
2021 年 12 月 17 日 

「第 5回めぶきビジネスアワード」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 笹島 律夫）および子会社である常陽銀行

（頭取 笹島 律夫）と足利銀行（頭取 清水 和幸）は、このたび「第 5 回めぶきビジネス

アワード」の 2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、各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．主な受賞先（2 次審査結果）  

企業名 所在地 

最優秀賞 中里建設株式会社 栃木県佐野市 

優秀賞 
SOLAR POWER PAINTERS 栃木県小山市 

株式会社マテリアルイノベーションつくば 茨城県つくば市 

茨城県知事賞 Qolo株式会社 茨城県つくば市 

栃木県知事賞 株式会社 farmo 栃木県宇都宮市 

日立製作所賞 株式会社天地人 東京都港区 

特別賞 

株式会社い志井 noCOCORO 栃木県宇都宮市 

コンプラス株式会社 茨城県日立市 

ならでわ株式会社 栃木県宇都宮市 

株式会社ヒューマンサポートテクノロジー 茨城県那珂郡東海村 

マクタアメニティ株式会社 福島県伊達市 

  （敬称略、同賞の場合は五十音順） 

※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  2021年 6月 28日～2021年 8月 31日 

○応募総数  394件 

（募集分野）①ものづくり 151件、②アグリ･フード 88件、 

③メディカル・ヘルスケア 60件、④ロボティクス・ＡＩ39件、

⑤ソーシャルビジネス 72件、⑥その他 92件

※分野の重複あり

２．表彰式の開催について 

日 時 2022 年 1 月 20 日（木）10:00～ 

場 所 
常陽つくばビル 

（住所：茨城県つくば市吾妻 1-14-2） 

以 上 
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【受賞プラン一覧】（全 27先） 

 応募者名 住所  内容（プラン名） 

最優秀賞 中里建設株式会社 
栃木県 

佐野市 

あらゆる水道管のメンテナンスを DX 化して

国内外へ普及拡大する革新的ビジネスモデル 

優秀賞 

SOLAR POWER PAINTERS 
栃木県 

小山市 
塗って発電！『発電インク』で世界を明るくする 

株式会社マテリアルイノベーション

つくば 

茨城県 

つくば市 

高出力で安全・長寿命な超小型グラフェン

スーパーキャパシタ 

茨城県知事賞 Qolo株式会社 
茨城県 

つくば市 

起立訓練機と立位移動機器の事業化〜立ち

上がって生活する自由をひとりでも多くの人に 

栃木県知事賞 株式会社 farmo 
栃木県 

宇都宮市 

IoT で地域課題に挑戦し続ける、スマート

農業推進事業 

日立製作所賞 株式会社天地人 
東京都 

港区 

宇宙の技術で低コストなスマート農業を実現、

栽培管理アプリ「Tenchijin Compass app」 

特別賞 

株式会社い志井 noCOCORO 
栃木県 

宇都宮市 
パーシャルスノー急速冷凍・急速解凍技術 

コンプラス株式会社 
茨城県 

日立市 

日本中の買い物困難者の課題をアナログ

×デジタル技術で解決します 

ならでわ株式会社 
栃木県 

宇都宮市 

機械学習（ＡＩ）を用いたフレイル診断/

運動処方アプリ 

株式会社ヒューマンサポート

テクノロジー 

茨城県 

那珂郡 

東海村 

AI による牛豚の行動分析と状態推定 

マクタアメニティ株式会社 
福島県 

伊達市 

地域でそして世界で活躍する農業デジタル

トランスフォーメーション-SDGs 推進へ- 

大学発 

イノベーション賞 

株式会社 IchiGoo 
栃木県 

下野市 

片脚に障害があっても乗ることができる

自転車「パラサイクル」の事業化 

Evergreen Lab 
栃木県 

下野市 

膵臓癌患者の長寿を目指した“膵断端

処置具”の創出 

奨励賞 

株式会社あおば 
茨城県 

下妻市 

訪問介護の課題を解決する、短時間労働ヘル

パー応募アプリとバック支援システムの開発 

アースシグナル株式会社 
埼玉県 

川越市 

1 つのタブレットで遠隔管理する省エネ型

全自動ハウス栽培システム 

稲作本店 

栃木県 

那須郡 

那須町 

「田んぼの価値最大化」をはかり、那須から

『世界一愛されるお米ブランド』をつくる！ 

株式会社 Eプラン 
千葉県 

船橋市 
e-WASH パートナープログラム 

株式会社今橋製作所 
茨城県 

日立市 

【世界初】お酒が美味しくなるチタン

4 層構造グラス  
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 応募者名 住所 内容（プラン名） 

奨励賞 

株式会社ＷＩＮＮＥＲＳ 
千葉県 

松戸市 

建設 DX アプリの開発による、中小零細

建設業の競争力強化への貢献 

株式会社 akf 

栃木県 

塩谷郡 

高根沢町 

ものづくりの DXを支える解析コンサルティング 

株式会社コスモテック 

小山設計技術室 

栃木県 

小山市 

環境にやさしいペレットストーブ開発に

よる、脱炭素社会の実現 

第一酒造株式会社 
栃木県 

佐野市 

既存技術の掛け算で新たに生まれる高付加

価値な発泡性清酒の商品化 

株式会社ドロップ 
茨城県 

水戸市 

来てもらえる農場、来てもらえる茨城へ。

「洗練された農業」の創出 

日本ボンコート株式会社 
茨城県 

水戸市 

無線式（コードレス）温調はんだ鏝の開発

による既存ユーザーの満足度向上と新規

ユーザーの獲得 

有限会社羽成製作所 
茨城県 

石岡市 

半炭化ペレット製造プロトタイプ実証プラント

の製作 

PLAMO 株式会社 
埼玉県 

本庄市 
医療分野へ早期に高精度樹脂部品を提供する 

有限会社松蔵屋 
茨城県 

牛久市 

無農薬、低農薬の地域特産果実を原料とした

「プレミアム・リキュール」の製造と販売 

（敬称略、同賞内は五十音順） 

 

 

【ご参考】 

＜受賞プランの事業化支援＞ 

受賞プランの実現・成長に向け、めぶきフィナンシャルグループがサポートいたします。 

①めぶきフィナンシャルグループのリソースを活用した社会実装※１や用途開発、また

それらのPoC※２のサポートなど（ex:常陽・足利両行取引先との協業検討等） 

②めぶきフィナンシャルグループが提供するサービスコンテンツによるサポート

（商談会・セミナー等イベントへのご招待、プレゼンテーション等営業機会のご提供、

取引先の紹介、ビジネスマッチングなど） 

③めぶきフィナンシャルグループの経営コンサルティング・人材紹介サービス 

④めぶき地域創生ファンド※３などによる資金支援 

 
※1 社会実装：得られた研究成果を社会問題解決のために応用、展開すること。 

※2 PoC（Proof of Concept）：概念実証。新しい概念や理論、原理、アイディア等が本当に実現可能

かどうか、効果や効用、技術的な観点から検証する行程のこと。 

※3 2016 年11 月、地方創生に向けた取り組みの一環として、損害保険ジャパン株式会社との共同出資

により組成したファンド。本ファンドを通じて、「食・農・観光」分野のほか、地域の発展に資する事業、

ビジネスアワード受賞先などに対し、新事業創出・事業拡大支援を行っています。投資実績については、

めぶきフィナンシャルグループのホームページをご参照願います。 


