
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）

496 有限会社英建設 都城市
高齢者が安心安全で快適な生活を送れる高齢者住宅エ

クステリア整備事業の展開
平成27年4月30日 5 電話番号：0986-25-2683

電話番号：0986-25-1999

http://www.tohkoh1985.co.jp/（外

部サイトへリンク）

電話番号：0982-34-0838

http://www.suikentec.com/（外部

サイトへリンク）

499 NANGOKU 児湯郡都農町
フレッシュ感満載の地域資源を活用した新商品開発と

販売展開
平成27年5月27日 5 電話番号：0983-25-1686

電話番号：0985-47-4304

http://kasae.net/index.html（外部

サイトへリンク）

501
ヘナアートスタジオ・Me-

sun
宮崎市

「今までにない」「新しい」「一つだけ」を提供でき

るヘナアート式ギフト市場への進出
平成27年5月29日 5 電話番号：0985-69-3984

電話番号：0985-23-1220

http://yuko-nails-and-esthetic-

ladeesse.com/index.html

（外部サイトへリンク）

電話番号：0982-33-1120

http://www.higasi-con.co.jp（外部

サイトへリンク）

504 石川工業株式会社 宮崎市
宮崎県産アヤムラサキを活用した紅色すし酢の製造及

び販路開拓
平成27年7月8日 5 電話番号：0985-74-0046

電話番号：0983-33-0048

http://shintomi-sl.com（外部サイト

へリンク）

電話番号：0985-24-7463

http://www.hrdm.co.jp/（外部サイ

トへリンク）

507
株式会社都城ドライビング

スクール
都城市

四輪教習、二輪教習、レンタルバイク事業を組み合わ

せた「6輪教習サービス」の開発及び提供
平成27年7月29日 3 電話番号：0986-58-3500

508 日幸刺繍 児湯郡都農町
刺繍ノウハウ等を活用したオーダーメイドワッペンの

新規顧客開拓と記念商品の開発及び販売展開
平成27年7月31日 5 電話番号：0983-21-2577

電話番号：0986-25-6060

http://www.hakamabiyori.jp/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-22-8200

http://www.atsuta.com（外部サイ

トへリンク）

511 みなとやクリーニング 宮崎市
サーファー等を対象としたウェットスーツクリーニン

グサービスの本格展開と普及促進
平成27年9月10日 3 電話番号：0985-56-9319

電話番号：0985-86-3679

http://suehara.main.jp/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0987-31-1544

http://www.nichicame-

s.jimdo.com/（外部サイトへリン

ク）

503
株式会社東九州コンサルタ

ント
延岡市

3Dスキャナー技術を利用した新たな測量、設計手法の

開発及び事業展開
平成27年6月29日 3

505
有限会社新富ゴルフセン

ター
児湯郡新富町

映像撮影機能バッティングマシンを活用した取り組み

により新規顧客の拡大とスポーツ振興を図る
平成27年7月21日 3

497 都城市

「オンリーワンギフト」「オリジナルギフト」の需要

に対応するため、名入れサービス内製化により納品の

短納期化及び付加価値の向上を図る

平成27年4月30日 4株式会社トーコー

株式会社笠江クリーニング

平成27年度宮崎県経営革新計画承認企業一覧

498 水研テック株式会社 延岡市
「目に見えない地下の漏水」を「新技術」で見える化

事業
平成27年5月25日 5

500 宮崎市
ホワイトクローゼットシステムによるアメニティの向

上
平成27年5月29日 4

502 株式会社AP 宮崎市

「デコクレイ」と「カルトナージュ」の技術を応用し

たスクール運営や自社ブランド商品の開発及び販売事

業への進出

平成27年6月15日 5

506 原田建設株式会社 宮崎市
スターリングエンジンを活用した小型木質チップ熱電

併給装置の試作開発
平成27年7月23日 5

有限会社末原産業

509 株式会社丸中 都城市
卒業袴のレンタル・販売を基軸とした新サービスの展

開
平成27年8月11日 5

510
有限会社あつたエンタープ

ライズ
宮崎市

インバウンド対応の「宮崎リゾートウェディング」＆

「リーガル挙式」の推進
平成27年9月28日 4

512 宮崎市
林地残材等を活用した木質バイオマス燃料の製造・搬

入の社内一貫体制の構築
平成27年10月27日 5

513 有限会社日南カメラ 日南市 シルバー世代向け心のこもった撮影新サービスの開発 平成27年11月19日 4
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電話番号：0982-67-2868

http://masa11022015.wix.com/yok

oidokoro（外部サイトへリンク）

515 株式会社藤木石油店 五ヶ瀬町

ガソリンスタンドの遊休スペースを活用し、料理教室

の実施など地域における新たなサービスの提供を行

い、地域の活性化及びプロパンガス事業の販路拡大を

図る

平成27年12月15日 5 電話番号：0982-83-2017

516 株式会社BicRecycle.com 宮崎市 非公表 左同 左同 電話番号：0985-64-9999

517 Flover 宮崎市
胡蝶蘭の高付加価値化による新商品開発と直販体制の

確立
平成27年12月21日 5 電話番号：0985-56-7570

電話番号：0982-52-7171

http://www.fujiya-p.jp（外部サイト

へリンク）

電話番号：0985-86-0014

http://asahi-mannen.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-47-7715

http://woodlife-nakashima.net/

（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-26-6704

www.osrnet.jp/web/mit/（外部サイ

トへリンク）

ダブルハウ 電話番号：0986-39-1004

ス株式会社
http://w-house-igokochi.com/（外

部サイトへリンク）

523 いそ田 延岡市
北浦漁協で水揚げされたイワシを活用した新商品開発

及び販路開拓
平成28年2月12日 3 電話番号：0982-45-2637

524 大和検査鉱業株式会社 都城市
地域未利用資源（竹笹）を飼料化する「笹サイレー

ジ」の生産事業
平成28年2月22日 5 電話番号：0986-21-0151

電話番号：0983-36-1428

http://www.merashokuhin.co.jp

（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-65-7232

http://surfcity-miyazaki.jp/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-72-5459

http://www.umi-pro.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-27-5836

http://www.green-5.net（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0982-60-3396

http://www.otto-otto.jp（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0985-77-5533

http://santel.co.jp（外部サイトへリ

ンク）

531 和菓子処桃乃屋 日向市
日向特産へべすの皮を活用した香り高い焼き菓子の開

発と販路拡大事業
平成28年3月17日 3 電話番号：0982-53-5226

532 河内造林 美郷町
木材生産技術及び加工技術を融合させた銘木材の生

産、販売
平成28年3月29日 5 電話番号：0982-62-5058

533 ベーカリー原田 延岡市 急速冷凍庫を活用した焼きたてパンによる販路拡大 平成28年3月30日 5 電話番号：0982-32-5104

529 OttO-OttO 美郷町
地元農産物を使用した本格的イタリアンジェラートの

商品開発
平成28年3月11日 5

530 株式会社九建 宮崎市

あきらめていた頑固な汚れやカビの環境配慮型分解洗

浄による既存顧客への新サービスの提供と新規顧客の

開拓

平成28年3月15日 5

527 海汐プロダクション 宮崎市 自分磨きと女性の自立を目的とした新スクールの開校 平成28年2月29日 5

528 L.I.B.株式会社 宮崎市
「美容師さんが教える！初心者でも出来る介護用シャ

ンプーメソッド」DVDの製作と販売
平成28年3月11日 5

525 有限会社米良食品 西米良村 日向夏を使用した味わい促進FOODとお菓子の開発 平成28年2月22日 3

526 有限会社宮崎潜水 宮崎市
青島アウトドアフィットネスクラブ（SURFCITY）の

開発及び運営
平成28年2月24日 5

521 株式会社MiT 宮崎市
クラウドを利用したPOSシステムデータとリアルタイ

ムに連携できる受発注管理システムの開発と販売
平成28年2月5日 3

522 都城市

ライフスタイルデザインストアとイベントスペースを

組み合わせた、建築業における新たな営業スタイルの

確立

平成28年2月12日 5

514 よこい処しいばや 椎葉村
蕎麦の自社栽培による6次産業化の確立と椎葉蕎麦の

ブランディング
平成27年11月30日 5

518 藤屋印刷株式会社 日向市

バーコード付帯による商品券換金管理システム及び

GIS（地理情報）を活用したダイレクトメール費用対

効果検証システム（管理分析）の提供

平成27年12月28日 3

519 有限会社渡邊酒造場 宮崎市
テロワール「気候・風土で醸す酒」の確立と国別の嗜

好に合わせた商品開発
平成28年1月28日 5

520 有限会社ウッドライフ中島 宮崎市
変化するライフサイクルに対応できる付加価値の高い

良質なコンパクトエコハウスの提案
平成28年1月28日 5
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