
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）

電話番号：0985-82-0137

http://www.115349.com/（外部サ

イトへリンク）

428 新山いちご園 高鍋町
手焼きコーンを使った新山いちご園ならではのソ

フトクリームとお菓子の提供
平成25年4月23日 3 電話番号：0983-22-3180

電話番号：0982-74-8317

http://www.kudo-home.jp/（外部サ

イトへリンク）

430 有限会社谷明産業 延岡市 森林未利用資源の利活用システムの構築 平成25年5月21日 5 電話番号：0982-22-6783

431 有限会社長谷川修身商店 高鍋町
地元の素材、観光資源を活用した賞味期限の長い

商品の開発と販売
平成25年5月27日 3 電話番号：0983-22-5400

電話番号：0984-27-3824

http://jidori-farm.com/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0986-23-9364

http://www.sunnys.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0982-63-7111

http://www.yasui-kk.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-82-0295

http://www.glass-miyazaki.jp/（外

部サイトへリンク）

436 有限会社光栄建設 高千穂町
『高千穂産そば』の生産拡大、加工施設整備によ

る付加価値の向上やブランドの確立
平成25年10月31日 4 電話番号：0982-76-1247

電話番号：0983-47-0850

http://kagawa-ranchi.com/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0987-25-1680

http://www.miyazaki-cci.net/obi-

p/（外部サイトへリンク）

電話番号：0982-45-2067

http://itiburiezu.blog.shinobi.jp/

（外部サイトへリンク）

440 川口機工 美郷町

日本トップレベルのウェイクボード競技体制構築

とウェイクサーフィンへの事業展開によるみやざ

きの新たなスポーツ基盤の開拓

平成25年12月18日 5 電話番号：0982-66-3031

電話番号：0982-33-3943

http://www.naka-zono.co.jp/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0987-27-1711

http://www.nichinan-kagu.com/

（外部サイトへリンク）

電話番号：0986-58-5880

http://www.town-

miyakonojo.com/ajisaikan.html（外

部サイトへリンク）

441 株式会社中園工業所 延岡市

最新鋭大型高速マルチセンタ導入によるフラット

パネルディスプレイ製造装置（真空チャンバー）

の国際競争力強化及び新規顧客の開拓

平成25年12月18日 3

443 味菜館 都城市
都城産の肉を使い真空パックに入れた「スペアリ

ブ等」の製造販売による小売業への進出
平成26年1月30日 5

438 株式会社おび印刷 日南市
ロールtoロールによるフレキソ技術を使ったPPC

用包装紙印刷
平成25年11月28日 5

439 有限会社料理処丸金 延岡市
東九州自動車道開通に合わせた「きたうら発信事

業」～国定公園に隣接した地での旅館開業～
平成25年12月6日 5

435 有限会社川上商会 宮崎市

カーコーティングを主とするカーディテイリング

（車購入後のトータルアフターケア）事業の確立

による付加価値の創造

平成25年10月16日 5

437 有限会社美国フーズ 川南町
地域中小企業等と連携した商品開発・販売及び共

同物流の実施
平成25年11月26日 5

434 安井株式会社 門川町
医療機器製造体制を構築するとともに射出成形技

術を活かした医療機器製品の開発
平成25年9月11日 3

427 株式会社イマムラ 宮崎市
TATAMIブックとクリニックによるたたみ需要拡

大と新たな販売手法・サービスの確立
平成25年4月12日 4

429 株式会社工藤工務店 高千穂町
竹の力～竹間伐から竹粉肥料までの一貫した生産

体制構築により荒れた竹林の再生を目指す～
平成25年5月14日 5

432
株式会社リンクドプロビ

ンス
えびの市

みやざき地頭鶏を素材にした新加工品の開発と販

売
平成25年7月19日 5

442 株式会社日南家具工芸社 日南市
3次元切削加工の高度化及び生産性の向上をはか

るための短納期システム構築
平成26年1月24日 5

433
株式会社サニー・シーリ

ング
都城市

メデイカル向け耐溶剤性特殊ラベル開発・生産及

び新規市場開拓
平成25年8月22日 5
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電話番号：0985-24-5123

http://www.wedding-m.com/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-32-0613

http://www.kyushu-pancake.jp/

（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-35-7851

http://www.e-kjs.jp/（外部サイト

へリンク）

電話番号：0985-73-7770

http://www.aihome.tv/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：090-8401-5373

http://373strawberryfarm.jimdo.co

m/（外部サイトへリンク）

電話番号：0982-63-4949

http://www.asuka4949.com/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0983-33-3033

http://www.shinkoseiki.co.jp/（外

部サイトへリンク）

電話番号：0985-47-0100

http://ge-kobo.co.jp/（外部サイト

へリンク）

電話番号：0985-65-1515

https://ja-

jp.facebook.com/bondelice.bekery

（外部サイトへリンク）

453 株式会社松尾醸造場 串間市
機械化導入による味噌・醤油加工品の生産性の向

上及び販売の促進
平成26年3月31日 5 電話番号：0987-72-1658

452
有限会社スーパーえびは

ら
宮崎市

地元の地域資源を使用した低アレルギー惣菜パン

等の開発と新たな集客手法による販売
平成26年3月31日 3

447 アイ・ホーム株式会社 宮崎市

住宅内における温熱環境の見える化システム

「AELSサービス」の開発及びシステムを付加し

た省エネ住宅の提供

平成26年3月5日 5

450 株式会社シンコー精機 新富町
オリジナル医療機器の製造・開発及びオーダーメ

イド化
平成26年3月31日 5

451 株式会社サン・ホーム 宮崎市
プレキャスト工場を活用したオリジナル門柱等の

製作と今後の販路開拓及び多能工の育成
平成26年3月31日 5

有限会社飛鳥 門川町

448 南いちご農園 日南市
自社生産の旬のイチゴを使ったオリジナルソフト

クリームの製造とデリバリーカーでの販売
平成26年3月6日 5

449
余剰時間を利用した葬祭業の新たな経営活動の構

築
平成26年3月6日 5

444 株式会社ウエディングM 宮崎市
バーチャルウエディングドレス試着システムによ

るCS向上と業務効率化
平成26年2月7日 5

446
株式会社教育情報サービ

ス
宮崎市

ThinkBoardコンテンツを運営するための学習管

理システム（LearningManagementSystem）及

び拡張版システムの開発・販売

平成26年3月3日 5

445 有限会社一平 宮崎市

「九州パンケーキミックス」を中心に九州をテー

マとした関連商品の開発と卸・小売業での販路開

拓

平成26年2月7日 5
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