
 

平成 29年 5月 30日 

 

「第１回めぶきビジネスアワード」の受賞プランの決定および 

表彰式の開催について 

 

めぶきフィナンシャルグループ（取締役社長 寺門 一義）および子会社である

常陽銀行（頭取 寺門 一義）と足利銀行（頭取 松下 正直）は、このたび「第 1 回

めぶきビジネスアワード」について二次審査を行い、受賞プランを決定しましたので

下記のとおりお知らせいたします。 

めぶきフィナンシャルグループ各社は、今後、受賞プランの事業化に向けてさまざまな

サポートを実施してまいります。 

記 

１．審査結果について（受賞数 28 件） 

 企業名 所在地 応募分野 

最優秀賞 株式会社 ＭＣＢＩ 茨城県つくば市 医療・介護 

優秀賞（3 件） ｓｉｄ 株式会社 埼玉県川口市 創業 

株式会社 染めＱテクノロジィ 埼玉県幸手市 環境・エネルギー 

株式会社 フクル 群馬県桐生市 創業 

地域創生賞 吉田運送 有限会社 茨城県坂東市 地方創生 

ものづくり特別賞 ロイアルエンジニアリング 株式会社 千葉県我孫子市 ものづくり 

めぶき特別賞 株式会社 グルメコンガーズ 栃木県宇都宮市 アグリ 

ヘルスケア賞 株式会社 Ｋ＆Ａ ＣＯＭＰＡＮＹ 栃木県小山市 医療・介護 

日立製作所賞 株式会社 シンテック 福島県いわき市 先端技術 
※その他の各賞および受賞プランの内容につきましては、別紙をご参照願います。 

【ご参考】 

○募集期間  平成 28年 12月 1日～平成 29年 1月 31日 

○応募総数 646件 

（内訳）①ものづくり（186件） ②アグリ･６次産業化（78件） 
③環境・エネルギー（35件） ④医療･介護（60件） 
⑤先端技術（52件） ⑥海外進出（24件） 
⑦地方創生･地域資源の活用･女性活躍（107件） ⑧創業（32件） 
⑨その他（72件） 
 

２．表彰式の開催について 

（１）日時：平成 29 年 6 月 16 日（金） 11:00～ 

（２）場所：水戸京成ホテル（住所：水戸市三の丸 1-4-73） 

 

以 上 



（別紙） 

●表彰プラン一覧 

 応募者名 住所 内容（プラン名） 

最優秀賞 株式会社 ＭＣＢＩ 茨城県つくば市 
画期的な血液検査による高齢化社会

における予防医療の支援 

優秀賞 ｓｉｄ 株式会社 埼玉県川口市 
「まるでやわらかいガラス」を実現す

る樹脂材料 

優秀賞 
株式会社 染めＱテクノロ 

ジィ 
埼玉県幸手市 

「驚異的強度」「超コストカット」を

実現した厨房床 補強剤事業 

優秀賞 株式会社 フクル 群馬県桐生市 

女性活躍社会のためのレディスーツ

オーダーメイドスマートアパレルフ

ァクトリー 

特別賞 

（地域創生賞） 
吉田運送 有限会社 茨城県坂東市 

茨城・栃木から始まる日本初の物流

システムの構築 

特別賞 

（ものづくり特別賞） 

ロイアルエンジニアリング 

株式会社 
千葉県我孫子市 

冷蔵不要の食品保存を実現する真空

保存容器 

特別賞 

（めぶき特別賞） 
株式会社 グルメコンガーズ 栃木県宇都宮市 

栃木の新鮮果実で健康志向ジャム製造、

使い切りサイズ商品の開発 

特別賞 

（ヘルスケア賞） 

株式会社 Ｋ＆Ａ ＣＯＭＰ

ＡＮＹ 
栃木県小山市 

禁煙治療に使用するタバコ型チョコ

レートの作成、禁煙補助を推進する

ピンバッジの作成 

特別賞 

（日立製作所賞） 
株式会社 シンテック 福島県いわき市 

IT･IoT・電子機器汎用パッケージ及び

LED配線基板の新工法(PPT)導入と量

産化実現 

奨励賞 
アイアールスペック 株式 

会社 
茨城県つくば市 

新技術によるローコスト近赤外カメラ

の開発 

奨励賞 有限会社 伊澤いちご園 栃木県下野市 

農協倉庫跡を活用した｢食 ｣｢農 ｣

｢ファッション｣の発信場としての

直売所事業 

奨励賞 
株式会社 Ｏａｒａｉクリエ

イティブマネジメント 
茨城県東茨城郡大洗町 

みんなの秘密基地！俺たちのホビー

倶楽部 

奨励賞 株式会社 大林製作所 埼玉県川口市 
「そこに在る安心」移動式レントゲン

装置の販売 

奨励賞 関東食研 株式会社 栃木県真岡市 炭酸氷製造技術の確立・販売 

奨励賞 錦正工業 株式会社 栃木県那須塩原市 
IoT活用による鋳造品のバリ取り検査

システム開発とビックデータ活用 

  



 

 応募者名 住所 内容（プラン名） 

奨励賞 株式会社 計測技研 栃木県塩谷郡高根沢町 
IoTを活用した医療機器管理システム

の構築について 

奨励賞 サイトセンシング 株式会社 東京都千代田区 

人・フォークリフト・台車の屋内外測

位を可能とする超小型装着モジュール、

及び、IoT測位システム 

奨励賞 末広産業 株式会社 群馬県前橋市 高機能舗装目詰まり除去装置の開発 

奨励賞 株式会社 せき 茨城県ひたちなか市 

地元特産品“栗”を効率よく加工し、

付加価値商品の全国発信、地方創生、

雇用拡大事業の確立 

奨励賞 株式会社 仙台買取館 宮城県仙台市 
サムライアロハプロジェクト～東北

から世界へ～ 

奨励賞 
株式会社 ドギーエンター 

プライズ 
栃木県小山市 

小山ゆうえん動物の森 

小山温泉脇の遊休地を現代風な動物園

として造成する 

奨励賞 中里建設 株式会社 栃木県佐野市 
アクアピグ工法の発展拡大による

創業100年に向けたビジネスモデル 

奨励賞 西堀酒造 株式会社 栃木県小山市 
透明タンクを利用した日本酒造りの

オンライン発信恒常的誘客システム 

奨励賞 株式会社 日立技研 茨城県日立市 プリント基板の品質を担保する 

奨励賞 
株式会社 ＭＩＩＴＯ ＣＲＥ 

ＡＴＩＶＥ 
茨城県水戸市 

茨城県出身の女性たちで作り出す、

新たなメディアと自由な働き方 

奨励賞 
モイスチャーセンサ 

事業化グループ 
茨城県つくば市 

モイスチャーを検出・判別するセンサ

の販売 

奨励賞 
株式会社 横島エンジニア

リング 
茨城県常総市 管更生工法による管路修復工事 

奨励賞 株式会社 ローバルコム 茨城県常陸太田市 

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 

   （敬称略） 


