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受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

08210340 茨城県 株式会社長浜合成工業所
プラスチック素材の多様性への適応力を活かした薄肉射出成形による
新たな市場への進出

株式会社
ディセンター

08210341 茨城県 柴沼醤油醸造株式会社
【農林水産大臣賞受賞　お常陸（ひたち）*を用いた生醤油海外展開事
業及びそれから派生する調味料開発輸出提案事業】*茨城県産丸大
豆、小麦を用いて醸造した弊社の醤油

公認会計士
菅井会計事務所

08210344 茨城県 株式会社榎戸製作所 CAD/CAMシステム再構築による生産性向上と生産タクト短縮 筑波銀行　筑西支店

08210345 茨城県 株式会社大実製作所
窓ガラス代替の大型透明樹脂加工品の課題である、μ 単位の表面キズ
を無くすための加工固定技術の試作開発

芝信用金庫　高輪支店

08210346 茨城県 橋場鐵工株式会社 石膏モールド工程の一貫内作化による部品試作期間の短縮
ひたちなか
テクノセンター

08210348 茨城県
ティ・エス・ネットワークス株式
会社

「テロ・盗難等社会不安が懸念される　中小規模劇毒物保管に伴う監視
警報及び入出庫管理を一元化した専用端末」の試作開発

ひたちなか
テクノセンター

08210349 茨城県 松本産業株式会社 長繊維カーボン樹脂成形による動物実験用ケージフタの開発 潮来市商工会

08210351 茨城県 ツクバリカセイキ株式会社
CFD(計算流体力学用ソフトウェア)の性能実証用 高速流体計測システ
ムの開発

谷口昌巳　会計事務所

08210353 茨城県 山藤鉄工株式会社 タービン発電機等重構造物における一貫生産体制の確立 常陽銀行　久慈浜支店

08210355 茨城県 株式会社蔵持
高機能放熱シートのプレス加工金型の開発と当生産ラインの自動化・効
率化を図る。

茨城県中小企業
振興公社

08210357 茨城県 有限会社フジ工業 小型バネ製造のオートメーション化を可能にするバネ製造機の導入
水戸信用金庫　玉造支
店

08210358 茨城県 有限会社柏伸銅
一般用電気自動車(以下ＥＶ車)用駆動モーターに使用される銅加工品
の試作・開発

常陽銀行　下妻支店

08210359 茨城県
株式会社石嶋モールドテクノ
ロジー

「マシニングセンタを利用した新工法の開発による高精度・短納期への
対応」

田中敏文税理士事務所

08210362 茨城県 溝口鍍金株式会社 軽量鉄骨部品の溶接品質向上と生産性誤50%向上
商工組合中央金庫　水
戸支店

08210363 茨城県 アクモス株式会社
消防通信指令システム向け汎用タブレットを活用した安価な車載端末を
実現するインターフェイス処理装置及び組み込みソフトウェアの試作開
発

ひたちなか
テクノセンター

08210364 茨城県 株式会社古室製作所 理化学機器部品の短納期化・精度保証の確立 常陽銀行　長倉支店

08210365 茨城県 アロイ・テック株式会社 高強度で靱性の高い薄肉アルミ鋳造材の開発 行方市商工会

08210371 茨城県 ツジ電子株式会社 微少電流測定回路構築とARMマイコン搭載の微少電流計の試作 常陽銀行　神立支店

08210373 茨城県 中島合金株式会社 IT導入による鋳造工場の技能伝承並びに工程自動化によるコスト削減
城北信用金庫　南千住
支店

08210375 茨城県 有限会社内山製作所
厚板精密加工分野への進出とリードタイム短縮を同時達成するための
高性能シャーリング設備投資計画

常陽銀行　下妻支店

08210377 茨城県 磯蔵酒造有限会社 「長期貯蔵熟成酒」と「自然発泡日本酒」の新開発
茨城県中小企業
振興公社

08210378 茨城県 株式会社中村工業所 電磁鋼板加工の高効率生産及び新加工方法の試作開発 常陽銀行　多賀支店

08210379 茨城県 株式会社関プレス チタン材の割裂加工技術確立による航空機産業への参入
茨城県中小企業振興公
社

08210380 茨城県 日新シャーリング株式会社 鉄鋼構造物製作における鋼板加工製造コスト削減と短納期化について 常陽銀行　岩間支店

08210382 茨城県 御前山精密株式会社 0.01㎜極薄板プレス剪断加工の金型技術開発
常陽銀行
長倉支店

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
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08210383 茨城県 日本エクシード株式会社 SAW（表面弾性波）フィルター用ウェーハの高効率研磨技術の開発 常陽銀行　守谷支店

08210388 茨城県 大和薬品株式会社 水産未利用資源を活用した新規機能性食品素材の製造販売 常陽銀行　牛久東支店

08210389 茨城県 有限会社藤崎工業 ボイラーの低燃費化を可能とするエマルジョン燃料製造装置の開発 常陽銀行　守谷支店

08210390 茨城県 有限会社エム・ディー・エス
環境適応型生物忌避用添加剤によるプラスチック成型技術への応用開
発

常陽銀行　八千代支店

08210391 茨城県
栗田アルミ工業
株式会社

トランスミッション部品生産のリードタイム短縮・品質安定等のための多
軸ロボット導入についての試作開発

常陽銀行　桜町支店

08210392 茨城県 有限会社カシムラ工業所
亜鉛めっき加工におけるステンレス製キャリア導入による環境配慮型高
品質生産体制の確立

常陽銀行　多賀支店

08210393 茨城県 日本テクノサービス株式会社 ウイルス他定性・定量用試薬の試作
常陽銀行　研究学園都
市支店

08210395 茨城県 株式会社日出 街路灯のLED照明用プラスチック製集光レンズの開発及び量産
税理士法人
K&K　Japan

08210397 茨城県 株式会社サンメック
石油プラント向けポンプ用配管の溶接検査技術の確立と生産管理シス
テムの確立

常陽銀行　日高支店

08210398 茨城県 株式会社タナカ 高張力鋼板を使用した木造建築用ホールダウン金物の開発 常陽銀行　土浦支店

08210399 茨城県 アルバファインテック株式会社
有害ガス発生を抑えたポリ塩化ビニリデン食品容器端材のリサイクル技
術の確立

常陽銀行　岩井支店

08210400 茨城県 稲葉酒造場
地元ブランド米のコシヒカリを原材料にした新感覚の低アルコールにごり
酒の開発

常陽銀行　筑波支店

08210401 茨城県 株式会社アンプリー
新しい容器加工技術とテストマーケティング販路による新規顧客獲得計
画

税理士　小島　一元

08210402 茨城県 株式会社日本アクシス
中性子線の透過性能向上と強度性能確保を図る「極薄化真空試料槽」
の試作開発

常陽銀行　久慈浜支店

08210403 茨城県 株式会社茨城製砥
多品種・中ロット向け電着砥石用自動マスキング装置の開発およびマス
キング除去工程の自動化

常陽銀行　水海道支店

08210404 茨城県
合資会社バクープランニング
ファクトリー

静電容量型近接センサを使用したスイッチの開発
野口洋司
税理士事務所

08210405 茨城県 エヌエス金属工業株式会社 9ℓ角缶における油圧パネリングを用いた極薄板缶の高強度化
常陽銀行　研究学園都
市支店

08210407 茨城県 サンケー電機工業株式会社
多品種対応型高品質半田づけプロセス構築による鉄道電源分野への
進出

潮来商工会

08210408 茨城県 友栄塗装株式会社 粉体塗装ラインのシステム化と医療・食品業向け抗菌塗装の試作開発
商工組合中央金庫
さいたま支店

08210414 茨城県 清峰金属工業株式会社 一般及び特殊銅合金の棒材に対応した表面研削加工技術の開発 常陽銀行　土浦支店

08210417 茨城県 技研プロセス有限会社
半自動化型シリコン塗装ライン導入による生産性の効率化と加工数量
拡大の実現

筑波銀行　阿見支店

08210420 茨城県 株式会社テックス ポット回転機能付き低価格育苗ポット搬送装置の試作開発 潮来商工会

08210422 茨城県 エム・サービス株式会社 地中熱利用促進のための熱量測定器高度化事業
結城信用金庫　古河支
店

08210423 茨城県
スターエンジニアリング株式会
社

極微小ICタグの自動化製造ラインの構築
茨城県中小企業
振興公社

08210424 茨城県 有限会社中村製作所
最新CNC旋盤導入による納期短縮、精度向上、省エネ化、新規顧客獲
得

常陽銀行　三和支店

08210425 茨城県 株式会社大塚製作所 精密治工具の高効率生産を目的とした生産管理システムの開発
茨城県中小企業
振興公社

08210426 茨城県 株式会社ティーワイケー 歯列矯正用メタルブラケットを一体成形するプレス試作金型開発 常陽銀行　大みか支店
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08210428 茨城県 株式会社三光精衡所 大型反射望遠鏡に用いられる大型反射鏡向けの鏡面蒸着装置の開発 千葉銀行　金町支店

08210431 茨城県 株式会社河村製作所
大型リチウム電池用電極の切削大幅削減による低コスト量産技術の開
発

茨城県中小企業
振興公社

08210432 茨城県 株式会社根本漬物 製造ラインの自動化による浅漬の過剰発酵抑制と賞味期限の長期化
茨城県中小企業
振興公社

08210435 茨城県 清水ノーヅル株式会社
次世代燃料噴射システムの高精度部品加工及び大幅な加工時間短縮
を実現

茨城県中小企業
振興公社

08210436 茨城県 株式会社東京クオーツ
半導体製造技術を応用した低コスト水晶式薄膜厚計センサー素子の開
発

多摩信用金庫　散田支
店

08210437 茨城県 株式会社三恵技研工業 バイオリアクター市場の拡大に伴う生産性向上の為の設備導入 常陽銀行　日高支店

08210439 茨城県 株式会社光洋産業舎
自社開発した高精度、高強度な新しい締結金具量産技術の開発　（特
願2012－75559号）

水戸信用金庫　大宮支
店

08210440 茨城県 マルイアドバンス株式会社
「工程シミュレーション機能による生産計画」・「動態」・「実績管理」を統
合した、小口化・短納期対応型生産管理システムの構築

商工組合中央金庫　水
戸支店

08210442 茨城県 金澤工業株式会社
プラスチック成形用の、材料ペレット製造設備の新規開発及び導入によ
る生産性向上

茨城県中小企業
振興公社

08210444 茨城県 木幡工業株式会社 3Dプリンターと3Dスキャナーによる多用途マウスピースの開発 常陽銀行　久慈浜支店

08210445 茨城県 株式会社コーリ
東日本における合成樹脂織物の熱融着加工技術の開発と一貫生産体
制の確立

常陽銀行　下館支店

08210446 茨城県 永和株式会社 建屋（住宅、事務所）用免震シリンダーの試作開発
M&O
コンサルティング

08210451 茨城県 株式会社三栄製作所 エレベータ用巻上機の製造、販売 常陽銀行　友部支店

08210452 茨城県 吉野電業株式会社
「重要保安部品・エレベータブレーキ用ボビンレスコイルの多層巻線設
備の開発」

ひたちなか
テクノセンター

08210454 茨城県 有限会社菊池製作所 溶接作業のロボット化による風力発電用部品の生産プロセスの強化
茨城県中小企業振興公
社

08210457 茨城県 株式会社泰成工業所
大型トラック用ギアチェンジ部品の焼結金属から板金プレス化への工法
転換

茨城県中小企業
振興公社

08210460 茨城県 千代川モールド
高度化目標であるインサート成形の時間短縮を可能とする成形品取出
装置の開発

下妻商工会

08210461 茨城県 株式会社大平繊維工業
高効率裁断機の導入による縫製作業の納期短縮確立、保温シートの試
作開発

筑波銀行　下妻営業部

08210463 茨城県 渡辺通商株式会社 ビニール製袋（ポリ袋）への封入物の自動封入装置の試作、開発
水戸信用金庫　菅谷支
店

08210464 茨城県 有限会社山崎工業所 難削材の加工効率と寸法精度の高度化による生産工程の改善 筑波銀行　日立支店

08210465 茨城県 株式会社レーザーマーク 光を透過する金属板の開発、及びそれを使用した照明器具の開発 佐藤修一税理士事務所

08210467 茨城県 有限会社テイコク
ワイヤー放電加工設備導入による切削技術の高度化および生産性の
向上

常陽銀行　柿岡支店

08210469 茨城県 株式会社フロンティア 金型内タップタンシプレス品ヒゲバリレス金型試作開発
水戸信用金庫　高萩支
店

08210472 茨城県 株式会社ノア デジカメ感覚で測定が可能なハンディ3Dスキャナの開発
常陽銀行　研究学園都
市支店

08210473 茨城県 株式会社フジキン X線撮影の精度を高めかつ被曝量を低減する新グリッド製法の確立 常陽銀行　谷田部支店

08210475 茨城県 株式会社富田製作所
公共インフラ向け長尺厚肉大径鋼管製作に必要な高効率・高信頼の内
面、外面自動溶接機の開発

茨城県中小企業
振興公社

08210479 茨城県
有限会社KNデンタルラボラト
リー

一貫加工体制確立による高品質な新素材歯科技工物の試作開発 常陽銀行　日立支店
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08210480 茨城県 有限会社シーアンドアイ 光導波モードセンサ用LGL型４チャンネル分光器の開発
つくば研究
支援センター

08210481 茨城県 株式会社木城製作所 レーザー加工機用純銅製部品の切削加工技術の確立と量産化
株式会社
ディセンター

08210483 茨城県 株式会社橋本ブラシ製作所 世界初のダブルスパイラル自動機とループ毛材による新型ブラシ 常陽銀行　美浦支店

08210484 茨城県 日本メカニック株式会社 高品質と安価を両立した機械装置用搬送ローラーの試作開発 八千代銀行　赤塚支店

08210485 茨城県 株式会社マルショウ
乳酸発酵技術を活用した茨城産サバの水産加工品開発及び「常陸鯖」
のブランド化

常陽銀行　大洗支店

08210486 茨城県 橋本精密工業株式会社
自動車電子部品用コネクター端子ピンの部分接合を可能とする順送金
型開発

茨城県中小企業
振興公社

08210487 茨城県 有限会社協和精機
小口化・短納期化のための小型高真空ロウ付け装置の製作・運用・販
売

水戸信用金庫　市毛支
店

08210488 茨城県 株式会社朝一番 納豆製造工程への冷凍技術導入による品質向上と新商品の開発
茨城県中小企業
振興公社

08210489 茨城県 株式会社システムクラフト スマートメーターを活用した防災情報送受信システムの試作開発 常陽銀行　大みか支店

08210490 茨城県 東京特殊工業株式会社
レーザー加工機導入及び自動搬入装置の開発による生産能力向上・低
コスト化

常陽銀行　総和支店

08210491 茨城県 株式会社安部
真空技術を活用した気体置換と真空調理法を使ったレンコン食品の開
発

常陽銀行　神立支店

08210492 茨城県
有限会社ブルームーンソフト
ウェア

簡易無線型水田遠隔管理システムの試作開発 常陽銀行　磯原支店

08210494 茨城県 株式会社つかもと
「茨城県阿見町産「南高梅」の加工品開発・製造・販売による地域活性
化事業」

龍ヶ崎商工会

08210495 茨城県 株式会社牛久製作所 新規試作部品のマシニングセンター機械加工生産技術の効率化
茨城県中小企業
振興公社

08210498 茨城県 株式会社テクモア
BDFろ過技術を活用した廃食用油ボイラー用燃料化への製造技術の開
発および商品化

ひたちなか
テクノセンター

08210499 茨城県 有限会社台製作所 治療期間を1/3に短縮する歯科矯正治療期間短縮装置の開発
つくば研究
支援センター

08210502 茨城県 株式会社二葉科学茨城 タッチパネルの広面積化に対応する高精度熱処理装置の試作開発 常陽銀行　吉田支店

08210504 茨城県 株式会社スリーライク
国際基準に適合する日本初の超高輝度マイクロプリズム型再帰性反射
シートの開発

つくば研究
支援センター

08210506 茨城県
株式会社イソメディカルシステ
ムズ

ステンレス製品自動加工装置の開発
茨城県中小企業
振興公社

08210508 茨城県 株式会社大森電器工業
制御盤組込型ユニット製造における試験装置の導入による生産プロセ
ス強化

筑波銀行　日立支店

08210509 茨城県 小島工具研削所
多品種、精密特殊形状工具製作における高精度化と生産性向上、工程
短縮の実現

ひたちなか
テクノセンター

08210512 茨城県 RSE株式会社 極限環境での三次元精密位置決め用小型駆動ステージの開発
ひたちなか
テクノセンター

08210515 茨城県 株式会社マネジメントシステム
位置情報発信技術を使った公共バス交通向け 運行状況可視化クラウ
ドシステムの開発

常陽銀行　ひたちなか
支店

08210517 茨城県 株式会社染めQテクノロジィ 超微粒子化技術を駆使した構造物コンクリート用の浸透型補修剤開発
常陽銀行
境支店

08210518 茨城県 株式会社カドワキ電子
CAM及び3Dプリンタを活用した最適な製造方法提案型サービス体制の
構築

筑波銀行　多賀支店

08210519 茨城県 水戸暖冷工業株式会社 軽量、低コストの天吊カセット形ファンコイルユニットのパネルの開発
茨城県中小企業
振興公社

08210523 茨城県 カワサキテック
短納期・低コスト対応の為の管用テーパネジの全自動両端転造加工装
置の開発

常陽銀行　佐和支店



受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

08210524 茨城県 株式会社小泉工業 乾燥工程の見直しによる塗装プロセス改善、コスト削減要求への対応 東日本銀行　日立支店

08210526 茨城県 有限会社こうじや
急速冷凍技術と減圧ガス置換技術を導入し、手軽・気軽に食べられる寿
司の開発・販売

常陽銀行　大洗支店

08210527 茨城県 大野ロール株式会社
リチウムイオン電池の電極板圧縮用ロールプレス機の自動板厚制御シ
ステムの開発

茨城県
中小企業振興公社

08210530 茨城県 有限会社三吉電器工業所 サイクルローダーを導入した生産工程自動化体制の構築
茨城県
中小企業振興公社

08210534 茨城県 株式会社タバタ ラジコン用スポンジタイヤ製造新工法の試作開発および販売 常陸大宮市商工会

08210537 茨城県 弘陽電機株式会社
自動車駆動用モータのケーシングの低コスト・高精度化技術開発と生産
技術の確立

茨城県中小企業
振興公社

08210540 茨城県 株式会社大友製作所 3Dレンチキュラー立体インサート成形製品の開発と販路の開拓
茨城県中小企業
振興公社

08210549 茨城県 株式会社エヌエルシー 海洋資源用（レアメタル等）掘削装置の特殊先端部品の試作開発
茨城県中小企業
振興公社

08210550 茨城県 株式会社栄伸精機
水処理プラント向け、多品種高精度ラビリンスの小口化需要に対応した
高効率切削技術の開発

茨城県中小企業
振興公社

08210551 茨城県 株式会社南部製作所
CMT（コールド・メタル・トランスファー）プロセス溶接による品質向上及び
溶接加工の効率化

茨城県中小企業
振興公社

08210552 茨城県 吉田精工株式会社 歯科用静音タービンハンドピース試作開発 常陽銀行　玉造支店

08210554 茨城県
有限会社古澤プラスチック金
型

低圧力ポンプで噴霧可能な小型プラスチックノズルの開発
吉田雅彦
税理士事務所

08210556 茨城県
株式会社ダイイチ・ファブ・テッ
ク

3D多関節ロボットの汎用プレス加工への活用
茨城県
中小企業振興公社

08210558 茨城県 株式会社ベルファーム
急速冷凍技術を活用した、酵素の破壊を抑えた生きた酵素食品の開
発、製造

常陽銀行　茎崎支店

08210561 茨城県 信和産業株式会社 精密鋳造用高品質セミソリッド成型ワックスの開発
商工組合中央金庫　押
上支店

08210563 茨城県 株式会社国盛化学　関東工場
小ロット対応で高強度多機能を合わせ持つプラスチック段ボール製コン
テナの新規開発

大垣共立銀行　高辻支
店

08210564 茨城県 株式会社ひかり化成
3Dプリンターと真空成形を用いた試作・量産の少量多品種生産への対
応。

常陽銀行　太田支店

08210567 茨城県 大塚電機株式会社 デジタル制御を用いた産業機器向け小型SRモータの開発 常陽銀行　磯原支店

08210571 茨城県 株式会社アグメント 空港、医療分野で使用可能な非金属車いすの開発
水戸信用金庫　谷田部
支店

08210572 茨城県 日本卓球株式会社 卓球の新素材試作ボールをつくるための組立装置開発 足利銀行　古河支店

08210580 茨城県 杉崎計器株式会社 汎用性向上及び管理機能を強化したトルク測定器の試作開発 筑波銀行　新利根支店

08210582 茨城県 株式会社カナツー 労働事故を防ぐ産業用台車の低コスト安全装置の開発
一般社団法人バリュー
アップ・ジャパン

08210584 茨城県 シグマテクノロジー有限会社 マグネット・コイルポンプの試作開発
茨城県
中小企業振興公社

08210585 茨城県 株式会社神保製作所
短納期対応のための小径精密穴加工用特殊エンドミル及びトロコイド軌
跡型加工技術の開発

ひたちなか
テクノセンター

08210586 茨城県 有限会社ユキヒロ工業
金属ワイヤメッシュ製品※製造における 品質向上 と 生産効率向上 技
術の開発

常陽銀行　古河東支店

08210587 茨城県 株式会社マミヤ ショットブラストに代わるプレス新加工技術の開発 常陽銀行　久慈浜支店

08210588 茨城県 いがり産業株式会社
射出成形金型の製品突き出し用穴加工の新工法による金型加工時間
短縮化

常陽銀行　友部支店
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08210590 茨城県
株式会社横島エンジニアリン
グ

取付管が接続され老朽化した下水管を開削しないで更生する事業 常陽銀行　石下支店

08210593 茨城県 日本原料株式会社 「新製法による水質浄化用特殊ろ過材開発」 高萩市商工会

08210594 茨城県 メッツエレクトロン株式会社
電子回路基板印刷のインクジェット化による多品種少量品のスピード生
産

多摩信用金庫　三鷹下
連雀支店

08210595 茨城県 株式会社角田製作所 交換部品10～460mmの新規生産ラインNo.1スピード納期計画 小松川信用金庫　本店

08210600 茨城県 株式会社ワールドシシュウ 全世界アパレル企業向けの低コスト高品質フルカラー刺繍の開発 常陽銀行　石岡支店

08210603 茨城県 株式会社エム・ディー精密 金型生産工程の合理化と内製化による競争力強化
茨城県中小企業
振興公社

08210605 茨城県
株式会社バイオフォトケモニク
ス研究所

バイオマス直接燃料電池（BMFC）の開発と商品化に向けたセルの試作
茨城県中小企業
振興公社

08210609 茨城県 有限会社北島マシンナイフ 干し芋製造用のスライス作業自動化機器の開発
水戸信用金庫　鉾田中
央支店

08210610 茨城県 株式会社屋代製作所 ネットワーク対応型ACサーボベンディングマシン増設による生産力強化
つくば研究
支援センター

08210612 茨城県 アイ・イー・シー株式会社
昼は電力監視・夜は自動で節電できるコンセントシステム（iエコタップ）
の開発

つくば研究
支援センター

08210615 茨城県 雪ヶ谷化学工業株式会社 PVA特殊スポンジによる排水（廃水）微生物処理の効率化に関する事業
さわやか信用金庫　美
原支店

08210616 茨城県 下館精機株式会社 可視光、テラヘルツ波制御用超微細加工精密デバイスの試作開発 足利銀行　下館支店

08210617 茨城県 株式会社協立金型 半導体向け　超高性能ソケットの開発 筑波銀行　阿見支店

08210620 茨城県 株式会社常磐谷沢製作所 軽量、高強度用のCFRPヘルメットの試作開発 筑波銀行　磯原支店

08210621 茨城県 熊谷工業株式会社
自家発電装置の脱硝装置製作に伴う高効率化及び、生産体制強化、製
品の大型化への対応。

茨城県中小企業
振興公社

08210623 茨城県 小野工芸株式会社
高耐久コーティング技術の確立による鉄道ポイントの高耐久ジョウピン
の実現

株式会社
ウィレコンサルティング

08210626 茨城県 株式会社漆原 新規スタンパブルシート基材を用いた特殊軽量鞄の開発 筑波銀行　本店

08210627 茨城県 株式会社安達製作所
携帯電話機基地局や自動改札機用板金部品の小口･短納期化試行と、
その後の量産体制確立

常陽銀行　下館支店

08210629 茨城県 株式会社港和機器製作所
多品種小口・短納期ニーズへ対応した設備投資による工程集約・合理
化計画

京葉銀行　松戸新田支
店

08210638 茨城県 高浪化学株式会社 低強度プラスチック廃材から高品質プラスチックペレットの試作開発
株式会社
ディセンター

08210639 茨城県 有限会社結城ゴム プライマー塗付の機械化による後工程人員配置での生産プロセス強化
株式会社
ディセンター

08210640 茨城県 株式会社菊池精機 テスト加工ゼロ化を目指す最適加工算出システムの開発
株式会社
ディセンター

08210643 茨城県 株式会社カトー 高精度電子天秤基幹部品の高精度化への試作開発と低コスト化
株式会社
ディセンター

08210646 茨城県 株式会社アロイ ステンレス溶接形鋼の短納期化によるマーケットニーズの取り込み事業
樋口公認会計士
事務所

08210647 茨城県 合資会社浦里酒造店 新しい原料米処理による日本酒の試作開発と新市場開拓 常陽銀行　大穂支店

08210649 茨城県 有限会社高度技術研究所
複数計測項目(形状・サイズ等)多数血球同時計測技術による広視野・
高速血球検査装置の開発

常陽銀行　菅谷支店


