平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（149件）
（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

2808110001

茨城県

株式会社幸田商店

1050001006742

国産ほしいもの需要増に対応した生産力向上と生産の標準 株式会社ひたちなかテクノセ
化
ンター

2808110003

茨城県

有限会社堀江製作所

7050002004203

研究用遠心分離機部品の生産性向上による高精度化・短
納期化の実現

2808110004

茨城県

株式会社アイダ

4010401038221

ＣＮＣマルチレース導入による、「手づくり家具」の高効率な
常陽銀行
生産工程の確立

2808110005

茨城県

株式会社石﨑製作所

1050001002782

最新の複合加工機導入によるタイン・カスタム品の短納期
化実現

2808110006

茨城県

松本産業株式会社

6050001021596

医療研究に貢献する動物実験用大型透明樹脂容器の開発 常陽銀行

2808110008

茨城県

三和機工

2808110011

茨城県

株式会社セイワ食品

2808110012

茨城県

2808110013

株式会社エフアンドエム

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

トラック用高荷重部品の高精度化による新技術転用

古河市商工会

3050001032092

一貫生産体制確立を目指したカカオ豆処理工程

茨城県信用組合

株式会社久力製作所

5011801011353

海外ホテル向けレバーハンドルの新規開発による海外販路
常陽銀行
拡大

茨城県

株式会社久月総本舗

5050001009345

自社商品「帆引れんこん物語」の製造機（生地刷り込み機）
常陽銀行
の開発による生産性向上

2808110015

茨城県

日本ゲージ株式会社

9050001002874

長尺加工機導入による品質・作業性向上と時間短縮による 株式会社つくば研究支援セン
コストダウン
ター

2808110016

茨城県

有限会社清水製作所

7050002008501

三次元測定器導入による複合形状加工品の高精度検査工 株式会社マイルストーン・コン
程の確立
サルティング・グループ

2808110017

茨城県

株式会社三王

5050001015640

世界標準！環境計測用高精度、温度／湿度／気圧計一体
つくば市商工会
型計測器の開発

2808110020

茨城県

株式会社屋代製作所

4050001010114

食品加工機械の生産性を向上するための効率化された溶
接工程の構築

2808110024

茨城県

株式会社エムケーテクニカル

3011801018904

自動車用ワイパーリンクの“一体成形鍛造工法”での製品
開発（世界初）と画像検査装置の導入で品質保証を実現す 常陽銀行
る

2808110027

茨城県

株式会社モリモト

9050001013995

最新プレス設備等導入による「多種少量プレス製品」生産
体制開発事業

境町商工会

2808110030

茨城県

富岡印刷所

小規模印刷業の生き残りをかけた顧客密着型印刷サービ
スの開発

下妻市商工会

2808110032

茨城県

株式会社エムテック

3050001006625

最新式ＮＣ旋盤及び複合測定機の導入と工場のＩｏＴ化によ 公益財団法人日立地区産業
る生産性向上
支援センター

2808110033

茨城県

岡田鈑金株式会社

8010801002236

ＩｏＴ対応多機能ベンダーで板金加工の生産性向上

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

2808110034

茨城県

川島縫製

婦人服の高付加価値品への取り組みによる商品の拡充と
新商品への挑戦

水戸信用金庫

2808110035

茨城県

株式会社小田喜商店

1050001008128

貯蔵方法に創意工夫を凝らした栗・栗加工品のブランド力
強化

つくば未来経営コンサルティン
グ事務所

2808110040

茨城県

株式会社ヤハタ

1050001031856

マグネシウム部品の品質保証体制の確立による成長市場
攻略

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

2808110041

茨城県

株式会社五十嵐建設

1050001005042

県内唯一指物製作部門を持つ建設業者の設計データを利
水戸信用金庫
活用した木工加工機等導入による生産性・付加価値の向上

2808110044

茨城県

飯島プレス有限会社

5050002000278

新型ロボットレーザー導入による生産性向上と組立事業立
常陽銀行
ち上げ

2808110047

茨城県

佳味のかしや

2808110051

茨城県

株式会社練馬製作所

4050001027595

ＳＯＦＣ（固体酸化物形燃料電池）で使用される難素材の加
常陽銀行
工方法確立と量産化

2808110052

茨城県

株式会社明星精機

8050001022361

金属部品の特殊複雑化ニーズに応える新たな旋盤加工プ
ロセス構築

神栖市商工会

2808110054

茨城県

岩瀬光学株式会社

3050001032233

ＣＮＣ３次元測定機導入による増産体制の構築と、高測定
技術を活かした高付加価値試作品の受注増

茨城県信用組合

2808110060

茨城県

株式会社牛久製作所

5050001027990

生産管理のスマート化による短納期試作加工品の納期遵
守率１００％達成の実現

公益財団法人日立地区産業
支援センター

2808110065

茨城県

株式会社ヤマナカ

6050001032701

金属製品加工におけるＩｏＴとＡＩ機能を活用した熟練工に頼
常陽銀行
らない高効率生産体制構築

2808110066

茨城県

八紘電子株式会社

4050001028148

Ｉｏｔ機能を活用したプリント板実装ラインの整備

新商品開発並びに業務効率化のための設備導入事業
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筑波銀行

坂東市商工会

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

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

2808110067

茨城県

株式会社イイジマ測設企画

9050001027376

ＧＮＳＳ連携した測量機器群による「ＩＣＴ土工対応測量サー
筑波銀行
ビス」の開発事業

2808110070

茨城県

日の丸工業有限会社

7050002025298

難加工材「ケイ素鋼」の精密加工の安定生産を可能とする
新型プレス機ラインの試作開発

2808110071

茨城県

株式会社ＭＵＴＡエンジニアリング

4050002031828

社内一貫製作による研究機関向け超高真空気密装置開発 株式会社ひたちなかテクノセ
のための溶接機と測定計測機器の導入
ンター

2808110072

茨城県

株式会社ハイペック

4050001023504

自動車電装品用樹脂機構部品における生産性の向上と不
常陽銀行
良率の低減

2808110073

茨城県

有限会社つくばチョウザメ産業

1050002023530

キャビア・チョウザメ生肉の加工低温保管の増設整備による
筑波銀行
合理化計画

2808110074

茨城県

山本石油サービス

2808110076

茨城県

株式会社貝塚建具店

2808110077

茨城県

2808110078

栃木銀行

街のクリーニングステーションサービスの開発

鹿嶋市商工会

9050001036971

ボディープレスの導入による、生産時間短縮、無垢材品質
安定化、および新工法の商品事業化

水戸信用金庫

大川精螺工業株式会社

1010701001880

ブレーキホース継手金具シート部外観判定の画像検査機
の導入

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

茨城県

日邦電機産業株式会社

5050001023602

小型端子自動圧着システム開発によるハーネス量産体制
の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

2808110081

茨城県

有限会社三協補綴

2050002007664

共同体の歯科技工所と歯科医院との連携による総合的な
口腔内歯科技工物の製作

茨城県信用組合

2808110082

茨城県

株式会社ダイトー

9050001015785

一体化作業ロボットの導入・ローカライズによる作業効率の
常陽銀行
向上

2808110084

茨城県

井嶋金銀工業株式会社

4011501005466

付加価値を高める加工機導入及び新製品開発事業

朝日信用金庫

2808110089

茨城県

株式会社南海プリーツ

6050001028311

当社プリーツ技術を応用した新規形状のデザインカーテン
の開発

牛久市商工会

2808110095

茨城県

ダイカツ水産株式会社

3050001007219

氷温熟成技術を用いた旨みの凝縮した干物の、焼魚多品
種商品化計画

筑波銀行

2808110096

茨城県

株式会社サザン珈琲

1050001026682

マグカップ用カセット式軽量容器ドリップコーヒーの商品化と 公益財団法人茨城県中小企
作業環境の整備
業振興公社

2808110098

茨城県

株式会社沢平

9050001023202

量産における高精度加工・高機能コーティング複合技術の
常陽銀行
開発

2808110102

茨城県

株式会社小沢食品

7050001004633

革新的手法による「無添加豆乳」の開発と自然食品市場へ
常陽銀行
の販路拡大

2808110105

茨城県

株式会社大畠製作所

4050001015451

ファイバーレーザー溶接機導入による、溶接工程の高度化
筑波銀行
と極薄製品製造プロセスの確立

2808110109

茨城県

有限会社鈴木精器

7050002041163

洗浄工程を改善し、脱脂及び切粉除去の品質と能力を向上 公益財団法人茨城県中小企
させ受注拡大を図る
業振興公社

2808110110

茨城県

六和精工株式会社

2012401008841

成形性・精度・経済性向上を実現したサーボプレス機導入
による生産性向上・新製品製造

2808110112

茨城県

日東自動車機器株式会社

8050001002875

不良を造らない、不良を後工程に流さない、ＩＯＴを活用した 株式会社ひたちなかテクノセ
革新的ダイカスト生産方式の開発
ンター

2808110115

茨城県

株式会社我那覇

7050001029127

的確な食品温度ハンドリングによる最適な高齢者用中食製
取手市商工会
造環境の構築

2808110116

茨城県

中山材木店

2808110118

茨城県

有限会社ユニアート

4050002003158

多種類の生地を活用した高付加価値のぼり旗の開発・提供
増山英和税理士事務所
事業

2808110119

茨城県

有限会社リグテック

9050002039189

有機ＥＬ製造装置向け大型レンズの荒摺り加工体制の構築 取手市商工会

2808110120

茨城県

有限会社椎名米菓

4050002037346

デンプン成分の最適管理による新規顧客層にむけたソース
取手市商工会
煎餅のフルモデル開発事業

2808110126

茨城県

株式会社くらまき豆腐店

8011701002623

豆腐製造ライン改善による豆腐製造効率の向上

青木宏二郎税理士事務所

2808110127

茨城県

株式会社博進紙器製作所

6011801015683

特別仕様機導入での生産スピード化と陳腐化対応力強化
による経営基盤強化

常陽銀行

2808110129

茨城県

金山化成株式会社

7180301022396

床暖房マット製造におけるＩｏＴ機能活用による製造プロセス
西尾信用金庫
の改善

2808110130

茨城県

株式会社タナックス

4050001006905

水素インフラ等の超高圧圧力計を検査・校正する標準器の 公益財団法人茨城県中小企
導入による事業拡大
業振興公社

2808110131

茨城県

株式会社大東工業

6010801006692

難加工材タングステンの高精度加工技術の開発

2808110132

茨城県

来福酒造株式会社

8050001032204

これまでの清酒の香りと味の課題を解決した高品質酒の開
常陽銀行
発と販売

３Ｄ建築ＣＡＤシステム導入による中小零細工務店への施
主向け営業支援サービスの提供
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坂東市商工会

鉾田市商工会

東日本銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
革新的脱毛コースの開発・提供による顧客満足度アップと
新規顧客層の開拓

認定支援機関名

2808110134

茨城県

エステティックサロンＨａｎａｋｏ

常陽銀行

2808110135

茨城県

有限会社高橋食品

3050002017398

「直食べ」商品展開による豆腐のブランド化取組に向けた湯
八千代町商工会
葉製造工程の確立

2808110139

茨城県

株式会社森谷鉄工所

9010601016369

測定技術の革新化による成長産業向けゴム金型のＱＣＤ高
常総市商工会
度化及び精度保証確立

2808110140

茨城県

株式会社ポテトかいつか

9050001010431

市場変化に対応したさつまいも商品を生産、加工、販売に
わたるものづくりを通して提供

足利銀行

2808110142

茨城県

有限会社みなば商会

3050002020286

竹林の間伐管理サービスの提供と伐採した竹材の粉砕加
工販売

坂東市商工会

2808110143

茨城県

株式会社第一商会

9050001001505

生産設備連結による生産性の向上と小ロット対応による、
新規マーケットの獲得と販売拡大計画

常陽銀行

2808110146

茨城県

株式会社タカラ特殊印刷

4050001028478

印刷技術の融合による高度な高画質の実現と品質向上

常陽銀行

2808110153

茨城県

株式会社大貫工業所

4050001023041

自動車軽量化用金属部品のＩｏＴ化プレス加工システムの開 公益財団法人日立地区産業
発
支援センター

2808110156

茨城県

株式会社長浜合成工業所

8050001018756

次世代自動車のプラスチック部品のウエルドレス成型技術 公益財団法人茨城県中小企
の確立
業振興公社

2808110162

茨城県

ミナトゴム株式会社

9040001018847

最新設備導入による生産革新とマザー工場機能の強化

2808110163

茨城県

株式会社ハーベストジャパン

4050001011814

溶接工程の高効率化設備導入と塗装設備導入による一貫
生産体制を強化し、ＩｏＴ活用による高効率化と信頼性向上 商工組合中央金庫
による競争力強化

2808110164

茨城県

石井産業有限会社

5050002014971

専用機械導入による竹林伐採・整備事業の業務プロセス改 特定非営利活動法人東京都
善
北区中小企業経営診断協会

2808110165

茨城県

株式会社マイクロフェーズ

6050001016497

湾曲・伸縮自在なカーボンナノチューブ黒体フィルムの試作
税理士法人鯨井会計
と大面積化のための設備投資

2808110167

茨城県

太洋電機産業株式会社

3011501012364

業界初ＩｏＴ技術を活用した印刷機械制御装置の遠隔監視シ 株式会社ひたちなかテクノセ
ステム構築
ンター

2808110168

茨城県

城里にんにく本舗

2808110169

茨城県

東洋螺子精機株式会社

8050001011711

機械部品製造における品質保証体制の構築

税理士法人第一経理

2808110170

茨城県

スターエンジニアリング株式会社

8050001023285

溶着工程の自動化設備の開発によるＩＣタグ生産性改善と
増産体制の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

2808110171

茨城県

株式会社長崎プレス工業

6050001026819

ＩＯＴ、ロボットを使った複数台サーボプレス工程管理システ
商工組合中央金庫
ムの開発

2808110176

茨城県

株式会社川野辺製作所

9010801002838

最新複合加工機による部品切削加工の生産性向上と新市
りそな銀行
場開拓に向けた製品開発

2808110177

茨城県

エスプランニング株式会社

3050001031243

高精度配光測定装置導入による高付加価値ＬＥＤ照明の新
水戸信用金庫
たなサービス展開

2808110184

茨城県

いがり産業株式会社

1050001007889

工場のスマート化を図る為、ＩＯＴを導入し生産性を向上する 商工組合中央金庫

2808110185

茨城県

株式会社伊藤鐵工所

4050001018280

特許技術改良と設計・工程プロセスの改革を通じ精度及び
阿久津邦男税理士事務所
生産性の向上

2808110189

茨城県

株式会社加貫ローラ製作所

7120001017140

注型機を用いた表面高品位液状シリコーンゴムローラの開
大阪商工会議所
発

2808110190

茨城県

信和産業株式会社

5010001101072

高品質な精密鋳造用フィラーワックスの高効率製造プロセ
スの構築

2808110198

茨城県

株式会社タケウチハイパック

2011801021165

短時間で段ボール試作品の作成を可能とするインクジェット
常陽銀行
ＣＡＤシステムの導入

2808110201

茨城県

株式会社福田製作所

4050001039624

低周波振動切削機能付き自動旋盤の導入による難削ステ
笠間市商工会
ンレス部品の２４時間加工の実現

2808110203

茨城県

株式会社ストウ

6050001017181

高齢者をターゲットとした医療用顧客別オリジナル靴の生産
つくば市商工会
とサービスの提供

2808110204

茨城県

有限会社アポロ情報工業

7050002008096

特定の専門家に向けた、既存戸籍システムの通年拡販を
可能とする新バージョン製品の開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

2808110206

茨城県

有限会社ネモト

4050002018882

「根本庵」濃厚緑茶・和紅茶エスプレッソティー等新商品開
発

坂東市商工会

2808110207

茨城県

株式会社三和機工

2050001022391

Ｒ対応の次世代型ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の試
作開発事業の試作開発事業

佐原信用金庫

2808110208

茨城県

おおさわ歯科医院

2808110211

茨城県

株式会社日港製作所

商工組合中央金庫

城里産にんにくのブランド化による城里式長期保存方法の
城里町商工会
確立

商工組合中央金庫

技と高度機器を活かすトレーニングによる難治性疾患の劇
常陽銀行
的改善
9050001024398

高精度・軽量コネクタ端子用精密プレス金型製造技術の開
常陽銀行
発
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2808110212

茨城県

株式会社ミナキ

5011501008930

医療機器精密部品生産におけるＱＣＤ能力向上による医療
常陽銀行
事業基盤強化

2808110213

茨城県

株式会社ＬＩＧＨＴｚ

6050001041719

ＡＩ活用型若年社員でも出来る金型見積りシステムの提供

2808110215

茨城県

結城酒造株式会社

5050001032702

洗瓶工程の刷新による生産ボトルネック解消と鬼怒川系伏
若杉公認会計士事務所
流水による安心・安全な地酒造りの高度化

2808110216

茨城県

金属技研株式会社

4011201010452

次世代のタングステン合金、Ｎｉ基合金等の金属材料を開発 公益財団法人茨城県中小企
するための高純度粉末処理設備の製作
業振興公社

2808110217

茨城県

新和工業有限会社

2050002027729

ＩｏＴ―ＡＩ対応ＣＮＣ５軸複合旋盤の導入による、高生産性油
茨城県信用組合
圧部品類の生産工程の確立

2808110219

茨城県

株式会社ｔｏｃｏｗａｋａ

8050001041329

新サービス『ディスプラ』の高度生産体制確立と事業革新の
石岡商工会議所
推進

2808110222

茨城県

森内ふぁーむ

ほしいもの旨みを維持しながら生産性向上を図り、差別化
商品である寒仕込熟成品の販売力強化

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター
商工組合中央金庫

株式会社つくば研究支援セン
ター

2808110223

茨城県

府中誉株式会社

4050001012036

茨城産の摘みたてバラから造る「ローズウォーター」を使っ
た自然の芳香漂う新しいタイプのバラリキュールの試作開
発

2808110224

茨城県

有限会社進栄工機

7050002030686

Ｓｏｌｉｄｗｏｋｓ導入により開発システムを構築し納期半減を実
茨城県信用組合
現させ売上増を図る

2808110227

茨城県

有限会社青山グラフィック

5050002006589

ハイクラスの印刷需要に対応した超高品質印刷加工体制
の構築

2808110234

茨城県

株式会社岩瀬屋製作所

6050001026488

ＰＨＶ車パワーモジュールケース加工工程のロボット・ＡＩ＆Ｉ 株式会社ひたちなかテクノセ
ｏＴを活用した高生産性自動化ラインの開発
ンター

2808110238

茨城県

中和印刷株式会社

6010001050335

医療・建築分野における専業印刷の超小ロット・短納期サー
株式会社ＧＩＭＳ
ビスの実現

2808110239

茨城県

株式会社中村自工大成製作所

3050001024932

最新型製缶複合加工機による鉄道車両向け冷却装置製缶 公益財団法人茨城県中小企
品の従来比２００％の高効率生産システムの実現
業振興公社

2808110240

茨城県

フレックタイム株式会社

6050001024946

センサーネットワークの時刻同期法の開発

常陽銀行

2808110242

茨城県

有限会社マスダ製作所

1050002024826

特許技術の具現化・生産工程の短縮化と技術向上による
顧客満足度向上

常陽銀行

2808110243

茨城県

株式会社カドワキ電子

4050001024519

残留応力で発生する熱変形を考慮した加工プロセスの構築

公益財団法人日立地区産業
支援センター

2808110245

茨城県

株式会社ヒューマンサポートテクノロ
4050001037264
ジー

機械学習による不審動作検知する防犯カメラシステムの開 株式会社ひたちなかテクノセ
発
ンター

2808110246

茨城県

有限会社シーアンドアイ

9050002022896

導波モード式全反射照明蛍光顕微鏡（ＷＧ－ＴＩＲＦ）の試作
常陽銀行
開発

2808110247

茨城県

株式会社飯田製作所

5050001014691

テーブルスポット溶接機導入による、生産性と品質の向上と 公益財団法人茨城県中小企
作業の平準化
業振興公社

2808110248

茨城県

ＡＧサワキ株式会社

3050001040789

アルミ箔屑を原料とするＩｏＴを用いた高純度アルミ顆粒リサ 公益財団法人茨城県中小企
イクルシステムの構築
業振興公社

2808110250

茨城県

関東鋼鉄株式会社

5050001000691

ＩｏＴ―ＡＩ対応高速門型マシニングセンタ導入による効率的
設備部品加工プロセスの確立

常陽銀行

2808110252

茨城県

有限会社石塚産業

7050002014169

未利用資源、米ヌカを利活用したペレット肥料の製造及び
販路開拓事業

かすみがうら市商工会

2808110253

茨城県

板橋精機株式会社

7013301001147

トヨタ式継続的改善＋ＩｏＴ＋ＡＩ＝革新的生産システム創出
常陽銀行
プロジェクト

2808110255

茨城県

株式会社伊藤鋳造鉄工所

3050001004843

砂型造型ミキサーのロボット化及びＩｏＴ活用による熟練技術
常陽銀行
の標準化

2808110257

茨城県

株式会社宮本製作所

6050001023659

ネガランド技術の確立による再研磨切削工具の長寿命化

2808110258

茨城県

株式会社田中食品興業所

7120101030605

小袋食品生産へのロボット導入により作業者の負担軽減と 東京中小企業投資育成株式
効率化を図る
会社

2808110265

茨城県

常陽建設株式会社

3050001027902

３次元データの自社作成による施工効率化

商工組合中央金庫

2808110266

茨城県

合同会社オー・ゼット

4050003002712

複雑形状の製品需要に対応した高効率生産体制の構築

稲敷市商工会

2808110270

茨城県

アーク・リソース株式会社

1330001000361

最先端機器導入による遺伝子組み換えカイコによる革新的 公益財団法人くまもと産業支
な組換え抗体製造
援財団

2808110278

茨城県

小野工芸株式会社

7050001027411

製パン焼成トレー表面再被覆加工の前処理プロセスによる 公益財団法人茨城県中小企
品質安定化計画
業振興公社

2808110279

茨城県

トップ・フーズ株式会社

1050001026930

スリッター及び切断機導入による可食フィルムの生産能力
拡大と生産性向上

2808110281

茨城県

株式会社萩原機械

4050001018826

食品機械の特許技術向上・設計・工程プロセスの改革を通
常陽銀行
じ精度・衛生面の向上
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2808110285

茨城県

株式会社下川設計

1050001020223

ドローン空撮による森林病害虫調査サービスの開発

鹿嶋市商工会

2808110293

茨城県

有限会社高美工業

9050002035122

医療機器部品の加工プロセス革新と画期的な工法の開発

筑波銀行

2808110295

茨城県

お茶のさる山野口園

茶葉加工設備導入・独自加工工程開発による「新たな茶」
の開発と生産性向上

境町商工会

2808110302

茨城県

有限会社高野好見畳店

3050002007143

薄型たたみ製造プロセスの確立による自由レイアウト畳の
提供

東海村商工会

2808110305

茨城県

株式会社中村商店

1050001018754

レーザー切断機と稼働監視システムの連携による生産プロ
常陽銀行
セス改革

2808110312

茨城県

セキグチ精工株式会社

7050001019004

車載用電装部品向け超精密金型における高速・高精度加
工プロセスの改善・変革

常陽銀行

2808110321

茨城県

川崎鍛工株式会社

4020001072487

フォージングロール工程の革新的合理化技術開発

商工組合中央金庫

2808110323

茨城県

有限会社植田商店

5050002029326

ハラルフード総菜の開発・提供による在日東南アジア人の
食生活向上

鉾田市商工会

2808110324

茨城県

有限会社秀和テクノ

1050002034107

グラファイト一体電極放電加工を使った大型金型製造技術
常陽銀行
の開発

2808110325

茨城県

民宿土佐屋

2808110328

茨城県

宮坂ホリテック株式会社

2808110329

茨城県

2808110333

訪日中国人向けおもてなしサービスの開発

神栖市商工会

4050001014511

医療・自動車向けゴム製品の生産プロセスの革新

筑波銀行

有限会社小谷野製作所

1050002043710

鈑金加工の生産性向上を目指した角パイプ等束ね切断装
置の導入等

茨城県信用組合

茨城県

株式会社ローバルコム

4050002035325

歴史やルーツに興味を持ち始める中高年及び観光客向け
ポイント付き歴史巡りオリエンテーリングサービスの開発・
提供

常陽銀行

2808110338

茨城県

ジョイパック

2808110343

茨城県

株式会社丸精

2050001039304

トンネル工事用の高効率化ネジの精度向上への取組み

2808110345

茨城県

有限会社ペンギン

2050002043247

ハンバーグ専用の精肉加工場設置によるお客様への付加
桜川市商工会
価値向上

2808110349

茨城県

株式会社システム空調

5050001013041

新型省エネ空調システム（ブリーズライン方式分ダクトファ
ン）の開発

駒田総合会計事務所

2808110355

茨城県

友常水産

【工程・保管・即納】一貫したサービスで顧客満足度を向上
させるための生産体制構築

行方市商工会

2808110357

茨城県

有限会社東製作所

7050002034159

バイクをバックさせる部品の開発で大型バイクの利便性向
上を図り新たな市場を開拓する

佐原信用金庫

2808110359

茨城県

ゴンドラ工業株式会社

1010001043772

特殊プレス機の長寿命化を目的とした切削加工技術の高
度化ならびに技術継承

商工組合中央金庫

2808110360

茨城県

有限会社宮本製作所

3050002009627

大型ＮＣ旋盤による新加工技術の確立

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

2808110361

茨城県

有限会社白石製作所

1050002024578

ＩｏＴを活用した筐体モニタリングシステムによる医療部品の
常陽銀行
量産化技術開発

2808110363

茨城県

有限会社協栄

2050002043379

食品サニタリプラント用リビルド事業の創設

全自動機導入による生産効率上昇と障害者雇用の促進計
常陽銀行
画
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