平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
茨城県採択案件一覧（61者）

２次公募

（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

複雑化したパイプ粉砕材をコントロールする新たな製造
茨城県商工会連合会
プロセスの構築による新市場の開拓

1 2908210005 茨城県

株式会社丸昌

2050001014083

2 2908210006 茨城県

有限会社ナカヤマ

3050002002433 新材料（チタン）における曲げ加工技術の開発

3 2908210009 茨城県

有限会社フルサワ建材

4050002034129

大型コンクリート二次製品の製造プロセスの革新による
茨城県商工会連合会
特注需要の獲得

4 2908210016 茨城県

株式会社菅沼製作所

3010801005854

新設備活用による生産能力向上と工程改善による原価低
米澤裕一
減の取組み

5 2908210017 茨城県

舘野製作所

6 2908210018 茨城県

株式会社ヤハタ

1050001031856

ＩｏＴシステム・ＡＩロボット導入による新規部品増
産・既存製品質向上

7 2908210025 茨城県

株式会社日本化学研究所

3010001125569

原子力災害緊急避難用放射性ヨウ素吸着マスクの高機能
公益財団法人日立地区産業支援センター
化と生産性向上

8 2908210027 茨城県

株式会社イイダモールド

1050001032846

金型の新梱包方式の開発による物流トータルコストの低
下館商工会議所
減

9 2908210030 茨城県

株式会社エイコー

6050001007661

高精度ワイヤー放電加工設備の導入による、高生産性金
茨城県信用組合
型製作プロセスの確立

10 2908210031 茨城県

株式会社エイブイシー

4050001006616

バーチャルシャフト（仮想軸）を用いた２軸（面内回
転、チルト移動）移動精度の向上

11 2908210035 茨城県

有限会社ちゃいなはうす

5050002036487

外の飲食ニーズ向け低温酵母管理技術の獲得による本格
茨城県商工会連合会
中華まんの開発事業

12 2908210036 茨城県

株式会社プロキュア・ジャパン

4050001038857

最新治療機器ショックマスターの導入による顧客満足度
株式会社常陽銀行
向上と他店との差別化

13 2908210038 茨城県

株式会社ＭＳ

6050001009815

ＩｏＴ対応の多機能高精度ベンダーで熟練者に頼らない
株式会社常陽銀行
高効率生産体制の構築

14 2908210043 茨城県

瓜連中央歯科クリニック

15 2908210044 茨城県

株式会社根本製作所

3050001023604

16

幹事企業：板橋精機株式会社

幹事企業：
7013301001147

17

連携体１：栄電子工業株式会社
2908210048 茨城県

18

茨城県商工会連合会

最新鋭研削盤導入による組立時手直しがない高精度金型
茨城県商工会連合会
生産技術の確立
茨城県商工会連合会

株式会社常陽銀行

多数歯埋入における痛みや腫れを排除した高精度サージ
株式会社常陽銀行
カルガイドの作製
ＮＣ旋盤導入により製造工程を半減し顧客要求を満足さ
茨城県信用組合
せることにより売上増を図る
幹事企業：株式会社常陽銀行

連携体１：
連携体１：株式会社武蔵野銀行
7030001070826 プリント配線板工程向けロボット導入プロセスのノウハ
ウの研究と共有化のための企業連携プロジェクト
連携体２：
連携体２：富士プリント工業株式会社
連携体２：多摩信用金庫
7010101003489

19

連携体３：株式会社アスコーテック

連携体３：
5010801020422

20 2908210049 茨城県

株式会社長島食品

5050001036026

水戸名産ドライ納豆開発品の生産性向上の為の先端箱詰
茨城県信用組合
包装機導入

21 2908210052 茨城県

株式会社金山製作所

2050001012756

フッ素樹脂製溶着継手及び電磁誘導加熱方式による溶着
株式会社常陽銀行
装置の開発

22 2908210054 茨城県

有限会社大嶋屋

9050002043224

保育園・幼稚園向け給食事業への参入による子育て世代
下館商工会議所
の需要開拓

23 2908210056 茨城県

渡辺食品株式会社

1050001030156

衛生管理設備と電解水殺菌装置の導入による環境品質向
茨城県商工会連合会
上

24 2908210057 茨城県

有限会社フジ工業

6050002029127

生産性向上と太線径対応強化によるスプリング・アソー
茨城県商工会連合会
ト品開発

25 2908210058 茨城県

株式会社大進製作所

8011701004685

手作業工程の自動化で実現する人材配置の最適化、労働
朝日信用金庫
生産性向上

26 2908210060 茨城県

株式会社実建設工業

3050001025716

高性能ＮＣ孔加工設備の導入による建築用形鋼加工工程
株式会社常陽銀行
の生産性向上

27 2908210062 茨城県

株式会社ヤマモト

5050001023809

新型ＣＮＣ旋盤、小型ＭＣ導入による空気圧制御機器部
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
品の生産性向上

28 2908210065 茨城県

東信化学工業株式会社

3013301008286

ビジネスモデル再考に伴う製袋機の導入による生産プロ
前川浩一
セスの改善

29 2908210066 茨城県

株式会社ひのでや

5050001010393

６次産業化体制の構築による生産力・供給力の向上及び
茨城県商工会連合会
新市場開拓

30 2908210069 茨城県

萩原酒造株式会社

7050001013972

脱酸素による品質向上と高品質を保持した長時間輸送体
福井大
制の構築による新たな海外輸出展開

31 2908210071 茨城県

日本ボンコート株式会社

9050001001950 はんだ付ロボット用こて先の開発と量産化設備の導入

32 2908210073 茨城県

株式会社Ｃ．Ｉ．Ｃ

6021001049325

レーザークリーニングによる半導体検査用治工具の異物
水戸信用金庫
除去事業

33 2908210074 茨城県

結城酒造株式会社

5050001032702

成分分析の品質向上・標準化・効率化による増販と技術
結城商工会議所
伝承の推進

34 2908210075 茨城県

株式会社参阡年

7050002016693

塗装ブースを改造して混流生産を可能にし、あわせて発
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
生した塗装スラッジをオゾンで分解する。

35 2908210081 茨城県

トータルリペア

36 2908210088 茨城県

株式会社中原光電子研究所

5050001005542

ＧＲＩＮレンズを活用した超小型・キャピラリー型平行
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
ビーム変換光部品の開発

37 2908210089 茨城県

株式会社三清工業

9050001029414

自社開発オリジナル切削技術の展開による精密金属加工
株式会社筑波銀行
生産プロセスの改善

38 2908210090 茨城県

株式会社林産

5050001026877

最新粉砕機の導入による、廃材の付加価値向上のための
株式会社常陽銀行
事業開発

39 2908210093 茨城県

有限会社弘中鋳造

9050002018614

多品種アルミ溶湯の温度変化分析による、高精度金型鋳
株式会社常陽銀行
造技術の開発

40 2908210095 茨城県

株式会社岩井化成

1030001063612

高性能設備導入による高品質再生プラスチック製品の製
株式会社常陽銀行
造力強化

連携体３：株式会社高崎総合コンサルタンツ

自動車修理における高品質・高効率のワンストップ塗
装・修理サービスの実現

アトリエＫ

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

茨城県商工会連合会

41 2908210097 茨城県

川添工業株式会社

2050001013878

溶接ロボット導入による建設機械用部品の高精度化と製
株式会社常陽銀行
造力強化

42 2908210098 茨城県

株式会社小澤鐵工所

6050001023015

可搬型多能工ロボット導入による自動車用部品生産プロ
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
セスの改善

43 2908210099 茨城県

株式会社水戸グリーンサービス

5050001002515

最新塗装機の導入と事業開発による新規事業分野への参
株式会社常陽銀行
入

44 2908210100 茨城県

株式会社本田谷田部

3050001016120

工場内レイアウト改善と業務管理システムの導入による
株式会社常陽銀行
業務効率改善

45 2908210101 茨城県

株式会社協和ハーネス

6050001031819

圧着加工技術の革新によるワイヤーハーネスのコンパク
茨城県商工会連合会
ト化と短納期化の実現

46 2908210102 茨城県

株式会社ヴィオーラ

3050001000462 ＥＲＰの導入による業務効率改善施策

47 2908210103 茨城県

角光化成株式会社

9010501002907

業界初乾熱式蒸煮室と油脂タンクを導入した香味油製造
株式会社常陽銀行
ラインの生産性改善

48 2908210105 茨城県

株式会社美鈴

9050001002899

オペレーション全自動化による業務効率改善とヒューマ
株式会社常陽銀行
ンエラー防止対策

49 2908210106 茨城県

株式会社エミー

1050001016452

中小企業の人材不足問題解消のためＩＣＴを活用した海
株式会社筑波銀行
外人材育成・活用サービス

50 2908210107 茨城県

有限会社ナガタフーズ

7050002010606

茨城県笠間特産のブランド栗を活用した焼き菓子製造体
増田考邦
制の構築と販売の進展

51 2908210108 茨城県

茨城スバル自動車株式会社

4050001000239

ＡＤ構築と管理ソフト導入による業務効率改善とＣＳ向
株式会社常陽銀行
上

52 2908210109 茨城県

株式会社黒須印刷

7050001028368

大量印刷・少量印刷どちらのニーズにも最適な営業展開
茨城県商工会連合会
の確立

53 2908210111 茨城県

東京発条株式会社

5010601012545

高性能ロールレベラーでの加工部品の平坦精度向上によ
協同組合さいたま総合研究所
る小型軽量化ニーズへの対応

54 2908210114 茨城県

有限会社大樹工業

2050002006344

最新ＮＣルータ導入による看板製作の高品質化と生産性
株式会社常陽銀行
向上への取り組み

55 2908210116 茨城県

株式会社インテルナ石原

9050001000424 最新バッフルブースの導入による業務効率化

56 2908210119 茨城県

株式会社ア一ト科学

4050001004834

ＣＮＣ旋盤導入による樹脂加工品の精密加工技術の確立
株式会社筑波銀行
による会社業績向上

57 2908210120 茨城県

日立ユニオンデンタル株式会社

5050001024740

最新セラミック歯科補綴物の完全内製化と短納期な地域
株式会社常陽銀行
提供製作フローの構築

58 2908210123 茨城県

ケーズファクトリー（Ｋ’ｓ ＦＡＣ
ＴＯＲＹ）

59 2908210124 茨城県

有限会社ホリー

3050002039401

多種類のスタイルを組み合わせたツインスタイルカーテ
茨城県商工会連合会
ンの提供

60 2908210125 茨城県

伸栄工業株式会社

5050001010807

小型分散バイオマス・廃棄物混焼による化石燃料フリー
株式会社常陽銀行
熱電併給装置の開発

61 2908210129 茨城県

株式会社金澤四郎商店

3050001000727 設備投資を伴う工場ラインの改善による生産性向上

株式会社常陽銀行

株式会社常陽銀行

「更なる効率化！」「塗装・乾燥」工程内製化による収
茨城県商工会連合会
益拡大計画

増田考邦

