
累計 企業名 所在地 経営革新計画のテーマ 承認年月日
計画

期間
備考（電話番号、HP等）

534 中村林業 美郷町 自社生産の苗木を活用した循環型林業の展開 平成28年4月11日 5 電話番号：0982-62-5288

電話番号：0983-33-2792

http://izaki.main.jp/（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0983-27-2514

https://www.facebook.com/kyouch

ikucheckin/（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-64-6650

http://www.leadmaster.jp/（外部サ

イトへリンク）

538 今井美恵子書道会 宮崎市 書道でメンタルトレーニング～自己をみつめる～ 平成28年6月1日 5
http://www.zikakimieko.com（外部

サイトへリンク）

539
株式会社エコ・リサイク

ルセンター
延岡市 構築物の再生ソリューション事業の実施 平成28年6月8日 5 電話番号：0982-30-1143

電話番号：0986-36-6650

http://www.asahi-

miyazaki.jp/company/index.html

（外部サイトへリンク）

541 あめいろCAFE 宮崎市
宮崎県産ボラを活用した水産加工品の製造販売事

業
平成28年6月17日 5 電話番号：0985-69-4566

電話番号：0985-50-0230

http://www.kimono-

miyashita.com/（外部サイトへリン

ク）

電話番号：0983-33-1105

http://office-nagatomo.co.jp/（外

部サイトへリンク）

電話番号：0985-24-6311

http://maedahousou.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-64-5399

http://onestep-miyazaki.com/（外

部サイトへリンク）

546 エイチプラスシステム 非公表 特殊加工技術を応用した新商品開発及び販売 電話番号：0983-33-1370

電話番号：0985-30-3138

http://www.kksupport.co.jp/（外部

サイトへリンク）

548 八幡屋商工有限会社 宮崎市 生地のアップサイクルによる新商品開発 平成28年9月2日 5 電話番号：0985-24-2669

電話番号：0985-64-1377

http://www.miyazaki-nfoods.jp（外

部サイトへリンク）

550 有限会社ユー 串間市

逆物流に取り組み、仕入れの仕組みを革新するこ

とで、リアル店舗、ラックジョバーに加えイン

ターネット販売によるマルチチャンネルを確立す

る

平成28年10月18日 5 非公表

平成28年度宮崎県経営革新計画承認企業一覧

株式会社旭工業

545 株式会社ワン・ステップ

544 有限会社前田包装容器 宮崎市
オリジナルデザイン商品の開発に取り組める来店

型店舗の展開

542 有限会社新宮 宮崎市
家族の今を想い出に残す着物専門写真スタジオ事

業の展開

543
株式会社オフィスナガト

モ
新富町

生き抜く力を育むための革新的教育サービスの提

供

汚泥脱水処理工程の効率化

536 和洋食彩京竹

537 株式会社リードマスター

平成28年4月26日 4

平成28年5月18日 4

平成28年5月27日 5

株式会社井崎製作所

549 有限会社宮崎エヌフーズ 平成28年9月16日 5宮崎市
肉巻きおにぎり棒・もちもち肉巻き棒・介護食等

のレトルト商品化による付加価値向上

547
株式会社九州建設サポー

ト

平成28年8月22日 5

非公表

平成28年9月2日 3

宮崎市 スイーツ観覧車の販売・レンタル事業

宮崎市
建物診断技術を活用した空き家管理・不動産会社

サポートを行う新事業

5

535 新富町
アセンブリ部門新設によるユニット販売強化及び

新規顧客獲得

川南町
川南町産野菜ピザ（ベジピザ）の商品開発及び販

路開拓

宮崎市
緊急停止装置付き電動カート等の開発及び販路開

拓事業

540 都城市 平成28年6月9日 5

平成28年7月20日 5

平成28年8月18日 5

平成28年8月18日
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電話番号：0985-89-3998

http://www.kanekogsj.com/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0984-27-3411

http://hanadeve.com/（外部サイト

へリンク）

電話番号：0985-73-3536

http://www.shokokai.or.jp/45/4530

31S0080/index.htm（外部サイトへ

リンク）

554
株式会社ジェイアンドエ

ム
宮崎市

風呂釜洗浄技術を用いた県内初となる新クリーニ

ングサービスの展開
平成28年12月8日 3 電話番号：090-3034-5350

電話番号：0987-64-3377

http://www.shokokai.or.jp/

45/453221S0038/index.htm（外部

サイトへリンク）

電話番号：0982-82-1073

http://teafarm-sakamoto.com/（外

部サイトへリンク）

電話番号：0985-23-6638

http://vihappy2009.com（外部サイ

トへリンク）

558 エコシティ株式会社 宮崎市
災害対策等のカーポート型太陽光発電システムの

生産・販売
平成29年2月22日 5 電話番号：0985-27-3262

559 日向測量設計株式会社 日向市
土木工事測量・設計の三次元化による業務の効率

化、受注量確保
平成29年2月28日 4 電話番号：0982-52-5445

電話番号：0985-24-7463

http://www.hrdm.co.jp/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0985-53-0567

http://okazakigumi-gr.jp/（外部サ

イトへリンク）

562 株式会社水耕舎 小林市
FRP（繊維強化プラスチック）製品の商品開発・

販売
平成29年3月21日 3 電話番号：0984-48-7558

電話番号：0985-25-4696

www.micro-ace.co.jp（外部サイト

へリンク）

電話番号：0987-72-1739

http://www.steel-

union.com/kawasakigumi（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0982-40-6035

http://ds-acta.com（外部サイトへ

リンク）

551 かねこ行政書士事務所

552
株式会社ハナデベロップ

メント

平成28年10月27日 3

平成28年11月1日 3

宮崎市

手軽で有効な遺言書を作成できるキットの開発・

普及に取り組むことにより、相続トラブルの少な

い社会に貢献する

小林市
観光施設を顧客との接点とする新たな営業形態を

用いた建築受注の獲得

油で揚げずに専用マシーンで焼く、ヘルシーな本

格ロースト手羽先

553 有限会社野﨑造園土木

555 明月堂

平成28年11月17日 5

平成28年12月20日 5

宮崎市 造園技術を活かした盆景による新事業展開

日南市
地域資源「かつお」をモチーフにした新商品開発

及び販路拡大事業

565 株式会社カイホウ

563 ミクロエース株式会社

564 株式会社川﨑組

560 原田建設株式会社 平成29年3月16日 5宮崎市
廃瓦を活用した瓦リサイクルの高度化処理及び県

内瓦資源循環システムの構築

556 坂本園

557 バーレポ

平成29年1月16日 5

平成29年2月17日 5

五ヶ瀬町
萎凋（いちょう）技術を活用した新商品（烏龍茶

等）開発

宮崎市

平成29年3月21日 3

平成29年3月27日 5

平成29年3月31日 5

平成29年3月31日 5

561 株式会社岡﨑組 宮崎市
パブリッククラウド型工事一元管理システムの開

発・販売

宮崎市
新開発表面処理技術の拡販と生産効率・設備稼働

率及び品質管理システムの向上

串間市 防災用の人力車開発と販路開拓事業

延岡市 新しい高齢者の村づくり
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