
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）

0985-20-5051

http://www.interproinc.co.jp/(外部

サイトへリンク)

0985-64-1430

http://www.hdnc.jp/（外部サイト

へリンク）

456 有限会社日向技研工業 都城市

高低差のある搬送作業において空気等を動力とし

たシリンダーにより上下屈曲することで自動化・

省力化を可能とした搬送装置の開発製造と販売

平成26年5月2日 5 0986-57-3969

0982-32-2964

http://www.miyazaki-

cci.net/yours-komeya/（外部サイト

へリンク）

0982-33-6266

http://www.seinan-denki.co.jp/

（外部サイトへリンク）

0985-75-4728

http://www.nagatomo-k.jp/（外部

サイトへリンク）

0987-64-0321

http://www.tasanseki.com（外部サ

イトへリンク）

0985-71-3354

http://www.mieru-reform.com/（外

部サイトへリンク）

0985-64-5399

http://onestep-miyazaki.com/（外

部サイトへリンク）

463 株式会社ソフモ 宮崎市 バイヤー向け個別食製品情報提供サイトの開発 平成26年7月1日 5 0985-25-2839

0985-25-5235

http://www.kagajo.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

0987-23-1182

http://hp.miyazaki-

cci.or.jp/yamada/（外部サイトへリ

ンク）

0983-43-5103

http://www.imai-print.com/（外部

サイトへリンク）

0985-86-7000

http://www.himuka-

tamatebako.jp/（外部サイトへリン

ク）

468 株式会社平太酒類販売 宮崎市 ラベルにAR機能を表示したご当地焼酎の開発 平成26年9月16日 3 0985-31-1045

467 株式会社器 宮崎市 業務用水産加工品の製造販売 平成26年9月5日 5

465 山田商事株式会社 日南市
地域資源の飫肥杉（おびすぎ）を活用した写真付

きオリジナルギフトの提案
平成26年8月27日 5

466 イマイ印刷 西都市
外国語にも対応した企画デザイン事業の新販路の

確立
平成26年8月27日 5

5

461
建築総合プレゼンテー

ションPLUS
宮崎市 リフォームの見える化「見えるリフォーム」 平成26年6月25日 5

462 株式会社ワン・ステップ 宮崎市
オリジナルキャラクターぬいぐるみ製作キットの

レンタル・販売
平成26年6月25日 5

5

459 有限会社長友工務店 国富町
熟練の加工技術を応用したプレカット建築技法の

開発及び3D住宅見学会による販路拡大
平成26年5月28日 4

460 株式会社やまくら 日南市
実演（対面）販売のノウハウを活かした販売代行

及び消費者アンケート調査の代行サービスの導入
平成26年6月2日 3

455
株式会社ひむか流通ネッ

トワーク
宮崎市

POSデータ活用による生産者総合支援システムの

構築
平成26年4月15日 5

457 株式会社ユアーズコメヤ 延岡市
へき地や介護施設を対象にした衣料品の出張販売

および配達、送迎サービスの実施
平成26年5月2日

平成26年度宮崎県経営革新計画承認企業一覧

464 株式会社加賀城建設 宮崎市 非公表 平成26年8月7日 3

458 西南電気株式会社 延岡市
OB技術者の雇用延長と技術力活用を実現する測

定計器校正事業の本格展開
平成26年5月15日 5

454 株式会社インタープロ 宮崎市 新製品「みまもりステーション」の開発と販売 平成26年4月7日
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0983-42-0456

http://www.komeya.cc/（外部サイ

トへリンク）

470
株式会社ソフト&ビジョ

ン
宮崎市

宮崎県産の白チョウザメを使った料理・加工品の

開発・販売
平成26年9月25日 5 0985-25-0202

0985-53-1008

http://www.miyabo.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

0985-71-3145

http://himukaeishin.jp/（外部サイ

トへリンク）

0985-73-1336

http://homepage3.nifty.com/unidus

/（外部サイトへリンク）

0985-24-6487

http://www.kokudo-c.co.jp/（外部

サイトへリンク）

0982-63-1528

http://yasudaph.jimdo.com/（外部

サイトへリンク）

0985-24-5795

http://www.30-gr.co.jp/（外部サイ

トへリンク）

477 國部板金工業 宮崎市 機動性を活かしたワンストップ建築板金の展開 平成26年12月4日 5 0985-86-1388

0985-86-7302

http://umihanazoen.sakura.ne.jp/

（外部サイトへリンク）

479 有限会社豊緑園 新富町

オリジナル商品開発による有機栽培茶の6次産業

化推進と自社ブランドの高付加価値化への取り組

み

平成26年12月4日 5 0983-33-2843

480 有限会社伊地知鉄工所 日南市

ネットワーク対応型プレス機械の導入で金属板の

折り曲げ加工における手作業工程の削減および低

減による製造工程改善により生産性アップを図る

平成26年12月5日 5 0987-32-0178

481
アグリストリームきむら

農園
川南町

健康志向を高めた高付加価値コンフィチュールと

既存の果実を原料とした一次加工食品の開発及び

販路開拓

平成27年1月8日 5 0983-27-1211

0982-83-2106

http://www9.plala.or.jp/el\campo/

（外部サイトへリンク）

483 福田製材有限会社 日向市 県産木材の特徴を活かした地元発着型商品の開発 平成27年1月14日 5 0982-69-2054

0982-52-2185

http://www.hakko-unyu.co.jp/（外

部サイトへリンク）

485
有限会社緑の里りょうく

ん
日南市

樹上完熟グレープフルーツ等を利用したピューレ

等の開発・販売
平成27年2月2日

486 フルールHanaMame 宮崎市

オーダーメイド型洋風生花祭壇のプロデュース事

業及び県産材を使用したオリジナル花器の製造販

売

平成27年2月3日 5 0985-89-6030

484 八興運輸株式会社 日向市
日本商品の販路拡大を目的とした、シンガポール

における物流取り纏め事業および卸事業の展開
平成27年1月22日 3

非公表

478 海花造園 宮崎市
庭の手入れで発生する木材をバイオマス燃料にリ

サイクルする循環型造園業の事業化
平成26年12月4日 5

482 ログ工房ELCAMPO 五ヶ瀬町
山地残材等を活用した五ヶ瀬ブランド薪製造・販

売システムの構築
平成27年1月14日 5

475 株式会社安田薬局 門川町
食と健康相談を通じた新たな地域健康づくりの提

案
平成26年12月4日 5

476 三和交通株式会社 西都市
観光客の宮崎滞在中、時間・希望条件に適した着

地型観光を提供する取り組み
平成26年12月4日 3

473 株式会社ユニダス 宮崎市
小型で軽量な「葉物野菜の袋詰め補助具ベジポ

ン」の開発及び販売
平成26年10月22日 5

474
株式会社国土開発コンサ

ルタント
宮崎市

「標識・照明等点検シート維持管理簡易化システ

ム」の開発・販売事業
平成26年10月28日 5

471 株式会社宮防 宮崎市
既設の太陽光発電システムにおいて懸念されてい

る発電量減少の緩和とメンテナンス業務
平成26年10月14日 5

472 有限会社日向栄進産業 宮崎市 自社開発した乾式水平切断機の製造及び販売 平成26年10月20日 4

469 株式会社こめや陶堂 西都市
セラミックの特徴を活かした防災用製品（ハザー

ドマーカー）の開発
平成26年9月18日 5
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0985-47-5153

http://www.plumeria-

miyazaki.com/（外部サイトへリン

ク）

0987-22-2930

http://waafu-aki.jimdo.com/（外部

サイトへリンク）

0984-42-1230

http://shiraishi-kagu.com（外部サ

イトへリンク）

490 自家製麺縁 都農町
有害獣の有効活用による新商品開発とジビエ料理

の普及
平成27年2月20日 3 0983-25-2788

0984-33-0058

http://www11.plala.or.jp/ebisu/

（外部サイトへリンク）

0985-28-5959

http://www.magokoro-foods.net/

（外部サイトへリンク）

0983-32-0817

http://www.ume014.com/index.ht

ml（外部サイトへリンク）

080-1791-3028

http://www.nitawakirose.com/（外

部サイトへリンク）

495 株式会社都城田中家 都城市
食育につながるしいたけ収穫体験型サービスの提

供
平成27年3月27日 5 0986-36-0048

493 株式会社松明創研社 西都市
宮崎県産の梅を使用した海外向け商品の開発・事

業化
平成27年3月4日 5

494 株式会社Y・D・M 宮崎市
美容効果に着目したローズ・プラセンタサプリメ

ントの開発と販売
平成27年3月20日 5

491
レストラン＆ペンション

恵比須
えびの市

レストラン＆ペンションからサービス付き高齢者

向け住宅へ
平成27年2月24日 5

492
まごころ食託宮崎株式会

社
宮崎市

直流・交流の電荷を利用した特殊冷凍技術とゲル

化剤による嚥下調整食の製造
平成27年2月25日 5

488 有限会社アキ 日南市

宮崎県発のミセスアパレルブランドの特徴を活か

し、呉服業界のニーズをきめ細かくくみとる仕組

みの構築

平成27年2月12日 5

489 白石家具 高原町
介護現場における介護者の負担を軽減する介護用

備品の企画販売
平成27年2月12日 5

487 有限会社生目緑地建設 宮崎市
遊休施設を活用した熱帯花木「プルメリア」の

ネット販売及び管理サービスの取組み
平成27年2月3日 5
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