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（２８７件／２８７事業者）
公募回

： １次公募

受付番号

都道府県

（受付番号順）
申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2908110001 茨城県

有限会社黒沢製作所

4050002008347

需要が高まる半導体製造装置部品の生産プロセスの革新による
株式会社エフアンドエム
生産性向上計画

2908110002 茨城県

山藤鉄工株式会社

6050001023790

大型部材における機械加工工程の内製化による短納期対応、コ
株式会社エフアンドエム
ストダウンの実現

2908110005 茨城県

有限会社三共金属工業所

9011802013163

耐震強化部品「あと施工アンカー」の精度向上と短納期化計画 株式会社エフアンドエム

2908110006 茨城県

株式会社中村鋼板加工

2050001018761

厚みのある鋼板加工の高精度安定化とＩＴ活用による生産性向
株式会社常陽銀行
上

2908110007 茨城県

株式会社中村商店

1050001018754

開先切断加工の高付加価値化および生産性向上による販路拡大 株式会社常陽銀行

2908110009 茨城県

株式会社日伸合成

8050001031577

成形表面不良の改善による高品質化粧品容器の開発

2908110012 茨城県

株式会社古室製作所

9050001027087

温度管理による部品加工の生産性・品質向上を目的とした生産
株式会社常陽銀行
現場の構築

2908110013 茨城県

株式会社シーウッド

8050001033648

新しいプレーナー工法の開発による高品質・高精度な集成材の
茨城県商工会連合会
実現

2908110015 茨城県

株式会社セイサン実業

3050001032563

スーパーエンプラを活用した高耐性コーヒーマシン部品の開発 株式会社常陽銀行

2908110016 茨城県

株式会社コーセー

1050002015222

独自開発した自動ピンキー加工機の導入による生産性向上・高
水戸信用金庫
品質化の実現

2908110017 茨城県

木之内製粉株式会社

6050001021670

製造ラインのオートメーション化による米粉製品の小ロット直
茨城県商工会連合会
販

2908110018 茨城県

日誠工業株式会社

5050005007444

高周波溶着機導入による生産性向上と別部門生産ライン新設

2908110019 茨城県

有限会社中野製作所

8050002044834

ヒンジ及び複雑形状による高難易度成形製品の実現と品質安定
株式会社足利銀行
化

2908110020 茨城県

天野アルミニウム株式会社

2010501000248

半導体製造装置向けアルミ精密切断材の切断精度向上と生産性
株式会社みずほ銀行
向上

2908110021 茨城県

有限会社綿引鉄工所

8050002009119

ワイヤーカット作業の内製化により、付加価値を高め高精度・
株式会社筑波銀行
高生産性で販路及び事業拡大

2908110024 茨城県

飯島プレス有限会社

5050002000278

高精度・高速曲げ加工機導入による生産性向上と新規業界への
株式会社常陽銀行
参入

2908110025 茨城県

株式会社麻生精工

2050001022615

高精密マシニングセンター導入による成長分野向けスーパーエ
水戸信用金庫
ンプラ切削加工体制の構築

2908110030 茨城県

株式会社久力製作所

5011801011353

北米及びヨーロッパ市場向けホテル用レバーハンドル開発によ
株式会社筑波銀行
る海外販路拡大

2908110031 茨城県

ＵｎｉＰｏ株式会社

2050001034288

撮影・高品質商業照明向け色度連続可変な高演色・高出力ＬＥ
株式会社常陽銀行
Ｄ素子の試作開発

2908110032 茨城県

株式会社滝口製作所

6011501007428

海外競争が激化する医療機器における特殊樹脂部品の低価格化
株式会社エフアンドエム
計画

結城信用金庫

茨城県商工会連合会

2908110034 茨城県

科研工業株式会社

5050001032487

測定検査工程の高度化による自動車関連部品の量産化

2908110035 茨城県

株式会社屋代製作所

4050001010114

スマホ・ＩｏＴ機器の需要拡大に伴う半導体製造装置部品の生
株式会社筑波銀行
産性改善計画

2908110036 茨城県

有限会社鈴木工業所

4050002030796

新規分野開拓・技能伝承を見据えたベンディングシステムの導 公益財団法人日立地区産業支援
入
センター

2908110037 茨城県

株式会社サンメック

2050001023209

機器装置用高精度部品加工の内製化による社内一貫生産体制の
株式会社常陽銀行
確立

2908110038 茨城県

セキグチ精工株式会社

7050001019004

車載部品向の超精密金型加工における保証精度の高度化

2908110039 茨城県

株式会社イイジマ測設企画

9050001027376

地域中小土木事業者向け「ＩＣＴ土工普及サービス」の開発事
株式会社筑波銀行
業

2908110040 茨城県

株式会社明星精機

8050001022361

初心者の女性や高齢者が容易で快適に従事できる旋盤加工プロ
茨城県商工会連合会
セスの構築

2908110041 茨城県

株式会社高萩サービスセン
ター

2050001024025

立ＮＣ旋盤によるモーター用ケーシングの複合一貫加工生産の 公益財団法人日立地区産業支援
確立
センター

2908110045 茨城県

株式会社月の井酒造店

3050001007227

脱酸素装置導入によって実現する「現地嗜好を捉えた香り高い
水戸信用金庫
日本酒」のベトナム輸出事業

2908110046 茨城県

有限会社甲州屋

9050002011437

医療・介護食市場向け「栄養管理に優れた正確な重量の鶏カッ
水戸信用金庫
ト肉」の製造体制の構築事業

2908110047 茨城県

有限会社石井畳工業

5050002009600

い草の魅力を最大限活用した「ＩＧＵＳＡブランド」の確立に
ひたちなか商工会議所
よる畳販売戦略の構築

2908110048 茨城県

株式会社澤村製作所

6050001011523

インサート成形による組立工程の短縮と製品の強度向上の実現

2908110049 茨城県

中央炊飯株式会社

5050001006342

県内初 学校米飯給食企業による高齢者施設向け米飯供給サー
株式会社常陽銀行
ビス体制の構築

2908110051 茨城県

株式会社石﨑製作所

1050001002782

顧客が求める新商品「極細播種タイン」の開発及び生産体制の 公益財団法人茨城県中小企業振
確立
興公社

2908110052 茨城県

株式会社島田製作所

9050001029422

ＥＶモーター用部品の材料歩留向上のための新プレス方式の開 公益財団法人茨城県中小企業振
発
興公社

2908110053 茨城県

株式会社シロク

3050001016401

高齢者向けの簡単で楽しい認知機能検査・訓練機の量産品開発 株式会社常陽銀行

2908110056 茨城県

有限会社ＫＮデンタルラボ
ラトリー

3050002032835

歯科技工物の付加価値向上のための歯科技工ワークフローの構
日立商工会議所
築

2908110058 茨城県

東京食堂

2908110059 茨城県

有限会社黒澤醤油店

2908110060 茨城県

上野金型

「小型切削加工機」導入による新工程開発と「三次元測定機」
茨城県商工会連合会
を使用した金型計測の高度化への対応

2908110061 茨城県

ワコー工業

工業用部品の高精密切削加工における工程の改善による生産性
茨城県商工会連合会
の向上

2908110063 茨城県

松本産業株式会社

当店メニューの冷凍化と冷凍自販機販売による外販拡大

9050002008350

6050001021596

株式会社足利銀行

株式会社常陽銀行

株式会社高崎総合コンサルタン
ツ

茨城県商工会連合会

世界で一つの「Ｍｙ醤油」が作れるブレンディングＣａｆéで観 株式会社ひたちなかテクノセン
光土産市場の開拓
ター

医療研究に貢献する動物実験用フィルター付き密閉型ケージフ
株式会社常陽銀行
タの開発

2908110064 茨城県

有限会社イチコ製作所

4050002030193

ＡＩ・ＩｏＴシステム搭載設備導入による半導体装置部品の精
茨城県信用組合
密加工確立と生産性の向上

2908110065 茨城県

有限会社佐藤電化工業所

1050002008440

研磨作業に置き換わる光沢化学研磨装置の開発とプロセスの確
株式会社常陽銀行
立

2908110066 茨城県

株式会社アダチ工業

1050001032433

マシニングセンタ導入による金型製造能力の拡大と新規受注の
結城信用金庫
強化

2908110067 茨城県

有限会社テック・カジヤマ

4050002035721

建機・医療機器用部品の加工精度・生産性向上による競争力強 公益財団法人茨城県中小企業振
化
興公社

2908110068 茨城県

株式会社石嶋モールドテク
ノロジー

1040001039834

自動車配線保護用部品金型の価格低減に向けた生産体制の構築 株式会社エフアンドエム

2908110069 茨城県

株式会社結城高周波

3050001032786

需要の増加している産業用刃物等の焼入れ工程改善による生産
株式会社筑波銀行
性向上

2908110070 茨城県

株式会社西原木工

5050002002456

ＮＣルーター導入による木製建具製作の内製化と生産性向上

2908110071 茨城県

有限会社白戸精機

3050002024766

新規受注の鉄道用車輪ブレーキに対応し技術向上・設計・工程
プロセスの改革を通じ精度・安全面の向上。（高精度短納期生 株式会社常陽銀行
産システムの構築）

2908110072 茨城県

株式会社エムテック

3050001006625

洗浄工程の自動化及び自動搬送検討による生産性向上と作業環 公益財団法人日立地区産業支援
境改善
センター

2908110073 茨城県

有限会社熊谷製作所

3011802002394

顧客ニーズに対応した大型複雑形状製品の一貫生産体制構築

2908110074 茨城県

株式会社東洋

9050001015959

環境に配慮した「ＩｏＴ型１０ｔｏｎ液化酸素貯蔵タンク供給 公益財団法人茨城県中小企業振
システム」の構築
興公社

2908110075 茨城県

有限会社ユニアート

4050002003158

「料金体系」・「優良業者」・「迎車時間」を見える化する運
株式会社常陽銀行
転代行アプリの開発

2908110076 茨城県

ヤマト精機株式会社

8050001031676

大型高性能マシニングセンター導入で低コスト化と高精度化に 公益財団法人茨城県中小企業振
より競争力を向上させる
興公社

2908110078 茨城県

東べ精巧株式会社

4010801014664

対話型ＣＮＣ旋盤の導入によるプラスチック部品製造工程の改
株式会社常陽銀行
善

2908110079 茨城県

株式会社石川工業所

6050001022941

世界的に拡大する鉄道市場向け銘板印刷工程の改善に伴う低価
株式会社筑波銀行
格化と短納期化

2908110080 茨城県

有限会社遠藤機械製作所

2050002043486

マシンニングセンター導入による工程短縮とキズ防止治具開発 株式会社常陽銀行

2908110081 茨城県

羊羹屋本舗

2908110082 茨城県

溝口鍍金株式会社

5050001020368

連続めっきラインに画像認識を適用して品質確認及び生産効率
株式会社商工組合中央金庫
の向上

2908110083 茨城県

株式会社小林ダイカスト

8050001031734

湯じわ不良解消技術開発によるアルミダイカスト製品の生産性
株式会社筑波銀行
向上

2908110084 茨城県

株式会社ハリガイ工業

9050001030009

複合化素材を用いた高圧ダイヤフラム試作品の品質改善と生産
株式会社筑波銀行
性向上

2908110085 茨城県

青木酒造株式会社

5050001018263

酒造りにＩＯＴを導入し、杜氏の意思決定を支援し、生産性を
株式会社常陽銀行
向上する

2908110086 茨城県

イナガキ食品株式会社

5050001013859

業界初３層あんバターサンドサブレ開発と生産プロセス改善に
株式会社常陽銀行
よる新規顧客開拓

自家製餡技術を活用した多種類の野菜餡・フルーツ餡の開発

水戸信用金庫

株式会社筑波銀行

茨城県商工会連合会

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

2908110087 茨城県

株式会社坂場商店

2050001001057

世界最先端技術を駆使したロボットによる物流の生産性の向上

2908110088 茨城県

株式会社山形測量

7050001024615

無人航空機（ドローン）を活用した２１世紀型革新的測量サー
株式会社常陽銀行
ビスの提供

2908110089 茨城県

株式会社ＭＴコーポレー
ション

3050002039161

マンション向け「足場の新工法」開発と提供による安全強化事
茨城県商工会連合会
業

2908110090 茨城県

株式会社日港製作所

9050001024398

半導体製造用高精度ウエーハリングのたわみ・平坦度測定技術
株式会社常陽銀行
の確立

2908110091 茨城県

トレーナーステーション

2908110092 茨城県

中山工業株式会社

6050001010095

最新ベンディングマシンを導入し、ＩｏＴ化と大型高気密金属
茨城県商工会連合会
加工の確立

2908110093 茨城県

カネキタ株式会社

3120001011997

高精度が求められる半導体製造装置部品のリードタイム短縮の
株式会社近畿大阪銀行
実現

2908110094 茨城県

株式会社安達製作所

8050001031313

最新型ベンダーによる電車用ホームドアの生産性向上と生産能
株式会社足利銀行
力増強

2908110095 茨城県

株式会社赤津工業所

9050001022872

ねじ切り加工の自動化による、量産体制の構築とコスト低減対 公益財団法人日立地区産業支援
策
センター

2908110096 茨城県

株式会社菓子工房あおい

5050001031142

洋菓子製造作業の機械化を進め顧客満足度の高い商品を提供す
茨城県商工会連合会
る

2908110097 茨城県

株式会社長浜合成工業所

8050001018756

樹脂可塑化直前に発生する分解物の除去システム導入による生 公益財団法人茨城県中小企業振
産性向上
興公社

2908110099 茨城県

株式会社鈴木工業所

3050001041168

最新型ベンディングマシン導入による経営力強化事業

石岡商工会議所

2908110100 茨城県

株式会社ヤマナカ

6050001032701

最新のロボット技術による金属加工の高効率化体制の構築

株式会社常陽銀行

2908110101 茨城県

株式会社伊藤住設

7050001024904

移動式 「モバイルコインランドリー」 モデル店舗の開設 と
ひたちなか商工会議所
関連工事ビジネスの収益化

2908110102 茨城県

株式会社ベストアローズ

2050001036838

輸入アパレル商品の検品・仕上げ作業におけるプロセス改善と
水戸信用金庫
生産性の向上

2908110103 茨城県

有限会社川澄製作所

7050002042913

特殊鋳物製品に対する独自方法での生産性向上と競争力強化

2908110104 茨城県

青柳工業株式会社

2050001000091

工程管理業務を革新し製造への「見える化」と「効率化」を実 株式会社ひたちなかテクノセン
現するデジタルシステムの開発
ター

2908110105 茨城県

株式会社貝塚建具店

9050001036971

ＮＣ加工機導入、生産時間短縮、品質安定化による、ユニット
茨城県商工会連合会
建具新商品提供の事業化

2908110106 茨城県

有限会社湖月庵

4050002042016

和菓子の常識を革新する新たな提供方法の導入による地域外へ
株式会社常陽銀行
の販路拡大

2908110107 茨城県

有限会社わたなべ製麺所

9050002008400

つながりづらく、製麺が難しい、加水率の低い麺を、非常に強 公益財団法人茨城県中小企業振
い力で固めて製麺する事業化対応。
興公社

2908110108 茨城県

有限会社取手清掃

7050002036543

高品質な排水管清掃サービスと臭気の見える化による新販路開
茨城県商工会連合会
拓事業

2908110110 茨城県

小島工芸株式会社

1011701002992

木材表面への微細彫刻加工技術の確立による高付加価値の家具
株式会社東日本銀行
販売とペット用小型仏具の開発

整骨院における女性客をターゲットとした健康、美容サービス
茨城県商工会連合会
の強化

株式会社東日本銀行

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

2908110111 茨城県

大川精螺工業株式会社

1010701001880

マシニングセンタ導入による冶具の開発と生産性向上

2908110112 茨城県

日東自動車機器株式会社

8050001002875

ＩｏＴ技術の活用による成形状態の見える化とフィードバック
株式会社ひたちなかテクノセン
環境構築による ダイカスト生産ショップ全体の生産ロス低減と
ター
効率の大幅向上の実現

2908110113 茨城県

イイダ電子株式会社

4050001006574

非接触交流電圧センサーの開発と生産管理体制の確立で事業拡
株式会社常陽銀行
大

2908110115 茨城県

株式会社ハイペック

4050001023504

ＥＶ・ＰＨＶ用インバーター大型機構精密部品の高精度・精密 公益財団法人日立地区産業支援
化の実現
センター

2908110116 茨城県

株式会社製作所穂積

5011801002419

プレス切断によるアルミヒートシンク高速量産のための特殊金
株式会社常陽銀行
型開発と業界初工法の確立

2908110117 茨城県

株式会社牛久製作所

5050001027990

工程集約と省人化による一勤２４時間加工体制の確立と働き方 公益財団法人日立地区産業支援
改革の実現
センター

2908110118 茨城県

スターエンジニアリング株
式会社

8050001023285

ピッキングロボットと加熱プレス機導入によるＩＣタグの生産 公益財団法人茨城県中小企業振
性改善
興公社

2908110120 茨城県

有限会社大久保プレス工業
所

3050002033032

電動式パンチプレスの導入による作業の標準化と品質向上

2908110123 茨城県

小口設備工業株式会社

1050001013813

「漏水ハザードマップ」を活用した漏水危険早期探知サービス
茨城県商工会連合会
等の提供

2908110124 茨城県

岩瀬光学株式会社

3050001032233

自動車搭載用センサー部品の筐体加工における、生産性向上と 公益財団法人茨城県中小企業振
高精度・量産加工の実現
興公社

2908110127 茨城県

ヨコタ基礎工事株式会社

2050001021988

セメントミルク生成データの一元管理及び見える化による杭打
茨城県商工会連合会
ち工事の信頼性向上

2908110128 茨城県

株式会社メディアクロス水
戸

9050001008764

茨城県初！『可変型ダイレクトメール』ワンストップサービス
水戸信用金庫
体制の構築

2908110129 茨城県

ピーナッツカンパニー

2908110130 茨城県

株式会社富田鉄工所

4050001010989

穴あけ工程の機械化によるワンストップサービスの強化

2908110131 茨城県

フォージテックカワベ株式
会社

3050001028215

多品種小ロット生産に向けた、金型再生手法の確立と生産プロ
株式会社常陽銀行
セスの革新

2908110132 茨城県

東京カラーグラビヤ工業株
式会社

5050001018750

漆喰塗料を使った革新的化粧紙の開発

2908110134 茨城県

有限会社内野

7050002028029

縫製困難なデザインかつ各種生地材を使用したノンアパレル製
茨城県商工会連合会
品の一貫生産ライン構築

2908110135 茨城県

木内製菓株式会社

7050001020531

食材王国鹿行地域の産物を使ったバリエーション豊かな和菓子
株式会社千葉銀行
の製造技術開発

2908110137 茨城県

稲葉酒造

2908110139 茨城県

檜山酒造株式会社

9050001026568

全自動アルコール分析機器導入による品質向上と生産性向上を
茨城県商工会連合会
図る事業

2908110141 茨城県

株式会社ナカジマ産業

4050001031060

切削加工の生産性向上によるオリジナル製品と特注品製造の強
株式会社筑波銀行
化

2908110142 茨城県

スケガワ歯科医院

小原恭子

日本初の国産ピーナッツオイルを活用した高付加価値加工品の
茨城県商工会連合会
開発・販売

小原恭子

株式会社常陽銀行

酒造業の常識を超える、「香りが高くフレッシュ」な高付加価
茨城県商工会連合会
値商品の通年製造・販売と増産の実現

根管治療の高度化による患者様満足度の向上

株式会社ブレイブコンサルティ
ング

2908110144 茨城県

株式会社安井商店

8050001013996

クラフトビール事業進出による経営の多角化と生産性向上事業 茨城県商工会連合会

2908110145 茨城県

有限会社平井自動車

7050002018616

自動車部品の自社一貫リサイクル体制構築による新たな修理・
茨城県商工会連合会
部品販売の開始

2908110147 茨城県

株式会社坂井製作所

8050001013922

最新複合加工ＣＮＣ旋盤の導入による「高品質加工製品」生産
茨城県商工会連合会
加工体制開発事業

2908110148 茨城県

株式会社結わえる

2011001059535

地域資源を活用した無添加レトルト食品の生産性向上による通
株式会社埼玉りそな銀行
販及び大口需要家への対応

2908110149 茨城県

兼平ゴム工業株式会社

2050001021410

高機能プレフォーマー導入によるゴム製部品生産余力の拡大と
株式会社常陽銀行
複雑化・精密化への対応

2908110150 茨城県

株式会社丸昇

3050001014751

ゴムやポリプロピレンの混合技術を活かした革新的な材料開発 株式会社常陽銀行

2908110151 茨城県

株式会社まえけん

6050001040571

北茨城市で水揚げた水産物真空チップスの「量産化」「良品
茨城県商工会連合会
化」

2908110152 茨城県

株式会社大畠製作所

4050001015451

ファイバーレーザー複合機の導入による、素材切断工程の高度
株式会社筑波銀行
化と高効率製造プロセスの確立

2908110153 茨城県

株式会社ミズノ

9050001020380

３Ｄフリーザー導入による高鮮度商品提供の仕組み構築

2908110155 茨城県

森永牛乳配給株式会社

8050001002677

ＨＡＣＣＰ認証取得対応最新設備導入による和菓子の海外販売 公益財団法人茨城県中小企業振
拡大
興公社

2908110156 茨城県

株式会社後藤製作所

8050001004806

高精度溶接の顧客要請に応えつつ工場内生産性向上のために
株式会社足利銀行
ファイバーレーザー溶接機を導入する事業

2908110157 茨城県

株式会社森久

3050001040418

大型不燃液含浸設備の導入による高生産性不燃木材の製造プロ
株式会社商工組合中央金庫
セスの確立

2908110158 茨城県

岡田鈑金株式会社

8010801002236

薄物板金溶接筐体の増産に伴う、溶接痕の小さい大電流板金電 公益財団法人茨城県中小企業振
気溶接技術の導入
興公社

2908110159 茨城県

五浦工業株式会社

8050001024102

アルミダイキャスト品の寸法変動補正管理手法確立による増産
株式会社常陽銀行
対応

2908110160 茨城県

株式会社サンコー

8050001038374

長尺加工機への設備投資で工場内の生産効率アップと、新規顧
水戸信用金庫
客獲得を実現する事業計画

2908110161 茨城県

株式会社長生テクノ

5050001037404

立型マシニングセンターの導入による、６面金属加工品の高生
株式会社常陽銀行
産性プロセスの確立

2908110162 茨城県

有限会社松本製作所

5050002018238

ＣＮＣ自動旋盤導入による、高効率長丸棒切削加工プロセスの
結城信用金庫
確立

2908110163 茨城県

和地建設

2908110165 茨城県

株式会社筑波カーマニア

2050001014942

高齢者・女性の農業をサポートする地域密着の農機整備サービ
茨城県商工会連合会
ス提供

2908110166 茨城県

株式会社沢平

9050001023202

コストメリット向上を目的とした高精度研削・研磨加工の一貫 公益財団法人日立地区産業支援
加工技術の開発
センター

2908110167 茨城県

株式会社セイワ食品

3050001032092

ポテトチップス等生産性向上の為の箱詰め包装用産業ロボット
茨城県信用組合
導入

2908110169 茨城県

金山化成株式会社

7180301022396

ヘルメット芯材の塗装技術の高度化と生産プロセスの革新事業 西尾信用金庫

茨城県商工会連合会

大幅素材対応ベンディング設備の導入による、高生産性レイア
茨城県信用組合
ウト部品製作プロセスの確立

2908110171 茨城県

株式会社宮本製作所

6050001023659

次世代自動車用製品の高精度な量産加工とスキャニング技術を
株式会社常陽銀行
用いた測定方法の確立

2908110172 茨城県

株式会社フィルド食品

7050001021711

ガス充填密封による変質に強い新たな機内食用カップサラダ製
株式会社常陽銀行
造への挑戦

2908110176 茨城県

株式会社ＴＲＩＤＯＭ

1050001037738

茨城県初プロジェクションマッピングを活用した音楽ライブ演
水戸信用金庫
奏やスポーツ室内観戦の革新的サービスの提供

2908110178 茨城県

株式会社あけぼの印刷社

1050001000126

「デジタル×アナログ×コンサルティング」 全国初のＯｎｅ 公益財団法人茨城県中小企業振
ｔｏ Ｏｎｅマーケティングビジネス
興公社

2908110181 茨城県

有限会社黒澤精密工業

3050002030475

高品質、高精度な建築金物を作るための試作対応型プレスブ 公益財団法人日立地区産業支援
レーキの導入
センター

2908110182 茨城県

株式会社タンゲ製作所

6050001006325

高精度・高効率ワイヤ放電加工機の導入による金型生産効率向 公益財団法人茨城県中小企業振
上の取り組み
興公社

2908110184 茨城県

株式会社アルファ・ジャパ
ン

2050001000050

横型熱硬化性電動式射出成形機導入による樹脂精密成形生産プ 公益財団法人茨城県中小企業振
ロセスの構築
興公社

2908110185 茨城県

有限会社杉山

3050002007028

医療等先端事業に挑戦！多品種少量精密部品の生産体制高度化
茨城県信用組合
と生産性向上

2908110186 茨城県

ダイカツ水産株式会社

3050001007219

骨まで食べられる焼き魚・煮魚の真空包装の自動化による大量
株式会社筑波銀行
生産計画

2908110187 茨城県

株式会社ファームサンアイ

3050005008114

もみ殻を原料とした固形燃料の生産と販売を行い、水稲農業を
株式会社常陽銀行
変革する。

2908110188 茨城県

株式会社ベルファーム

9050001017435

野菜果物の種皮までを使用した、素材丸ごとポタージュの開発
株式会社常陽銀行
及び販売

2908110190 茨城県

株式会社ブヒンコ

7050001038326

精密金型部品の多数連続加工を可能にする量産加工プロセスの 公益財団法人茨城県中小企業振
確立
興公社

2908110191 茨城県

株式会社三重工業

6050001026942

Ｍｇスイッチ増産・小型化要求への多軸巻線機導入と整列巻確 公益財団法人茨城県中小企業振
立での生産性向上
興公社

2908110192 茨城県

有限会社鈴木鋼業

8050002025693

鉄筋加工精度向上による鉄筋組立工事の工期短縮

2908110193 茨城県

株式会社半沢精機製作所

7050001025464

大型産業用機械部品の加工精度向上および段取り削減による国
株式会社常陽銀行
内競争力の強化事業

2908110194 茨城県

株式会社Ｊ＆Ｃ

7050001019821

北関東初！！家紋等彫刻入り骨ツボ提供サービス体制の構築

2908110196 茨城県

株式会社ティエス

3020001010266

自動車用ステンレスシーリング部品製造のための自動プレス機 公益財団法人日立地区産業支援
ライン構築
センター

2908110197 茨城県

株式会社三和鋳工場

5050001002820

生産管理システムの導入による鋳造工程の改善・改革プロジェ 公益財団法人日立地区産業支援
クト
センター

2908110198 茨城県

有限会社東和加工

3050002034212

ＥＰＣ装置導入に伴う加工技術の開発と製品製造の安定化及び
茨城県商工会連合会
形状の確立

2908110199 茨城県

株式会社早川精機

7050001008056

現品からの歯車製造における三次元測定器導入による測定能力
株式会社常陽銀行
の向上

2908110200 茨城県

株式会社ネモト・センサエ
ンジニアリング

4011301014832

低濃度のオゾンガスが検知可能なセンサー触媒の開発

2908110201 茨城県

小礒家具建具店

株式会社常陽銀行

株式会社筑波銀行

株式会社商工組合中央金庫

超高齢化時代に一般家庭にも福祉施設基準の建具や家具の提供 茨城県商工会連合会

2908110202 茨城県

株式会社マルヒ

2050001007087

真空個装レトルト殺菌による干し芋の常温長期保存化で、物流
ひたちなか商工会議所
コスト大幅削減

2908110205 茨城県

有限会社高橋肉店

7050002033276

最新冷凍技術による、ご当地グルメの新商品開発

株式会社常陽銀行

2908110206 茨城県

櫻テック株式会社

2050001035410

デザイン性に富んだクレヨンの製品化に向けた取り組み

茨城県商工会連合会

2908110207 茨城県

マルダイフレッシュフーズ
株式会社

5050001007084

６次産業強化に向けた革新的ほしいも流通実現の為の低コスト
株式会社常陽銀行
製造設備構築に向けた先進的冷凍設備導入

2908110208 茨城県

株式会社大島清吉商店

8050001019317

ほうじ茶の製造技術を活用した革新的な商品・サービスの開発
古河商工会議所
による新市場の開拓

2908110209 茨城県

お菓子処ひろせ

2908110210 茨城県

木内酒造合資会社

9050003000471

茨城産の米、石岡市の福来みかん等を原料にした新蒸留酒の製
株式会社常陽銀行
造開発

2908110213 茨城県

有限会社水戸技術設計コン
サルタント

3050002002978

３次元測量技術による効率化・高度化した図面提供サービスの
株式会社常陽銀行
構築

2908110215 茨城県

六和精工株式会社

2012401008841

プレス機増設・生産ラインの見直しによる生産性向上及び高精
茨城県商工会連合会
度・高生産性検査プロセスの確立

2908110217 茨城県

やまぐち歯科医院

2908110220 茨城県

有限会社サカイ工業

8050002012948

振動を軽減する旋盤導入による長尺加工の生産性・効率化の向
茨城県商工会連合会
上

2908110221 茨城県

株式会社木城製作所

4050001031399

最新型三次元測定機導入による精密機械加工の生産性向上

2908110222 茨城県

株式会社佐々木製作所

8050001022683

品質管理体制の確立と検査工程の自動化による短納期体制の実 公益財団法人日立地区産業支援
現
センター

2908110223 茨城県

株式会社家具の八木沢

9050001000663

三次元曲面加工技術の構築による短納期生産体制の構築

2908110224 茨城県

有限会社盛金製作所

6050002035827

複合旋盤を導入で切削加工の内製化を実現し試作品の短納期対 株式会社ひたちなかテクノセン
応力を強化する
ター

水戸のブランド梅「福結」を使った新たな乳菓の開発と、菓子
株式会社エフアンドエム
の製造体制強化計画

歯周病を再発させない精度の高い治療法の確立と提供

水戸信用金庫

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

株式会社常陽銀行

2908110225 茨城県

コロナ電気株式会社

1050001006759

３Ｄ－ＣＡＤデータを活用し、製缶工程の大幅な工数低減と高
品質を要求される医療・半導体分野における板金や基板の不良 株式会社ひたちなかテクノセン
原因の早期特定化を実現するデジタルものづくりシステムの開 ター
発

2908110228 茨城県

株式会社竹中製作所

8040001032378

膜式スマートメーター化への再利用に向けた生産ラインの構築

公益財団法人千葉県産業振興セ
ンター

2908110229 茨城県

吉成工機株式会社

6050001026950

ＡＣサーボモータ駆動ポンプの心臓部である部品の高精度化

株式会社常陽銀行

2908110230 茨城県

ＡＤＭＩＥＸＣＯエンジン
設計株式会社

6050001037312

工場の燃料費とＣＯ２排出量削減に貢献する高温ヒートポンプ
株式会社常陽銀行
システムの開発

2908110231 茨城県

株式会社新日本工業刃物製
作所

1010501005306

精密平面研削盤の新規導入による高精度かつ短納期な生産体制
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
の確立

2908110232 茨城県

株式会社朝一番

8050001008872

自動化装置導入による生産性向上、攻めの事業展開への転換

2908110235 茨城県

株式会社ＫＳＫ

1050001028670

アスファルト用層間剝離赤外線調査と変状の見える化事業の提
茨城県商工会連合会
供

土浦商工会議所

2908110237 茨城県

株式会社江戸てん

7050001031165

抜染技術を活用した高付加価値和装製品の開発と海外展開

2908110238 茨城県

有限会社中川製作所

8010902011061

超精密成形品の成形効率を飛躍的に向上させる革新的な製造プ
結城信用金庫
ロセスの開発

2908110239 茨城県

株式会社岩瀨屋製作所

6050001026488

先進式測定機器導入による複合形状加工品の高精度・高効率検 株式会社ひたちなかテクノセン
査プロセスの構築
ター

2908110240 茨城県

有限会社鬼澤食菌センター

9050002029371

消費者、バイヤーの求める高品質なカットぶなしめじ加工品の
水戸信用金庫
開発事業

2908110242 茨城県

株式会社ヨシダ

1050001002386

設計から出荷までの一貫生産体制構築による受注拡大

2908110245 茨城県

株式会社後関製作所

4011801001520

高層木造建築を実現するラグスクリューボルトのための丸鋸切
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
断機の導入

2908110246 茨城県

株式会社鉾田クレーン工事

3050001021954

敷鉄板リース事業の作業効率向上による短納期の実現と顧客満
茨城県商工会連合会
足度の向上

2908110247 茨城県

有限会社宮本製作所

3050002009627

生産管理のためのＩＴインフラ構築

2908110248 茨城県

来福酒造株式会社

8050001032204

様々な酒米の特徴を引出しこれ迄にない味と香りを造る前処理
株式会社常陽銀行
工程の改善

2908110250 茨城県

有限会社廣木精機製作所

3050002035268

加工残材を僅少化し稼働監視システムを取り入れた高効率生産
株式会社常陽銀行
を実現する金属切削加工プロセスの構築

2908110251 茨城県

株式会社森下鉄工所

3050001023785

スポット溶接ロボット化による大型製缶部品の生産性向上

株式会社常陽銀行

2908110252 茨城県

アイガ電子工業株式会社

8050001022873

最新鋭の表面実装機の導入による生産性向上と競争力強化

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

2908110253 茨城県

株式会社Ｂｒａｉｎ Ｔｒ
ｕｓｔ ｆｒｏｍ Ｔｈｅ
Ｓｕｎ

3013303001958

新型ソーラーシェアリングを用いた農業経営コンサルティング
木戸真智子
サービスの開発

2908110254 茨城県

岩喜製綱株式会社

5050001007167

アレルギー対策と低糖質を持つ多層構造（ハイブリッド）麺の
水戸信用金庫
開発

2908110255 茨城県

有限会社渡沼畳店

5050002025325

洋室に畳のある快適な和空間を提供し、新しいニーズの畳製造
株式会社武蔵野銀行
設備導入

2908110256 茨城県

有限会社時野谷製作所

4050002042981

顧客ニーズに対応したプレス加工の確立により売上増を目指す 茨城県商工会連合会

2908110258 茨城県

株式会社インプライ

3050001006187

Ｇｏｏｇｌｅカレンダー等のクラウドとの連携及びスマホ入力
株式会社常陽銀行
に対応した次世代型住宅系顧客管理システムの開発

2908110259 茨城県

株式会社山弘

2011701003247

製造設備の増強、高度な技術の内製化による外注先減少への対
株式会社千葉銀行
応

2908110260 茨城県

荻野工業株式会社

8010601009869

新規設備を活用した３次元複雑形状部品の一体加工技術の構築
東京東信用金庫
による航空機部品の受注拡大

2908110261 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の生産
株式会社常陽銀行
性向上

2908110264 茨城県

株式会社ミナミ

5050001026860

指定工場への転換による、車検短納期化及び業務効率化

9050002001470

ＳＮＳ機能やＩＴ技術を駆使したデジタルマーケティングによ
る固定顧客確保と新規顧客の獲得及び顧客満足度向上とサービ 株式会社ひたちなかテクノセン
ス生産性向上を図る新顧客管理システムの開発による革新的 ター
サービスの実現

2908110267 茨城県

有限会社サロントモ花

茨城県商工会連合会

茨城県信用組合

株式会社筑波銀行

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

5050002017421

公共測量用ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ技術を導入した公
茨城県商工会連合会
共・民間測量業務の受注

2908110268 茨城県

有限会社仲内設計

2908110269 茨城県

北見歯科クリニック

2908110271 茨城県

株式会社日鋲茨城

8010501023177

検査の自動化による、更なる高品質供給体制と生産性向上の実
株式会社常陽銀行
現

2908110272 茨城県

株式会社シバコーポレー
ション

6050001029202

一体型粉砕機の導入による障害者のための生産ラインの開発

茨城県商工会連合会

2908110273 茨城県

株式会社幸和義肢研究所

1050001015611

装具難民となった在宅生活者の補装具情報共有システム開発

株式会社千葉銀行

2908110274 茨城県

株式会社瀬谷製作所

6050001023304

外注業務の内製化と先端測定機導入による次世代自動車用基幹 株式会社ひたちなかテクノセン
部品の増産に対応した低コスト・高効率生産方式の構築
ター

2908110276 茨城県

つくばテクノロジー株式会
社

1050001017442

小型高電圧Ｘ線検査装置の試作開発

2908110277 茨城県

株式会社ジェイ・オー・エ
ヌ・七二

5050001024204

裁断工程の高度化（データ管理・自動裁断）による生産性の向
茨城県商工会連合会
上

2908110278 茨城県

プレミアムヘアークラウ
ディット

2908110280 茨城県

片山特殊鍛工株式会社

4050001014024

鍛造抜型の高精度化により製品の高品質化と高精度化を目指す 茨城県商工会連合会

2908110281 茨城県

株式会社アオキ

6050001012538

高機能加工装置とＩｏＴの活用による新規木工製品の販路拡大

2908110282 茨城県

Ｋｅｎ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｒ
ｅａｔｉｏｎ

2908110283 茨城県

有限会社上原製作所

7050002036849

ＩＯＴによる板金加工プロセス最適化とコスト削減による競争
茨城県商工会連合会
力強化

2908110286 茨城県

多賀繊維株式会社

9010701005833

ＣＮＣ自動フォーミングマシン導入による生産プロセスの革新
株式会社りそな銀行
的改善

2908110287 茨城県

有限会社プラックス

6050002043895

成形不良を限りなくゼロにする革新的な製造プロセスの開発

2908110289 茨城県

アカデミックエクスプレス
株式会社

9050001017674

レーザー計測技術の活用による、日本初の「ネギに対応した露
株式会社常陽銀行
地野菜生育診断・出荷予測システム」の開発

2908110290 茨城県

愛友酒造株式会社

5050001021333

貯蔵・出荷工程の刷新による採算改善と競争力強化による自社
株式会社常陽銀行
商品「愛友」の価値強化

2908110291 茨城県

株式会社成島

2050001009612

ＣＡＤ、ＣＡＭ技術を用いた伝統工芸人形部品の一部内製化

株式会社常陽銀行

2908110292 茨城県

有限会社野上製材所

5050002035753

高速帯鋸盤を活用した大径木の高生産性切削ラインの構築

株式会社筑波銀行

2908110295 茨城県

瑞井精工株式会社

9050001026584

先端医療分析装置ポンプ機構部の機能向上に貢献し装置のイノ 公益財団法人茨城県中小企業振
ベーションを図る開発
興公社

2908110296 茨城県

ひげた食品株式会社

8050001009689

フリーズドライを活用した常温流通が可能な納豆製品の開発

株式会社常陽銀行

2908110297 茨城県

Ｓｍａｒｔ Ｓｏｌｕｔｉ
ｏｎｓ株式会社

4050001036885

農業のための降霜予報システムの開発

茨城県商工会連合会

根管治療のワンストップ提供と細菌感染の原因解明の実現

シェービング技術を活用した革新的脱毛サービスの展開

株式会社東邦銀行

株式会社常陽銀行

茨城県商工会連合会

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

歯の残存率と審美性を高めた片側メリーランドブリッジの開発 水戸信用金庫

茨城県商工会連合会

2908110298 茨城県

川口自動車株式会社

5050001027875

地域密着型自動車整備業者が行う革新的レンタカーサービスの
茨城県商工会連合会
提供

2908110300 茨城県

ニコー工業株式会社

4050001014478

難成形材の形成における自社特許技術の活用と生産性向上の取
株式会社常陽銀行
り組み

2908110301 茨城県

株式会社大久保

4050001000577

保育園、高齢者施設向け収納家具縁貼り機の導入

2908110303 茨城県

株式会社Ｅｌ
ｏ

6050001037568

美容業務の自動化による革新的なプロセス改善による生産性向
株式会社常陽銀行
上

2908110305 茨城県

協誠工業有限会社

5050002039671

ＮＣ切断加工機導入による生産工程の迅速加工と低コスト化の
結城信用金庫
実現

2908110306 茨城県

菊池測量登記事務所

2908110307 茨城県

沢井工業株式会社

7050001002819

高精度印刷機械部品における加工プロセスの集約・自働化によ
株式会社常陽銀行
る一貫生産体制の革新

2908110308 茨城県

橋本精密工業株式会社

5011801003920

圧力設定値の研究開発による高度な複合プレス技術の実現

2908110309 茨城県

有限会社城南ゴム工業

8050002037722

新型ゴム成形プレス機導入による高付加価値製品の製造・販売 横田透

2908110314 茨城県

永和株式会社

5050001019591

生産管理システム導入による生産工程改善による収益性の向上
株式会社筑波銀行
を図る取組

2908110315 茨城県

岩元歯科クリニック守谷

2908110316 茨城県

府中誉株式会社

4050001012036

“日本酒で乾杯！”に向け年間を通じて品質劣化しないアル
株式会社商工組合中央金庫
コール度数１２％の 新しいタイプの発泡性にごり酒の試作開発

2908110317 茨城県

須藤本家株式会社

4050001038080

高精白用精米装置の導入・内製化による精米品質の向上

2908110318 茨城県

カネヨシ商事株式会社

9050001015505

漏水探知機の導入とインフォームドコンセントによる給水管修
茨城県商工会連合会
繕工事のワンストップ事業

2908110319 茨城県

関東精工株式会社

2050001015486

高性能ＭＣ加工機導入による車両用部品の高精度化と生産効率
株式会社常陽銀行
化

2908110320 茨城県

株式会社安秀工業

7050001031925

スポット溶接ロボットによるロボット板金部品の生産性向上

2908110321 茨城県

有限会社石塚産業

7050002014169

自社を拠点とした新たな集荷方式の展開と先端設備導入による
茨城県商工会連合会
生産性向上

2908110323 茨城県

大野ロール株式会社

7050001026727

リチウムイオン電池の生産性を画期的に向上させるロールプレ
株式会社常陽銀行
ス機の開発

2908110324 茨城県

ＨＩＫ株式会社

7030001116802

特殊冶具開発・工具研究と先端設備導入による、生産プロセス
株式会社常陽銀行
の革新的改善

2908110325 茨城県

有限会社大友製作所

7010502001991

新型ＣＮＣ自動旋盤導入による高精度空圧機器部品量産化の取
増田考邦
組み

2908110326 茨城県

株式会社第一商会

9050001001505

平盤打抜機導入による働き方改革と生産性向上による販売拡大
株式会社常陽銀行
計画

2908110327 茨城県

黒澤工業株式会社

2050001000868

環境へ配慮した高品質断熱材によるダクトの短納期・高品質製
株式会社常陽銀行
造工程の確立

Ｄｏｒａｄ

株式会社常陽銀行

『土地境界』を軸とした高次利用できる位置情報提供サービス 公益財団法人日立地区産業支援
の確立
センター

株式会社常陽銀行

全身麻酔を活用した短期間での革新的な手術・処置の開発及び
株式会社常陽銀行
生産性の向上

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

株式会社常陽銀行

2908110328 茨城県

有限会社瀬谷精機製作所

3050002030806

最新の立体マシニングセンタ導入による受注拡大への対応

株式会社埼玉りそな銀行

2908110329 茨城県

株式会社ベテル

9050001011883

歯科用プラスチックニードルの自動二次加工機導入による、生
水戸信用金庫
産性および品質の向上

2908110330 茨城県

株式会社伊藤鐵工所

4050001018280

切削データ解析による横中ぐり機の高次元、高効率切削技術開
株式会社常陽銀行
発

2908110331 茨城県

北進産業株式会社

2050001018530

特殊切削油の開発及び設備導入による高精度切削技術の確立

2908110332 茨城県

株式会社河村製作所

2050001023076

プレスと切削の複合による生産性の高い製造方法開発と生産プ
牛腸真司
ロセス改善

2908110333 茨城県

丸川木材株式会社

5050001032330

５軸モルダー導入による茨城県産桧の内装材生産量向上、及び
株式会社常陽銀行
普及促進

2908110335 茨城県

やたがわ歯科医院

2908110336 茨城県

有限会社安物産

9050002009051

季節性生産物である「干し芋」の通年供給の実現と新たな市場
株式会社常陽銀行
獲得

2908110338 茨城県

高浪化学株式会社

6050001013503

高付加価値テストピースのハイスピード提供事業の展開

2908110339 茨城県

有限会社伊津島製作所

4050002020475

加工データ分析と補正プログラムによる、難削材の高精度切削
株式会社常陽銀行
と生産性向上の実現

2908110340 茨城県

ゼロフォー株式会社

7021001029697

世代交代と外国人実習生受入れに追い風を！自動バリ取り機導
行政書士法人まつはし事務所
入・ＩｏＴデータ抽出による自動化工場対応見積ソフトの発信

2908110341 茨城県

足立石匠

2908110342 茨城県

明利酒類株式会社

2908110343 茨城県

株式会社常陽銀行

歯科用ＣＴ導入による、虫歯診断・親知らず抜歯治療等、難治 セレソン・パートナーズ株式会
療の向上事業
社

茨城県商工会連合会

石材と他素材の融合でデザイン性の優れた商品の販路開拓

茨城県商工会連合会

8050001002652

日本酒製造ラインにおける省力化による生産プロセスの改善

株式会社常陽銀行

株式会社根本漬物

7050001003197

新たな浅漬けの開発と付加価値の追求による浅漬け市場の活性
株式会社常陽銀行
化

2908110349 茨城県

八紘電子株式会社

4050001028148

自動外観検査装置の全面検査機能を活用したプリント板出荷検 公益財団法人茨城県中小企業振
査の構築
興公社

2908110350 茨城県

ほしいも株式会社

7050001038193

製造環境整備と生産データ管理のＩＴ化によるほしいもの品質
株式会社常陽銀行
向上と販売拡大

2908110351 茨城県

鶴田電機株式会社

4050001018743

再生可能エネルギー発電用高効率トランスの量産化の取組み

株式会社常陽銀行

2908110353 茨城県

栗原工業株式会社

6050001027718

アルミ製建築金物の溶接作業時間短縮・作業負担の軽減化

茨城県商工会連合会

2908110356 茨城県

株式会社ポテトかいつか

9050001010431

内部品質センサ等の非破壊検査ラインを導入し糖度等を測定す
ることで自社ブランドさつまいも商品の品質の安定化を図ると
細谷智之
共に、選別コンベアを導入し商品選別の効率化と正確性の向上
を図ることで、他社との圧倒的な差別化を目指す

2908110359 茨城県

株式会社ウィット

8050001004582

連続ＵＤプリプレグの品質改善及び量産化技術の確立

2908110360 茨城県

株式会社第一エコー電化

1011801009252

排水工程の生産プロセス改善によるボトルネックの解消と環境
亀有信用金庫
保全の両立

2908110361 茨城県

株式会社伸盛

1050001015090

羽毛ふとん巻取り機と脱気シーラーを組み合わせた減容梱包シ
株式会社筑波銀行
ステムの構築

株式会社常陽銀行

2908110363 茨城県

株式会社堀内製作所

4050001019205

顧客ニーズを捉えた革新的ＣＮＣ旋盤用スリーブの試作開発

税理士法人優貴会

2908110365 茨城県

有限会社津川製作所

4050002044771

次世代自動車向けプラスチック製外観部品の生産性向上

株式会社足利銀行

2908110366 茨城県

木幡工業株式会社

7050001023162

複合新素材としての熱可塑性カーボンの高速・高品質射出成形
株式会社常陽銀行
技術の確立

2908110367 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る小型
協同組合さいたま総合研究所
軽量化ニーズへの対応

2908110368 茨城県

ＢＯＤＹ ＳＨＯＰ Ｉ・
Ｍ・Ａ

2908110369 茨城県

株式会社大島種苗店

2908110371 茨城県

ハイブリット車の新たな素材に対応した鈑金修理技術の確立

茨城県商工会連合会

3050001031813

農業用フィルムの付加価値向上と新規市場開拓

株式会社常陽銀行

東京王冠株式会社

3010601005253

刷版工程の生産性・品質向上による、製缶業界への更なる貢献 株式会社常陽銀行

2908110372 茨城県

株式会社黒田鉄工

6050001000872

設備導入、暗黙知の形式知化による薄肉ハイテン材の量産加工
株式会社常陽銀行
技術の開発

2908110373 茨城県

小野工芸株式会社

7050001027411

固定式電気炉導入による多品種小ロット再コート事業の確立及 公益財団法人茨城県中小企業振
びコスト低減
興公社

2908110376 茨城県

株式会社関川畳商店

3050001011617

衝撃緩衝機能付き滑りにくい「畳」の商品化と介護施設への販
株式会社常陽銀行
売ルート構築のための畳製造設備導入

2908110377 茨城県

Ｊ＆Ｃ流通コンサルティン
グ株式会社

3010001123151

ロボットでの買い物動画分析／最適接客ソフトの開発

2908110378 茨城県

株式会社セイブンドー

7020001069563

フォーム印刷の生産性革新による社会課題解決の価値提供と経
株式会社横浜銀行
営力向上

2908110380 茨城県

株式会社宏機製作所

4050001030789

熱粘弾性加飾フィルム成形の利用拡大に向けた試作開発

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

2908110384 茨城県

株式会社川崎製作所

1050001006692

航空機エンジン難削材薄肉部品の革新的な切削技術開発

株式会社足利銀行

2908110386 茨城県

有限会社ア・プティ・パ

4050002018296

美容師、敏感肌のお客様に支持される「肌と髪を守る」商品の 公益財団法人茨城県中小企業振
量産化
興公社

2908110388 茨城県

ＨＡＲＡＫＥＮ株式会社

4050001035425

ゴルフクラブ製作の工程短縮による北米への販路拡大

2908110391 茨城県

有限会社タケヒロ

5050002027973

粘りやすく成型が困難なフッ素系樹脂を使用したゴム成型の作
株式会社常陽銀行
業効率改善

2908110395 茨城県

株式会社保科製作所

5010001007187

製造プロセス改善による品質と生産性向上による立体Ｘ線防護
朝日信用金庫
衣の実現

2908110396 茨城県

株式会社フロンティア

2050001024859

超薄膜かつ高耐久性コーティングによる非粘着性部材の量産試 公益財団法人日立地区産業支援
作体制の確立
センター

2908110397 茨城県

有限会社ヤマ・テクノ・イ
ノベート

1060002029510

樹脂切削における時短量産と高精度試作品製作を両立する新工
株式会社常陽銀行
程の管理体制の確立

2908110398 茨城県

リビングイメージ株式会社

2050001019867

スポーツクライミング用多視点映像支援システムの開発

2908110402 茨城県

東洋発條工業株式会社

5011801003251

スプリングワッシャーの加工工程改善により、競争力強化を目
株式会社みずほ銀行
指す。

株式会社三井住友銀行

茨城県商工会連合会

株式会社筑波銀行

2908110404 茨城県

株式会社カンバス

8050001008518

監視システムを活用した高付加価値「鉛バッテリーメンテナン
株式会社筑波銀行
ス事業

2908110406 茨城県

関口醸造株式会社

3050001032159

自動粉搬送設備の導入による、高生産性吟醸粉ソフト煎餅ライ
茨城県商工会連合会
ンの確立

2908110407 茨城県

株式会社ダイイチ・ファ
ブ・テック

3050001003151

非量産向けマシニングセンター用ロボットシステムの開発

公益財団法人茨城県中小企業振
興公社

