脂製継手向け成形技術開発事業

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

166 2508120502

茨城県

日本卓球株式会社

卓球ラケットの特殊素材入り合板を精密に加
りそな銀行
工するための機械装置開発

167 2508120503

茨城県

茨城圧力機器製作所

給排水ポンプ生産の競争力強化計画

168 2508120508

茨城県

株式会社堀内製作所

世界最高水準の精度を誇るハイブリッドドリル
株式会社ディセンター
チャックの試作開発
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