
1
東洋埠頭株式会社
　 取締役社長　原　匡史

ひたちなか市長砂字渚163－32
　 【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 4月 1日
平成24年 4月 1日から
平成34年 3月31日まで

倉庫業
  【運輸・物流関連産業】

2
日立建機株式会社
　 代表執行役　辻本　雄一

ひたちなか市新光町552-48
　 【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市新光町106-1
　 【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市大字長砂字渚163-20
　 【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 4月27日 指定の日から10年間
生産用機械器具製造業
  【自動車・建設機械関連産業】

3
日木産業株式会社
　 代表取締役　大貫　寿雄

ひたちなか市足崎字西原1380－33
　 【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 4月27日 指定の日から10年間
木材・木製品製造業
  【木材関連産業】

4
株式会社日立パワーソリューションズ
　 代表取締役　浦瀬　賢治

ひたちなか市大字足崎字西原1450
　 【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 5月31日   指定の日から10年間
電気機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

5
株式会社タイカ
   代表取締役社長　鈴木 大登

ひたちなか市新光町552番66
　 【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 5月31日   指定の日から10年間
化学工業
  【自動車関連産業】

6
ルネサスエレクトロニクス株式会社
   代表取締役　鶴丸　哲哉

ひたちなか市大字堀口字中原751
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市大字堀口字中原730-1
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市大字堀口字長久保795-27
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市大字堀口字中原762
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市大字堀口字長久保832-2
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 5月31日   指定の日から10年間
電子部品・デバイス・電子回路製造業
  【電気関連産業】

7
株式会社新屋
   代表取締役　大内　穣

ひたちなか市湊本町21-9
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 6月 1日   指定の日から5年間
飲食料品小売業
  【水産関連産業】

8
ヤマサ水産株式会社
   代表取締役　桜井　直道

ひたちなか市湊本町21-13
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市湊本町21-3
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 6月12日   指定の日から5年間

飲食料品卸売業
  【食品関連産業，水産関連産業】
飲食料品小売業
  【水産関連産業】
飲食店
  【水産関連産業】

9
有限会社魚センター・パートワン
   代表取締役　桜井　直道

ひたちなか市湊本町19-12
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 6月12日   指定の日から5年間

飲食料品卸売業
  【食品関連産業，水産関連産業】
飲食料品小売業
  【水産関連産業】
飲食店
  【水産関連産業】

10
有限会社海の駅
   代表取締役　桜井　直道

ひたちなか市湊本町21-13
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか海門町1丁目6002-10
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 6月12日   指定の日から5年間
飲食店
  【水産関連産業】

11
丸喜水産株式会社
   代表取締役　川﨑　善久

ひたちなか市沢メキ1110-63
   【水産加工団地復興産業集積区域】
ひたちなか市湊本町19-8
   【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 6月12日   指定の日から5年間

飲食料品卸売業
  【食品関連産業，水産関連産業】
飲食料品小売業
  【水産関連産業】

12
日立化成株式会社
   執行役社長　丸山　寿

ひたちなか市大字足崎字西原1355-3
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月25日   指定の日から10年間
化学工業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

13
日立化成株式会社
   執行役社長　丸山　寿

ひたちなか市大字足崎字西原1355-3
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第39条第1項 平成24年 6月25日   指定の日から6年間
化学工業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

14
株式会社日立パワーソリューションズ
   代表取締役　浦瀬　賢治

ひたちなか市堀口832-2
   【勝田駅西口周辺復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月20日   指定の日から10年間
電気機械器具製造業
  【電気関連産業】

15
日立交通テクノロジー株式会社
   代表取締役　鶴田　仁

ひたちなか市市毛1070
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口832番地の2
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月20日   指定の日から10年間
輸送用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

16
株式会社小松製作所
   取締役社長　大橋　徹二

ひたちなか市長砂163番地46
   【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月20日   指定の日から10年間
生産用機械器具製造業
  【自動車・建設機械関連産業（建設機械関連産業）】

17
日立オートモティブシステムズ株式会社
   取締役社長　関　秀明

ひたちなか市大字高場2520番地
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月20日   指定の日から10年間
輸送用機械器具製造業
  【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

18
株式会社日立製作所
   代表執行役　東原　敏昭

ひたちなか市市毛1070
　 【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口832-2
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市高場2520
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月27日
平成24年6月27日から
平成32年3月31日まで

電気機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
はん用機械器具製造業
  【電気・機械器具製造業（機械関連産業）】

19
株式会社日立製作所
   代表執行役　東原　敏昭

ひたちなか市市毛1070
　 【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口832-2
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市高場2520
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第39条第1項 平成24年 6月27日
平成24年6月27日から
平成29年3月31日まで

電気機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
はん用機械器具製造業
  【電気・機械器具製造業（機械関連産業）】

20
日立化成テクノサービス株式会社
   代表取締役社長　後藤 勝昭

ひたちなか市足崎字西原1380-1
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月29日   指定の日から10年間

化学工業
　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
道路貨物運送業
　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

21
日立オートモティブシステムズエンジニアリング株式会
社
   取締役社長　佐々木　進

ひたちなか市高場2520番地
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市東石川西古内3085-5
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市稲田1410番地
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月29日   指定の日から10年間
輸送用機械器具製造業
　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

22
株式会社西野精器製作所
   代表取締役　西野　信弘

ひたちなか市山崎56
   【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 6月29日   指定の日から6年間

電気機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
情報通信機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
金属製品製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

№ 指定日 指定の有効期間 復興推進事業の内容

茨城県産業再生特区計画指定状況

称号又は名称
所在地又は住所

（事業の実施場所）
課税の特例
の根拠規定
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23
株式会社重守電機
   代表取締役　飛田　守

ひたちなか市山崎12
   【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 6月29日   指定の日から10年間

電子部品・デバイス・電子回路製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
プラスチック製品製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
生産用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

24
株式会社あ印
   代表取締役　鯉沼　勝久

ひたちなか市沢メキ1110番地の9
   【水産加工団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 7月 3日   指定の日から10年間
食料品製造業
  【食品関連産業，水産関連産業】

25
株式会社菊池精器製作所
   代表取締役 菊池　敏昭

ひたちなか市高場1730番地3
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市高場1700番地17
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市高場1720番地7
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 7月 3日   指定の日から9年間

電気機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
金属製品製造業
  【電気・機械関連産業(電気関連産業）】

26
日立工機株式会社
　 代表取締役 取締役社長  前原　修身

ひたちなか市武田1060番地
   【勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市足崎1450番地
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市山崎43番地
   【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年 7月 9日   指定の日から10年間

生産用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】
業務用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

27
日立工機株式会社
   代表取締役 取締役社長  前原　修身

ひたちなか市武田1060番地
   【勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市足崎1450番地
   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市山崎43番地
   【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 7月 9日   指定の日から5年間

生産用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】
業務用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

28
日立工機株式会社
   代表取締役 取締役社長  前原　修身

ひたちなか市武田1060番地
   【勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域】

法第39条第1項 平成24年 7月 9日   指定の日から5年間

生産用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】
業務用機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

29
株式会社エイコー・エンジニアリング
   代表取締役  高橋　泰平

ひたちなか市山崎50
   【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年 7月 9日   指定の日から6年間

電気機械器具製造業
 　【電気・機械関連産業(電気関連産業)】
はん用機械器具製造業
   【電気・機械関連産業(機械関連産業)】
生産用機械器具製造業
   【電気・機械関連産業(機械関連産業)】

30
株式会社日立パワーソリューションズ
   代表取締役　浦瀬　賢治

ひたちなか市足崎字西原１３７０番地の１
　   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市大字足崎字西原1450
　   【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口832-2
   【勝田駅西口周辺復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年7月20日
指定の日から

平成34年5月30日まで
金属製品製造
　【電気・機械関連産業(機械関連産業)】

31
株式会社白土プリント配線製作所
   代表取締役　白土 武

ひたちなか市山崎８０
  　 【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年7月20日 指定の日から2年間
電子部品・デバイス・電子回路製造業
　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

32
那珂湊水産加工業協同組合
   代表理事組合長　櫻井　康順

ひたちなか市和田町三丁目９番６０号
　　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市沢メキ１１１０番地の１９
　　　【水産加工団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年8月1日   指定の日から6年間
協同組合
　【水産関連産業】

33
株式会社辰巳商会
   代表取締役社長　溝江　輝美

ひたちなか市大字長砂字渚163-43
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年8月7日   指定の日から6年間
倉庫業
　【運輸・物流産業】

34
カーレポ株式会社
   代表取締役社長 赤須 洋一郎

ひたちなか市新光町552-55
  　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年9月1日   指定の日から6年間

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
　【環境・新エネルギー分野（環境リサイクル関連産業）】
機械器具卸売業
　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

35
日立水戸エンジニアリング株式会社
   取締役社長　齋藤　国壽

ひたちなか市市毛１０７０番地
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年9月5日   指定の日から6年間
技術サービス業
 　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

36
株式会社樫寅
   代表取締役　樫村　喜之

ひたちなか市沢メキ１１１０番地の２７
  　　【水産加工団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年9月14日   指定の日から6年間
食料品製造業
 　【水産関連産業】

37
株式会社日立ハイテクフィールディング
　代表取締役　取締役社長　杉山　秀司

ひたちなか市市毛８８２
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市稲田１０９６－３４
　  　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年10月12日   指定の日から6年間
技術サービス業
 　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

38
株式会社日立ハイテクノロジーズ
　代表執行役　執行役社長　宮﨑　正啓

ひたちなか市市毛８８２
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口８３２-２
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年10月12日   指定の日から6年間
電気機械器具製造業
    【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

39
那珂湊漁業協同組合
　代表理事組合長　大内清一

ひたちなか市和田町三丁目２番２７号
  　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年10月14日   指定の日から6年間
協同組合
  　【水産関連産業】

40
株式会社日立ハイテクソリューションズ
　取締役社長　飯泉　孝

ひたちなか市堀口８３２－２
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年10月31日   指定の日から6年間

情報サービス業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
機械器具卸売業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

41
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス
　代表取締役　横林　敏昭

ひたちなか市市毛１０４０
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年10月31日   指定の日から10年間
電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

42
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス
　代表取締役　横林　敏昭

ひたちなか市市毛１０４０
  　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年10月31日   指定の日から6年間
電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

43
川達水産株式会社
　代表取締役　斎藤 浩一

ひたちなか市沢メキ１１１０番地の６６
　　   【水産加工団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年11月7日   指定の日から10年間
食料品製造業
　　【水産関連産業】

44
日立建機ロジテック株式会社
　代表取締役　澤田　年弘

ひたちなか市長砂１６３－１０
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市新光町５５２－４８
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成24年12月1日   指定の日から6年間

道路貨物運送業
　　【自動車・建設機械関連産業（建設機械関連産業）】
運輸に附帯するサービス業（こん包業）
　　【自動車・建設機械関連産業（建設機械関連産業）】

45
リコーインダストリー株式会社
　代表取締役　社長執行役員　加藤　栄一

ひたちなか市武田１０６０番地
　　　【勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年12月12日   指定の日から10年間
業務用機械器具製造業
　  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

46
リコー株式会社
　代表取締役　社長執行役員　三浦　善司

ひたちなか市武田１０６０番地
　　　【勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成24年12月21日   指定の日から10年間
業務用機械器具製造業
　  【電気・機械関連産業（機械関連産業）】
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47
ひたちなかエネルギーロジテック株式会社
　代表取締役　邉津　守男

ひたちなか市新光町３８番地　ひたちなかテクノセンターＡ-
107
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成25年2月1日   指定の日から6年間

道路貨物運送業
　　【運輸・物流関連産業】
運輸に附帯するサービス業
　　【運輸・物流関連産業】

48
高周波熱錬株式会社
　代表取締役　溝口　茂

ひたちなか市新光町５５２番５７
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市新光町５５２番７７
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年3月1日   指定の日から10年間
金属製品製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（建設機械関連産業）】

49
常磐パッケージ株式会社
　代表取締役社長　佐々木　岳志

ひたちなか市高野字向小山１７０番地
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年3月1日   指定の日から10年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

50
常磐パッケージ株式会社
　代表取締役社長　佐々木　岳志

ひたちなか市高野字向小山１７０番地
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成25年3月1日   指定の日から6年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

51
北越紀州製紙株式会社
　代表取締役　岸本　晢夫

ひたちなか市高場１７６０
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年3月26日 指定の日から10年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

52
茨城水産株式会社
　代表取締役社長　川﨑　隆一

ひたちなか市新光町５５２番７６
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年4月1日 指定の日から10年間
食料品製造業
　　【水産関連産業】

53
イイダ電子株式会社
　代表取締役　飯田　明由

ひたちなか市高場２６２２番地
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年5月1日 指定の日から10年間
電気機械器具製造業
  【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

54
勝田紙精選株式会社
　代表取締役　清水　春一

ひたちなか市高場１７６０番地の１
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年5月15日 指定の日から10年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

55
株式会社西野精器製作所
　代表取締役　西野　信弘

ひたちなか市山崎56
　　　【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年6月13日 指定の日から10年間

電気機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
情報通信機械器具製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
金属製品製造業
  【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

56
新熱工業株式会社
　代表取締役　大谷　直子

ひたちなか市山崎１４１番地５
　　　【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年6月14日 指定の日から10年間
電気機械器具製造業
　【電気･機械関連産業(電気関連産業)】

57
丸喜水産株式会社
   代表取締役　川﨑　善久

ひたちなか市沢メキ1110-63
　　　【水産加工団地復興産業集積区域】
ひたちなか市湊本町19-8
　　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年 7月23日
平成25年7月23日から
平成28年3月31日まで

食料品製造業
　【食品関連産業，水産関連産業】
飲食料品卸売業
  【食品関連産業，水産関連産業】
飲食料品小売業
  【水産関連産業】

58
株式会社日立工機マニュファクチャリング＆サービス
　代表取締役　髙萩　光男

ひたちなか市武田1060番地
　　　【勝田駅東口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成25年7月23日 指定の日から6年間
情報サービス業
　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

59
栗原紙材株式会社
　代表取締役　栗原　正雄

ひたちなか市大字足崎字西原1476番18
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市大字足崎字西原1476番81
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成25年8月5日 指定の日から10年間
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
　【木材関連産業】

60
檜山工業株式会社
　代表取締役　檜山　晃

ひたちなか市大字高場字下原1730-11
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成25年8月21日 指定の日から6年間

電子部品・デバイス・電子回路製造業
　【電気・機械関連産業（電気関連産業)】
プラスチック製品製造業
　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

61
日中商会株式会社
　代表取締役　吉居　憲治

ひたちなか市和田町3丁目7-17
　　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成25年10月25日 指定の日から6年間
食料品製造業
　【食品関連産業，水産関連産業】

62
AGCエレクトロニクス株式会社
　代表取締役　落合　克成

ひたちなか市田彦1010
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成25年11月29日 指定の日から6年間

窯業・土石製品製造業
 　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】
電子部品・デバイス・電子回路製造業
 　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

63
株式会社ＮＫトランス
　代表取締役　北村　聡

ひたちなか市山崎141-3
　　　【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年1月10日 指定の日から6年間
道路貨物運送業
　　【運輸・物流産業】

64
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
　代表取締役　滋野　泰也

ひたちなか市山崎141-3
　　　【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年1月10日 指定の日から6年間

道路貨物運送業
　　　【食品関連産業】
倉庫業
　　　【食品関連産業】

65
株式会社丸竹商店
　代表取締役　竹永　宗弘

ひたちなか市沢メキ1110番地61
　　　【水産加工団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成26年2月7日 指定の日から10年間
食料品製造業
　　【食品関連産業，水産関連産業】

66
株式会社白土プリント配線製作所
　代表取締役　白土　武

ひたちなか市山崎80番地
　　　【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年2月24日 指定の日から6年間
電子部品・デバイス・電子回路製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業)】

67
日和サービス株式会社
　代表取締役　竹ノ内　新一

ひたちなか市高場2520
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

その他の卸売業
　　【自動車関連産業】

68
日立交通テクノロジー株式会社
　代表取締役　鶴田　仁

ひたちなか市市毛1070番地
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

輸送用機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

69
日立水戸エンジニアリング株式会社
　取締役社長　齋藤　国壽

ひたちなか市市毛1070番地
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

70
水戸エンジニアリングサービス株式会社
　代表取締役　齋藤　国壽

ひたちなか市市毛1070番地
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

71
日木産業株式会社
　代表取締役　大貫　寿雄

ひたちなか市足崎字西原1380－33
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

木材・木製品製造業
　　【木材関連産業】

72
株式会社日立茨城テクニカルサービス
　取締役社長　井中　正一

ひたちなか市大字足崎字西原1450
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
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73
株式会社日立パワーソリューションズ
　代表取締役　浦瀬　賢治

ひたちなか市新光町38
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市足崎字西原1370－1，足崎字西原1450
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口730，堀口832－2
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）、環境・新エネル
　　ギー分野（新エネルギー関連産業）】
情報通信機械器具製造業
　　【環境・新エネルギー分野（省エネルギー関連産業）】
金属製品製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

74
株式会社日立産機システム
　代表取締役社長　青木　優和

ひたちなか市田彦字二本松1646-2
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

機械器具卸売業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

75
日立オートモティブシステムズ株式会社
　取締役社長　関　秀明

ひたちなか市高場2520番地
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

輸送用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

76
日立オートモティブシステムズエンジニアリング株式会
社
　取締役社長　佐々木　進

ひたちなか市高場2520番地
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

輸送用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

77
株式会社日立製作所
　代表執行役　東原　敏昭

ひたちなか市市毛1070
　 【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口832-2
   【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市高場2520
   【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
はん用機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

78
日立プロキュアメントサービス株式会社
　代表取締役　海江田　直

ひたちなか市市毛882番地
ひたちなか市市毛1070番地
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

各種商品卸売業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

79
ビーエフ＆パッケージ株式会社
　代表取締役　山本　光重

ひたちなか市高場1760
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成26年4月1日 指定の日から10年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

80
ビーエフ＆パッケージ株式会社
　代表取締役　山本　光重

ひたちなか市高場1760
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日 指定の日から6年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

81
株式会社日立テクノロジーアンドサービス
　代表取締役　高津　恭

ひたちなか市堀口832番地2
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

82
株式会社日立ビルシステム
　取締役社長　佐藤　寛

ひたちなか市市毛1070番地
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

はん用機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

83
茨城水産株式会社
　代表取締役社長　川﨑　隆一

ひたちなか市新光町552-76
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年4月1日
平成26年4月1日から
平成31年3月31日まで

食料品製造業
　　【水産関連産業】

84
日立ビークルエナジー株式会社
　取締役社長　根本　泰弘

ひたちなか市稲田1410番地
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年5月1日
平成26年5月1日から
平成31年3月31日まで

電気機械器具製造業
　　【自動車関連産業】

85
日立ビークルエナジー株式会社
　取締役社長　根本　泰弘

ひたちなか市稲田1410番地
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成26年7月1日 指定の日から10年間
電気機械器具製造業
　　【自動車関連産業】

86
大陽日酸東関東株式会社
　取締役社長　松本　隆

ひたちなか市高場2520番地
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市足崎1450番地
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】
ひたちなか市堀口832番地2
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成26年7月11日 指定の日から10年間
化学工業
　　【自動車関連産業，電気・機械関連産業（電気関連産
業）】

87
株式会社日立ハイテクサイエンス
　代表取締役　取締役社長　岡田　務

ひたちなか市市毛1040
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成26年7月23日 平成30年10月11日まで
電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

88
株式会社ニヤクコーポレーション
代表取締役社長　堀江　浩太

ひたちなか市大字長砂字渚163
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成26年9月26日 指定の日から10年間
道路貨物運送業
　　【環境・新エネルギー分野（新エネルギー関連産業），
　　運輸・物流関連産業】

89
株式会社Ｅ＆Ｅテクノサービス
　代表取締役社長　岸和田　勝実

ひたちなか市足崎西原1476-19
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成27年1月20日 指定の日から5年間

業務用機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】
技術サービス業（他に分類されないもの）
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

90
株式会社タツノ
　代表取締役社長　龍野　廣道

ひたちなか市新光町552-47
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成27年1月27日
平成27年1月27日から
平成33年3月31日まで

プラスチック製品製造業
　　【自動車関連産業】

91
日本タンク装備株式会社
　代表取締役社長　天野　豊

ひたちなか市新光町552-47
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成27年1月27日
平成27年1月27日から
平成33年3月31日まで

プラスチック製品製造業
　　【自動車関連産業】

92
株式会社日立産業制御ソリューションズ
　取締役社長　髙山　光雄

ひたちなか市市毛1070
　　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成27年2月1日
平成27年2月1日から
平成32年1月31日まで

技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

93
水戸精工株式会社
　代表取締役　舘　文郎

ひたちなか市市毛山崎46-2
　　　【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成27年4月1日
平成27年4月1日から
平成32年3月31日まで

プラスチック製品製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

94
㈱日立物流東日本
　代表取締役社長　名和　裕

ひたちなか市稲田1096-34
　　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成27年6月8日 指定の日から10年間
道路貨物運送業，倉庫業
　　【運輸・物流関連産業】

95
新熱工業株式会社
　代表取締役　大谷　直子

ひたちなか市山崎141番地5
  　　 【ひたちなか地区周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成27年7月27日 指定の日から6年間
電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

96
株式会社ウミノ
　代表取締役　海野　友洋

ひたちなか市新光町552-72，-73
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成27年8月25日 指定の日から10年間
木材・木製品製造業
　　【木材関連産業】

97
株式会社ウミノ
　代表取締役　海野　友洋

ひたちなか市新光町552-72，-73
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成27年8月25日 指定の日から6年間
木材・木製品製造業
　　【木材関連産業】

98
株式会社青山製作所茨城工場
　代表取締役　青山　幸義

ひたちなか市津田東二丁目1番地1
　　　【津田地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成27年12月14日 指定の日から6年間
輸送用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

99
北越紀州製紙株式会社
　代表取締役　岸本　晢夫

ひたちなか市高場1760
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年4月1日 指定の日から6年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】

100
勝田紙精選株式会社
　代表取締役　清水　春一

ひたちなか市大字高場字三軒新田1760番地の1
   　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年4月1日 指定の日から6年間
パルプ・紙・紙加工品製造業
　　【木材関連産業】
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101
株式会社日立産機システム
　代表取締役社長　青木　優和

ひたちなか市大字足崎字西原1450番地
　　　【勝田第二工業団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成28年4月1日 指定の日から10年間
電気機械器具製造業
　　【電気･機械関連産業（電気関連産業）】

102
株式会社川崎製作所
　代表取締役　川崎　達郎

ひたちなか市山崎60
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市新光町552-71
　　　【ひたちなか地区周辺復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成28年4月1日 指定の日から10年間
輸送用機械器具製造業
　　【電気･機械関連産業（機械関連産業）】

103
株式会社川崎製作所
　代表取締役　川崎　達郎

ひたちなか市山崎60
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】
ひたちなか市新光町552-71
　　　【ひたちなか地区周辺復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年4月1日 指定の日から6年間
輸送用機械器具製造業
　　【電気･機械関連産業（機械関連産業）】

104
株式会社タンヨー
　代表取締役　蕭　大偉

ひたちなか市新光町３８番地　ひたちなかテクノセンターＡ
305-Ｃ
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年5月6日 指定の日から6年間
機械器具卸売業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

105
株式会社森田水産
　代表取締役　森田　安治

ひたちなか市湊本町21-7
　　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市湊本庁22-13
　　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】
ひたちなか市和田町3-13398
　　　【那珂湊漁港周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年7月1日 指定の日から6年間

飲食料品小売業
　　【水産関連産業】
飲食料品卸売業
　　【食品関連産業，水産関連産業】
飲食店
　　【水産関連産業】
食料品製造業
　　【食品関連産業，水産関連産業】

106
株式会社丸竹商店
　代表取締役　竹永　宗弘

ひたちなか市沢メキ1110番地61
   　　【水産加工団地復興産業集積区域】

法第40条第1項 平成28年8月26日 指定の日から15年間
食料品製造業
　　【食品関連産業，水産関連産業】

107
株式会社エナリスパワー
　代表取締役　村上　憲郎

ひたちなか市新光町552-56
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第40条第1項 平成28年8月30日 指定の日から15年間
電気業
　　【環境・新エネルギー分野（新エネルギー関連産業）】

108
株式会社エナリスパワー
　代表取締役　村上　憲郎

ひたちなか市新光町552-56
　　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成28年8月30日 指定の日から9年間
電気業
　　【環境・新エネルギー分野（新エネルギー関連産業）】

109
浜清水産株式会社
　代表取締役　山田　順弘

ひたちなか市沢メキ1110-17，1110-89，1110-22，1110-25
　　  【水産加工団地復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成28年10月1日 指定の日から10年間
食料品製造業
　　【食品関連産業，水産関連産業】

110
浜清水産株式会社
　代表取締役　山田　順弘

ひたちなか市沢メキ1110-17，1110-89，1110-22，1110-25
　　  【水産加工団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年10月1日 指定の日から6年間
食料品製造業
　　【食品関連産業，水産関連産業】

111
勧辰水産株式会社
　代表取締役　岸　俊佑

ひたちなか市沢メキ1110-13
　　  【水産加工団地復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成28年10月1日 指定の日から6年間
食料品製造業
　　【食品関連産業，水産関連産業】

112 株式会社上組
ひたちなか市大字長砂字渚163-39
　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成29年4月1日 指定の日から6年間
倉庫業，運輸に附帯するサービス業
　　【運輸・物流関連産業】

113 株式会社青山製作所茨城工場
ひたちなか市津田東二丁目1番地1
　　【津田地区産業復興集積区域】

法第37条第1項 平成29年5月1日 指定の日から5年間
輸送用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

114 株式会社高木製作所
ひたちなか市新光町552番83
　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成29年6月14日 指定の日から5年間
生産用機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

115 株式会社高木製作所
ひたちなか市新光町552番83
　　【ひたちなか地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成29年6月14日 指定の日から5年間
生産用機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

116 株式会社エイブイシー
ひたちなか市稲田1450-6
　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成29年7月25日 指定の日から5年間
業務用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

117 株式会社エイブイシー
ひたちなか市稲田1450-6
　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成29年7月25日 指定の日から5年間
業務用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

118 日立オートモティブ電動機システムズ株式会社
ひたちなか市高場2520
　　【勝田第一工業団地及び周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成29年9月29日 指定の日から4年間
輸送用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

119 三菱日立パワーシステムズ株式会社
ひたちなか市堀口832番地2
　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成30年2月6日 指定の日から8年間
電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

120 三菱日立パワーシステムズ株式会社
ひたちなか市堀口832番地2
　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第39条第1項 平成30年2月6日 指定の日から8年間
電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

121 日本アドバンスロール株式会社
ひたちなか市堀口832番地2
　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第37条第1項 平成30年3月1日 指定の日から10年間
金属製品製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

122 日本アドバンスロール株式会社
ひたちなか市堀口832番地2
　　【勝田駅西口周辺地区復興産業集積区域】

法第38条第1項 平成30年3月1日 指定の日から10年間
金属製品製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】

123 ㈱日立ハイテクノロジーズ 東京都新宿区西新橋一丁目24番14号 法第37条第1項 平成31年4月1日 指定の日から10年間

電気機械器具製造業
　　【電気・機械関連産業（電気関連産業）】
電気機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】

124 カーレポ株式会社 茨城県水戸市桜川一丁目8番29号 法第37条第2項 平成31年4月26日 指定の日から10年間

建築材料，鉱物，金属材料等卸売業
　　【環境・新エネルギー分野（環境リサイクル関連産業）】
機械器具卸売業
　　【自動車・建設機械関連産業（自動車関連産業）】
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125 株式会社加藤製作所 群馬県太田市東新町823 法第37条第1項 令和元年11月1日 指定の日から10年間
生産用機械器具製造業
　　【自動車・建設機械関連産業（建設関連産業）】

126 株式会社クリアライズ ひたちなか市大字堀口字長久保832番地2 法第37条第1項 令和2年2月28日 指定の日から5年間
技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】

127 株式会社クリアライズ ひたちなか市大字堀口字長久保832番地2 法第38条第1項 令和2年2月28日 指定の日から5年間
技術サービス業
　　【電気・機械関連産業（機械関連産業）】
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