平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
茨城県採択案件一覧（206者）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号
2050001039304

事業計画名

認定支援機関名

建築土木用金属加工品の高精度化および生産性向上の取
茨城県商工会連合会
組み
調理ロボットとＰＡシステム導入による、新たな調理工程とオ
茨城県商工会連合会
ペレーション工程の確立

1 3008110003

茨城県

株式会社丸精

2 3008110010

茨城県

海鮮や辰海

3 3008110016

茨城県

有限会社森田加工所

5050002025143

4 3008110020

茨城県

有限会社坪井製作所

9050002042283

5 3008110021

茨城県

株式会社オール

5030001023802

6 3008110002

茨城県

北進産業株式会社

2050001018530

7 3008110006

茨城県

青木酒造株式会社

5050001018263

8 3008110008

茨城県

株式会社ＭＵＲＡＴＡ

1050001005959

9 3008110009

茨城県

有限会社堀江製作所

7050002004203

10 3008110013

茨城県

株式会社結わえる

2011001059535

11 3008110015

茨城県

有限会社杉山

3050002007028

12 3008110018

茨城県

株式会社エムディー

5050001027867

13 3008110019

茨城県

株式会社セイビ堂

2050001020255

14 3008110022

茨城県

木内酒造合資会社

9050003000471

15 3008120002

茨城県

株式会社屋代製作所

4050001010114

16 3008120003

茨城県

株式会社澤村製作所

6050001011523

17 3008120004

茨城県

井坂畳店

18 3008120005

茨城県

株式会社渡辺製作所

8050001018582

19 3008120006

茨城県

株式会社福祉用具サービスもんちゃん

7050001040926

20 3008120007

茨城県

株式会社飯田製作所

5050001014691

21 3008120008

茨城県

有限会社スズキ電子

6050002009756

22 3008120009

茨城県

有限会社ヤマデン

2050002029683

23 3008120010

茨城県

株式会社ひのでや

5050001010393

24 3008120014

茨城県

株式会社中村商店

1050001018754

25 3008120015

茨城県

株式会社中村鋼板加工

2050001018761

26 3008120016

茨城県

株式会社セイサン実業

3050001032563

27 3008120018

茨城県

株式会社久力製作所

5011801011353

28 3008120019

茨城県

株式会社根本製作所

8050001033409

29 3008120020

茨城県

株式会社佐藤精機

4050001004669

30 3008120022

茨城県

株式会社オオツカ

1050001016337

31 3008120025

茨城県

株式会社エムテック

3050001006625

32 3008120026

茨城県

株式会社鉾田クレーン工事

3050001021954

33 3008120028

茨城県

トータルリペア アトリエＫ

34 3008120029

茨城県

有限会社美創プランニング

1050002036631

35 3008120030

茨城県

有限会社チューブエンジニアリング

6050002020275

36 3008120031

茨城県

中島工業所

37 3008120036

茨城県

株式会社高野精工

5050001009411

38 3008120037

茨城県

東邦発条株式会社

9010601014471

39 3008120038

茨城県

株式会社ＴＷＥＮＴＹ

6050001018015

40 3008120039

茨城県

大川精螺工業株式会社

1010701001880

ロボット供給による工程集約した設備の開発

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

41 3008120040

茨城県

株式会社エンザイム・センサ

6050001017479

蛋白質用自動精製装置の導入による酵素製造の効率化

株式会社つくば研究支援センター

42 3008120041

茨城県

紅花食品株式会社

7010001028801

43 3008120042

茨城県

鈴木建材運輸株式会社

2050001006832

44 3008120043

茨城県

村田基礎工事株式会社

7050001021975

45 3008120045

茨城県

株式会社菅沼製作所

3010801005854

46 3008120048

茨城県

有限会社山本プラスチツク

5050002027552

47 3008120049

茨城県

株式会社宮本製作所

6050001023659

48 3008120050

茨城県

株式会社石川製作所

9050001029991

二重構造フィルムの接合力強化および縫製技術の確立
カーナビ向け精密部品の製造プロセスの革新による高精
度・高効率生産体制の確立
地中熱交換装置の機能向上と低コスト化をはかるための設
備導入
５軸横形マシニングセンタ導入による大型精密部品製造の
生産性向上
搾り工程のボトルネック解消による世界金賞受賞酒の量産
体制の確立
最新動力切断機の導入と、工程改善による生産性向上の施
策
水力発電設備用大型部品等の高精度加工による生産体制
の強化と短納期化
充填装置及び攪拌ロボット等を導入し、生産性向上と労働
環境の改善を実現する
難加工部品（バルブ）生産による（試作品から量産部品）まで
の多様な加工ニーズに対応可能な自社高度生産体制の確
立
中小・小規模事業者用人の獲得と継続雇用システムの開
発・提供
次世代広告！テンションファブリックのワンストップ生産体制
の構築
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
の製造開発
車載半導体向け製造装置部品等の溶接工程改善による生
産体制の強化
成形技術を活用した使用材料・製造方法の見直しによるコス
ト低減の実現
畳専用の先端設備導入による畳製作の革新と生産性の向
上
５Ｇ（高速通信網）等新規需要向け工程プロセスの改革・全
工程管理による高精度高品質生産体制の構築。
安心して坂道を登れる逆進防止ブレーキを内蔵した車いす
の開発
試作工数削減と試作加工技術のノウハウ習得による競争力
強化
最新設備導入と技術力向上・販路拡大施策によるケーブル
加工事業の拡大
電気工事事業の製図工程効率化による短納期の実現と顧
客満足度の向上
新技術を駆使した高付加価値商品の開発・提供による海外
販路の拡大
鋼板加工の高付加価値化および生産性向上による販路拡
大と人材強化
上下Ｋ開先加工の対応による高付加価値化および生産性向
上による販路拡大
製品強度とコストダウンを実現する大型ガラス樹脂製品の開
発
個々に異なる寸法要求のあるホテルドア部材受注を新たに
取り込み、海外販路の開拓を目指す
鉄道延線・伸線に不可欠な延線車部品製造等における生産
性向上計画
ベンディングマシン導入と金型開発の相乗効果による生産
性向上と売上拡大
高機能イオン源発生装置の開発による競争力強化
画像認識機能付き搬送ロボットの導入による全数検査工程
の省人化
敷鉄板リース事業の一貫提供体制構築による作業効率向
上と顧客満足度の向上
自動車修理におけるワンストップ塗装・修理サービス実現と
品質・生産性の向上
無薬品洗浄剤と洗浄の見える化による生産性向上と飲食店
清掃への参入
自動搬送機能付き金属パイプ曲げ工程と切断工程の一体
型装置の開発
繁忙期におけるチャンスロスト解消とニッチ市場への本格展
開
産業ロボット用高精度歯車の試作開発及び生産プロセスの
改善
電動化に向けた車載部品の開発、製造体制の構築による事
業拡大
シャツプリント工程での作業自動化・ムダ排除・インク改良に
よる生産性向上

搾油機能のある工場所有事業者による、国産えごま油の安
定供給化
環境配慮型コンクリートに対応したマルチ制御製造システム
の構築
杭打ち工事の大型化に対応した設備投資による作業効率改
善と信頼性の向上
大小ロットを両立させ、架線金具の短納期を実現する生産改
善の取組み
バイオプラスチックブロー成形プロセス改善と特許技術で製
品力強化
焼結金属を材料とした車載用部品の精密面粗度での量産
技術の確立
小型製品対応立型マシニングセンタの導入による、製品大
きさ対応力拡大事業

茨城県商工会連合会
下館商工会議所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
増田考邦
前田和宏
株式会社常陽銀行
株式会社エフアンドエム
株式会社コンサラート
茨城県信用組合
茨城県商工会連合会
福井大
株式会社常陽銀行
株式会社筑波銀行
竹野谷周久
水戸信用金庫
株式会社足利銀行
水戸信用金庫
株式会社常陽銀行
株式会社ひたちなかテクノセンター
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
株式会社筑波銀行
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
株式会社常陽銀行
公益財団法人日立地区産業支援センター
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
茨城県信用組合
茨城県商工会連合会
佐藤修一
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社筑波銀行

森健輔
株式会社筑波銀行
茨城県商工会連合会
米澤裕一
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
株式会社筑波銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

49 3008120051

茨城県

有限会社松本製作所

5050002018238

50 3008120052

茨城県

株式会社米川鉄工

8050001002396

51 3008120053

茨城県

有限会社早津特殊精鋼

2050002024197

52 3008120054

茨城県

株式会社ウミノ

7050001006605

53 3008120055

茨城県

ツカサ食品株式会社

6050001010987

54 3008120056

茨城県

林精密工業株式会社

2011701006522

55 3008120059

茨城県

有限会社大柳工芸

5050002017314

56 3008120060

茨城県

有限会社宮本製作所

3050002009627

57 3008120061

茨城県

日本ゲージ株式会社

9050001002874

58 3008120062

茨城県

萩原製作所

59 3008120065

茨城県

木村製作所

60 3008120066

茨城県

有限会社エヌ・ケー・シー

9050002043488

61 3008120067

茨城県

株式会社日港製作所

9050001024398

62 3008120068

茨城県

佐藤くみ歯科クリニック

63 3008120069

茨城県

芳州園歯科医院

64 3008120070

茨城県

三和精工株式会社

3011701003122

65 3008120071

茨城県

有限会社珂北産業

2050002030369

66 3008120072

茨城県

たかつち歯科医院

67 3008120073

茨城県

株式会社伊藤鉄工所

2050001020882

68 3008120074

茨城県

有限会社修榮シール

4050002008512

69 3008120075

茨城県

株式会社島田製作所

9050001029422

70 3008120077

茨城県

株式会社ピットモータースジャパン

8050002042417

71 3008120078

茨城県

株式会社つかもと

1050001026047

72 3008120079

茨城県

Ｓｍａｒｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社

4050001036885

73 3008120080

茨城県

飯島木工株式会社

4050001000354

74 3008120081

茨城県

株式会社森角ダイカスト

1030001022007

75 3008120082

茨城県

有限会社大畑化工

6050002004113

76 3008120083

茨城県

野口写真館

77 3008120085

茨城県

ゴンドラ工業株式会社

1010001043772

78 3008120087

茨城県

株式会社長島食品

5050001036026

79 3008120089

茨城県

株式会社石嶋モールドテクノロジー

1040001039834

80 3008120090

茨城県

ながえ歯科医院

81 3008120092

茨城県

長島 義夫

82 3008120094

茨城県

株式会社大実製作所

7010701019736

83 3008120095

茨城県

茨城プレイテイング工業株式会社

4050001024106

84 3008120099

茨城県

株式会社第一商会

9050001001505

85 3008120100

茨城県

アイガ電子工業株式会社

8050001022873

86 3008120101

茨城県

株式会社東アサヒ

3050001025641

87 3008120103

茨城県

有限会社弘和工業所

2050002039708

88 3008120108

茨城県

株式会社堀田電機製作所

1050001023548

89 3008120109

茨城県

有限会社旭電機製作所

2050002000132

90 3008120111

茨城県

有限会社明光印刷

1050002024306

91 3008120112

茨城県

株式会社加藤木工

7050001044811

92 3008120113

茨城県

株式会社エム・ディ・インスツルメンツ

5010601037724

93 3008120114

茨城県

有限会社塚田商店

2050002043767

94 3008120115

茨城県

株式会社坂井製作所

8050001013922

95 3008120116

茨城県

有限会社マツヤ

2050002028974

96 3008120117

茨城県

株式会社森久

3050001040418

97 3008120118

茨城県

稲葉酒造

98 3008120120

茨城県

高塚流通株式会社

2050001013498

事業計画名
画像寸法測定器の導入による品質管理体制の強化と円筒
油圧部品の高生産性加工プロセスの確立
ⅭＮＣ大型旋盤導入による、特殊形状エネルギー関連部品
の高生産性加工プロセスの構築
顧客の満足度を高める超精密長尺シャフトの加工条件と測
定法の確立
精密機器梱包用緩衝材製造の自動化、多能工化を図る高
効率自動ラインの再構築
急速凍結システムを導入した解凍生シラウオ・ワカサギの通
年販売
最新型グラインダ導入によるステンレスロッド加工の高精度
化と生産性向上
プリントＴシャツ折りたたみ工程での高難度作業の自動化に
よる生産性向上
ＮＣ旋盤増強とＩｏＴ化による小物品加工能力・設備稼働率向
上
金属高級意匠材料用手脂汚れ防止コーティング処理の事業
化のための新規設備導入
小型製品対応加工設備導入による、対応製品形状の拡大と
高生産性金属加工プロセスの構築
Ｙ軸高精度旋盤の導入による、小型歯車用ブランク材対応
高生産性プロセスの構築
最新式ベンダー機導入による製品の高付加価値化と多品種
対応による販路拡大
サージ吸収ダイオード用プレス部品の製造プロセス開発及
び寸法測定技術の確立
女性特有の歯科疾患者が安心感の持てる高度な医療の女
性総合歯科外来の構築。
入れ歯等セラミック補綴物の院内３Ｄ加工の為の歯科用ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭ導入
塗装用機器に使用される複雑形状切削部品の加工に対応
する為の切削技術の高度化
大型ＮＣ旋盤導入による製造能力と生産効率の向上及び事
業拡大
視て治すチームで治す診療体制の構築による精密診療の
実現
ＣＮＣ旋盤の導入を行い、多能工化の実現と生産キャパシ
ティーの拡大
特殊ラベル製作時の工程半減化による材料の削減とＩｏＴ対
応製品の内製化
自動外観検査と洗浄をプレスに連結した一貫生産ラインによ
る生産性向上
地域の小～中農家の人手不足をドローンで解消する革新的
ＩｏＴサービス
ニーズに合った高級和菓子の食べきりサイズ化による市場
拡大事業
降霜予報ＡＩシステムの構築と観測システムの改良
ＮＣボーリングマシン導入によるデザイン性の高い木工造作
物の生産性向上
高性能アルミダイカストマシン導入による自動車用薄肉鋳造
部品の安定供給
家電における複雑形状部品の成形工程での不良率低減と
生産力強化計画
記念の日をより思い出深く伝える４次元記録アルバムの提
供
医療機器向けスナップボタンの品質向上を目的とした加工
技術の高度化
水戸名産ドライ納豆開発品の生産性向上へ先端真空フライ
装置導入
複雑形状化する自動車用ゴム部品金型における短納期供
給の実現
ＣＢＣＴ導入による難治性根管治療の高度化と治療時間の
短縮による患者の身体的負担の軽減
これならできるもの創り、あきらめていた夢をもう一度、次世
代へ継ぐ。
精密樹脂歯車の生産性向上事業
硬質クロムめっきに変わる高硬度で非磁性な厚付無電解
ニッケルめっき量産プロセスの確立
ダンボールケースの高精度な接合技術への取組みと、生産
の手法改善による生産性向上計画
顧客と共通の開発体制構築による生産性向上と競争力強
化
段ボール生産機導入による生産プロセスの改善と小ロット生
産対応を実現
炭素繊維を添加したテフロン複合材の高精度かつ生産性の
高い切削加工技術の確立
自動バリ取り装置導入による鉄道車両制御用導体（ＢＵＳ
バー）製造工程の効率向上
画像処理とハンダ自動化による革新的な基板挿入実装ライ
ンの構築
販促ワンストップサービスによる企業と地域の活性化への取
組推進
アウトドア用オリジナルブランド木工開発品製造へのＣＡＤ／
ＣＡＭ導入
新規Ｘ線発生器部品の量産製造プロセスの構築及び生産能
力の向上
干し芋の通年生産実現による生産拡大と環境整備による衛
生面の向上
最先端生産設備導入によるフライホイールの生産加工体制
構築事業
作業効率の向上による生産プロセスの改善と労働環境の改
善
不燃木材の塗装工程構築による、不燃木材の付加価値向
上と市場への生産性拡大事業
高級ワインから学ぶ、「テロワール」を尊重した超高級日本
酒開発と新市場の開拓
専門性の高い営業倉庫として危険物倉庫事業への参入

認定支援機関名
結城信用金庫
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
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
朝日信用金庫
株式会社筑波銀行
株式会社筑波銀行
株式会社筑波銀行
結城信用金庫
茨城県商工会連合会
株式会社筑波銀行
公益財団法人日立地区産業支援センター
株式会社常陽銀行
茨城県信用組合
株式会社東日本銀行
公益財団法人日立地区産業支援センター
茨城県商工会連合会
銚子信用金庫
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
株式会社Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ Ｊａｐａｎ
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
武市健太郎
茨城県商工会連合会
株式会社エフアンドエム
茨城県商工会連合会
株式会社商工組合中央金庫
茨城県信用組合
株式会社エフアンドエム
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
株式会社商工組合中央金庫
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
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
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
公益財団法人日立地区産業支援センター
齊藤祐一
茨城県信用組合
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
株式会社筑波銀行
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

99 3008120121

茨城県

大縄林業原木株式会社

1050001002972

100 3008120123

茨城県

株式会社日立重機設計

3050001023777

101 3008120125

茨城県

株式会社ヤナカ

9050001008095

102 3008120126

茨城県

有限会社石井製作所

8050002041823

103 3008120129

茨城県

花ｈａｎａ

104 3008120131

茨城県

榎本工業株式会社

5050001008990

105 3008120133

茨城県

株式会社平和製作所

8050001019481

106 3008120135

茨城県

有限会社テック・カジヤマ

4050002035721

107 3008120138

茨城県

フォージテックカワベ株式会社

3050001028215

108 3008120140

茨城県

森永牛乳配給株式会社

8050001002677

109 3008120141

茨城県

有限会社エステック

2050002007251

110 3008120143

茨城県

株式会社安秀工業

7050001031925

111 3008120144

茨城県

株式会社小林ダイカスト

8050001031734

112 3008120145

茨城県

株式会社遠藤製作所

8050001043317

113 3008120149

茨城県

株式会社野上技研

3013201004542

114 3008120150

茨城県

株式会社沢畠製作所

5050001023189

115 3008120155

茨城県

日本環境保全株式会社

8050001028144

116 3008120157

茨城県

吉成工機株式会社

6050001026950

117 3008120160

茨城県

株式会社タンゲ製作所

6050001006325

118 3008120163

茨城県

有限会社中川製作所

8010902011061

119 3008120166

茨城県

有限会社新栄製作所

5050002030696

120 3008120169

茨城県

株式会社神戸工業試験場

1140001014570

121 3008120170

茨城県

トーポ歯科医院

122 3008120173

茨城県

株式会社いばらきスポーツタウン・マネジメント 3050001043957

123 3008120179

茨城県

有限会社篠崎紙器製作所

124 3008120182

茨城県

Ｃａｌｌａ

125 3008120183

茨城県

秋山精鋼株式会社

4010001036393

126 3008120186

茨城県

株式会社稲見精密

8050001031940

127 3008120187

茨城県

株式会社眞心メディカルサービス

5050001039623

128 3008120189

茨城県

株式会社よろぎ野．菜

2050001019883

129 3008120190

茨城県

株式会社幸田商店

1050001006742

130 3008120192

茨城県

弘英産業株式会社

5010601038292

131 3008120193

茨城県

株式会社ジャステック宮本デンタル

2050001029148

132 3008120195

茨城県

篠崎畳店

133 3008120199

茨城県

株式会社多賀鋳造所

8050001023310

134 3008120200

茨城県

関口醸造株式会社

3050001032159

135 3008120201

茨城県

有限会社定初

7050002009821

136 3008120202

茨城県

大金工業株式会社

2011801002586

137 3008120203

茨城県

株式会社森下鉄工所

3050001023785

138 3008120204

茨城県

株式会社大貫測量設計

6050002003684

139 3008120205

茨城県

株式会社河村製作所

2050001023076

140 3008120206

茨城県

株式会社関東精機製作所

5050001026506

141 3008120207

茨城県

有限会社清水製作所

7050002008501

142 3008120208

茨城県

株式会社三富子ケース

1050001007105

143 3008120209

茨城県

株式会社ネクステッジテクノロジー

8050001016512

144 3008120210

茨城県

野村花火工業株式会社

9050001002016

145 3008120211

茨城県

有限会社ヤマサン工業

9050002027557

146 3008120213

茨城県

株式会社安井商店

8050001013996

147 3008120214

茨城県

株式会社イイダモールド

1050001032846

148 3008120215

茨城県

ラーメン香月

4050002011631

事業計画名
発酵残渣物の有効活用による地域循環型バイオマス事業
の確立
軽量運搬機械の高度化による安定性を高めた介護向け新
製品開発事業
新規材料および既存材料での事業拡大と新たな加工方法
への挑戦
バリ取り工程を改善し短納期対応と社内技術の向上を図る
設備投資
客先の売場提案サービスのための花束バリエーション供給
体制の構築
高性能マシニングセンタ導入による複雑形状プレート加工の
高度化事業
太径棒材を使った異型部品の旋盤量産加工技術の確立

認定支援機関名
茨城県商工会連合会
牛腸真司
木下幹雄
結城信用金庫
茨城県商工会連合会
合同会社ＫＤＳコンサルティング
株式会社筑波銀行

医療機器用複雑形状部品の計測時間短縮・精度向上による
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
生産性アップ
量産が前提とされる鍛造事業者が挑む、一個からの部品供
株式会社常陽銀行
給
工程自動化による生産性向上と生産ロスの改善
オゾンの力で塗装ブース水 水処理作業環境改善による生
産性向上
協調制御されたレーザー溶接ロボットと３Ｄ加工テーブルに
よる医療機器等溶接部品の生産性大幅向上
形状認識ロボットによる、アルミダイカストのバリ取り生産性
向上と人手不足解消
金型製作の強みを活かした独自射出成型による多品種小
ロット生産の実現
難加工素材向け、量産加工用金型の生産性向上及び高精
度化
高精度高効率マシニング加工技術の開発による新産業分野
への進出
バサルト繊維をはじめとする鉱物系耐熱繊維の製造に係
る、基礎技術の開発と試作品の製作
４面体金属加工のリードタイム大幅短縮のための１個流し生
産体制による革新
ファイバーレーザ加工機によるプレス部品の接合加工法の
確立
透明かつ繊細な難成形樹脂を活用した精密成形品の新た
な製造プロセスの開発
ワイヤ放電加工と自社開発冶具での一体成形部品開発に
よる競争力強化事業
茨城における航空機メーカー認定に基づいた高温強度試験
の確立
三次元的断層画像による歯周組織再生治療の確立と、それ
による全身疾患の予防
まちなか・スポーツ・にぎわい広場 超高精彩透過型ＬＥＤビ
ジョンを活用した地域活性化事業
業界革新！ 鮮やかなカラー段ボールを一枚からスピード供
給で実現
独自開発「減痛メンズ脱毛」技術を活用した男性エステサー
ビスの提供
静圧高速センタレス研削機導入による特殊鋼の棒材の生産
性向上
工作機械用薄板の研削プロセスの革新による高精度・高効
率生産体制の確立
業界初！スマホ活用「在宅ケア遠隔制御モニタリング」シス
テム開発と販売促進
ドローンとＩｏＴ技術の活用によるれんこん栽培の省力化、高
効率化および生育管理の高度化
革新的「ほしいも」製造技術の開発による自動製造方式の構
築
廃プラスチックの原料リサイクルによる低コスト循環型社会
推進
歯科医院と技工所間のデジタル義歯、矯正の革新的クラウ
ド製造工程を確立
家具雑貨事業の本格化に伴う業界初の多品種少量生産体
制の構築
自動製造機と職人技で造る！砂型アルミ鋳造の高度生産体
制の確立と受注促進
下味加工生地整列機の導入による新商品開発と量産体制
構築による生産性向上
国産・安心・安全な高品質スモークサーモンの確立と業販に
向けた製造体制の構築
高効率複合溶接システム構築による量産対応及び新規事
業分野への展開
デジタルカッティングマシンを活用したウレタン精密加工ライ
ンの構築
レーザードローン導入による革新的森林測量サービス体制
の構築
部品の一体化成形による軽量化のための金型製造の生産
プロセス改善事業
放電加工による次世代製品のための安定性が向上した放
熱部品開発事業

公益財団法人茨城県中小企業振興公社
水戸信用金庫
株式会社常陽銀行
株式会社筑波銀行
茨城県商工会連合会
公益財団法人日立地区産業支援センター
公益財団法人日立地区産業支援センター
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
結城信用金庫
牛腸真司
公益財団法人日立地区産業支援センター
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
株式会社常陽銀行
株式会社三菱ＵＦＪ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
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
株式会社ケーエーマネジメントオフィス
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
株式会社ひたちなかテクノセンター
株式会社商工組合中央金庫
株式会社常陽銀行
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行
茨城県商工会連合会
朝日信用金庫
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
水戸信用金庫
牛腸真司
牛腸真司

医療装置向け複雑多面形状部品の生産工程効率向上計画 株式会社筑波銀行
カッティングプロッターによるケースの効率的な生産システム
の構築
３Ｄ計測と医療向け用途のステレオビジョン方式高精細３Ｄ
センサーの試作開発
ピアノの曲とコラボが出来るスターマイン花火打上げ技術完
成と設備の充実
非常用発電機用防音カバーの防音性と大型化を両立させる
鉄板「曲げ工法」の開発
体験型ビール醸造所開設による「お客様だけのオリジナル
ビール」を製造
時代は木枠梱包から樹脂梱包へ。当社特許技術をさらに進
化させ完全樹脂化の実現
全自動餃子製造ロボットの導入による生産性の向上とＯＥＭ
製造への進出

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
株式会社常陽銀行
佐原信用金庫
茨城県商工会連合会
下館商工会議所
下館商工会議所

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号
6050001026942

事業計画名

認定支援機関名

鉛フリ－を適用したＭｇスイッチ増産へのハンダロボット導入
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
による生産性向上
デジタル技工とアナログ技工を組み合わせた高付加価値補
茨城県商工会連合会
綴物の新たな製造プロセスの確立

149 3008120217

茨城県

株式会社三重工業

150 3008120218

茨城県

エルアール・ラボ

151 3008120219

茨城県

鈴木工業株式会社

1050001029438

時間短縮、ワンタッチで底が開くスクラップボックスの製造

152 3008120220

茨城県

有限会社盛金製作所

6050002035827

外注工程の内製化で短納期化と生産統制を高めることを実
株式会社筑波銀行
現させるための設備投資

153 3008120221

茨城県

スターエンジニアリング株式会社

8050001023285

画像認識ピッキングロボット導入によるＩＣタグの生産性向上 公益財団法人茨城県中小企業振興公社

154 3008120223

茨城県

有限会社鉾田製材所

4050002010410

155 3008120227

茨城県

品質技術サービス有限会社

8050002006529

156 3008120231

茨城県

株式会社小太郎物産

9050001043497

157 3008120233

茨城県

いのせそば店

158 3008120235

茨城県

株式会社シバコーポレーション

6050001029202

159 3008120238

茨城県

株式会社伊藤木工製作所

9050001005860

160 3008120241

茨城県

茨城県大同青果株式会社

7050001000194

161 3008120243

茨城県

株式会社月の井酒造店

3050001007227

162 3008120244

茨城県

伸栄工業株式会社

5050001010807

163 3008120245

茨城県

来福酒造株式会社

8050001032204

164 3008120246

茨城県

株式会社ラッズ

7050001043359

165 3008120250

茨城県

株式会社沢平

9050001023202

166 3008120251

茨城県

株式会社照和樹脂

7030001036744

167 3008120253

茨城県

株式会社ルブラン

7050001002471

168 3008120254

茨城県

株式会社ワイエスケー茨城

6050001002753

169 3008120257

茨城県

株式会社長崎プレス工業

6050001026819

170 3008120258

茨城県

ヤマト精機株式会社

8050001031676

171 3008120260

茨城県

株式会社三巴ゴム工業所

4050001025376

172 3008120261

茨城県

株式会社木城製作所

4050001031399

173 3008120262

茨城県

株式会社家具の八木沢

9050001000663

174 3008120263

茨城県

株式会社成島

2050001009612

175 3008120264

茨城県

吉野電業株式会社

5050001023825

176 3008120267

茨城県

日本サポートシステム株式会社

7050001010004

177 3008120271

茨城県

有限会社コート・ダジュール

5050002021225

178 3008120272

茨城県

株式会社根本漬物

7050001003197

179 3008120283

茨城県

日東電気株式会社

4050001002870

180 3008120284

茨城県

明利酒類株式会社

8050001002652

181 3008120290

茨城県

東洋ブリーズジャパン株式会社

3010401126885

182 3008120292

茨城県

株式会社ファイン

2050001030667

183 3008120293

茨城県

株式会社伊藤鐵工所

4050001018280

184 3008120294

茨城県

株式会社白英社

5050001002028

185 3008120295

茨城県

沢井工業株式会社

7050001002819

186 3008120296

茨城県

株式会社トーカ

6030001092482

187 3008120297

茨城県

結城酒造株式会社

5050001032702

188 3008120298

茨城県

有限会社冨田建設

2050002004034

189 3008120302

茨城県

安全保障株式会社

9050001018301

190 3008120306

茨城県

株式会社ヴィオーラ

3050001000462

191 3008120307

茨城県

株式会社要建設

9050001002370

192 3008120309

茨城県

株式会社ベストアローズ

2050001036838

193 3008120310

茨城県

ファステック株式会社

1050001019091

194 3008120313

茨城県

佐藤米菓有限会社

8050002042053

195 3008120314

茨城県

佐藤歯科医院

196 3008120316

茨城県

有限会社歌舞伎あられ池田屋

7050002039083

197 3008120321

茨城県

株式会社燦食

8050001004913

198 3008120324

茨城県

株式会社ポテトかいつか

9050001010431

ＫＤ材（人工乾燥材）自社生産力向上に伴う新生産体制の確
立
デジタル非破壊検査装置導入による新規顧客の獲得と事業
の効率化
人気焼きいも製品の自社ストック化によるサービス提供プロ
セス改善事業
父が築いた「和の心」を承継したグリーンツーリズム・レストラ
ン事業
自社開発オリジナル装置導入による生産性向上と障がい者
雇用の創出
特注家具の制作工程への自動加工機導入による高品質化・
効率化の追求
最先端冷蔵庫導入による廃棄ロスの解消及び、物流効率化
の実現
地元の海洋資源を活用した特産品「海底貯蔵酒」の開発及
び生産プロセスの改善
燃料電池自動車用水素ステーション蓄圧器製造の内製化に
よる生産性向上
伝統的な日本酒醸造技術と新たな蒸留技術によるジン、ブ
ランデーの開発
業界初！ＩＣＴを使った新たなシステム導入による生産性向
上と下請け体質からの脱却
研削加工の能率追求と更なる加工領域拡大

税理士法人優貴会

株式会社筑波銀行
茨城県信用組合
株式会社リンケージ
下館商工会議所
茨城県商工会連合会
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
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
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
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行

梱包プロセス自動化によるコスト低減と機能性樹脂の販路
株式会社埼玉りそな銀行
拡大
茨城県洋菓子店初！ＱＲコード印字機能付きピロー包装機
株式会社常陽銀行
導入による個別包装販売体制の構築
立形マシニングセンタ導入による自動機開発の納期短縮体
株式会社常陽銀行
制の構築
深絞り品多段油圧プレス工程の革新的１個流し体制構築
平面研削工程の内製化による計画生産と納期短縮化の実
現
真空プレス成型機の導入による高機能ゴム製品の低不良率
かつ量産可能な体制構築事業
超精密研磨を実現する設備の導入による部品生産工程の
革新
自動縁貼り機等の導入による加工技術の構築及び短納期・
省力化生産体制の実現
高度な顧客ニーズに対応するオリジナル人形の最新受注・
製造技術開発
重要組立工程で女性が活躍するスマート生産ライン

株式会社商工組合中央金庫
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
水戸信用金庫
知念毅
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行

デジタルマニュファクチャリングによるロボットシミュレーショ
株式会社筑波銀行
ン開発環境の導入
ラインバランス最適化によるギフトセットの生産数アップと売
髙畠久之
上増加計画
生産プロセスの改善による都心大型チェーン店舗向け販路
株式会社常陽銀行
拡大事業
ＦＲＰ製浄化槽鏡板のＩＴを活用した自動製作・ロボット化
生産効率化と新商品開発による海外需要の取り込み、ブラ
ンド力強化
プラスチック卸売業者による再生樹脂加工プロセス内製化
への挑戦
部品内製化による時計修理と再生販売「リビルドウォッチサ
プライヤー事業」
ワイヤカット放電加工機の導入による自社内キー部品製造
の実現
高精度レーザー加工機導入による特殊立体造形の内製化
立型マシニングセンタの導入と切削技術開発による精度と
生産性の向上
自動カット＆プレス加工機導入による高精度化と生産性向
上の取組み
麹の高度な生産体制構築による「結」の品質・生産力・競争
力の強化
建設業界の将来を見据えた枠型材料加工の効率化と安全
性の向上
超高齢化社会を見据えた『お客様の人生に寄り添う』警備
サービスの革新
工程のラウンドライン化による作業の偏りの是正と生産性向
上
土木工事現場におけるドローンとＩＣＴ技術の革新により生産
性向上施策
衣類の再利用に向けた繊維の見える化による古着検査体
制の構築
新型のＣＮＣ複合旋盤の導入による生産効率化と製品精度
の安定
「スナック菓子×米菓」を融合した新商品の開発に向けたロ
ボット技術の導入
徹底した効率化と見える化による、高齢地域密着型診療所
の確立
多重圧延製法導入による完全栄養食あられの開発と展開

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
青山裕之
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
増田考邦
株式会社筑波銀行
株式会社常陽銀行
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行
茨城県商工会連合会
株式会社常陽銀行
下館商工会議所
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
茨城県商工会連合会

特殊洗浄機の導入と、新商品開発による、老健給食市場参
株式会社常陽銀行
入
焼き芋製造で焼成・冷却をコンベア連携し自動化実現を目
細谷智之
指す

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

199 3008120325

茨城県

ティーイーアイソリューションズ株式会社

7050001018170

200 3008120327

茨城県

株式会社ダイイチ・ファブ・テック

3050001003151

201 3008120331

茨城県

株式会社ＦｕｌｌＤｅｐｔｈ

3050001037744

202 3008120334

茨城県

マルダイフレッシュフーズ株式会社

5050001007084

203 3008120336

茨城県

株式会社フロンティア

2050001024859

204 3008120339

茨城県

有限会社サワムラヤ

8050002037672

205 3008120343

茨城県

有限会社アストロン

1050002030023

206 3008120346

茨城県

ＤｏｍａｉｎｅＭＩＴＯ株式会社

7050001039935

事業計画名
微粒子の識別を可能とする、高精度微細孔を有するシリコン
チップの生産
３Ｄ金属プリンターによるつくば地区への試作・メンテナンス
部品供給
深海探査用水中ドローンの自己位置認識と自動航行機能の
開発
クラウドを利用した先進的在庫管理システムと品質管理シス
テムの強化によるロス削減
トラック・乗用車用ステアリングシャフトの自動ナイロンコー
ティング装置の新規導入
３Ｄスキャナーと３Ｄプリンターを活用したヒールカウンターの
製造
警備・監視分野における「係留型ロボット飛行船」の運用代
行およびレンタル事業
地元農家の産地ブランド化ニーズに応えるワイン用高効率
圧搾機の導入

認定支援機関名
株式会社常陽銀行
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
株式会社筑波銀行
株式会社常陽銀行
公益財団法人日立地区産業支援センター
茨城県商工会連合会
茨城県商工会連合会
水戸信用金庫

