
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）

351 みすみ屋本店 国富町 みやざき地頭鶏の鶏がらを活用した新商品の開発 平成23年4月12日 3 電話番号：0985-75-3223

352 株式会社まえだストアー 宮崎市
「買物弱者・買物難民」に対応したきめ細かい送

迎・宅配サービスの展開による付加価値の向上
平成23年4月12日 3 電話番号：0985-24-8670

電話番号：0985-78-1883

http://www.temaemiso.com/

hatchozaka/（外部サイトへリン

ク）

354 有限会社生目緑地建設 宮崎市 オープンリビング付き介護可能小住宅の建設販売 平成23年5月6日 3 電話番号：0985-47-5153

電話番号：0987-22-5377

http://gift-maeda.com/（外部サイ

トへリンク）

356 堀ノ内建具製作所 えびの市 オリジナル彫刻衝立の製作と販売体制の確立 平成23年5月11日 3 電話番号：0984-33-0266

357 松下スタジオ えびの市
高齢化社会に対応した地域密着型フォトスタジオ

の新たなサービスの提供
平成23年5月16日 3 電話番号：0984-33-3475

358 有限会社祐建 宮崎市
安全性・経済性を考慮した地盤調査及び補強技術

の導入と地盤に関するサービスの提供
平成23年5月25日 5 電話番号：0985-74-3845

359 明月堂 日南市
郷土史をモチーフにした新しいカステラの開発・

販売
平成23年5月31日 3 電話番号：0987-64-3377

電話番号：050-1094-7786

http://www.c-youme.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-29-2988

http://www.hakusuisha.jp/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-78-0808

http://www.honke

-nikumaki.com/（外部サイトへリン

ク）

電話番号：0985-61-1811

http://www.onomo

kuzai.com/（外部サイトへリンク）

電話番号：0983-33-0587

http://ryouma.aikotoba.jp（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-82-3555

http://www.k2-homes.com/

hp/yasu2399/?p=top（外部サイト

へリンク）

電話番号：0985-73-9881

http://www.asia

-nousan.com/（外部サイトへリン

ク）

362 有限会社南九州商事 宮崎市
県内産の味付き豚肉を使った新たな商品開発と販

売
平成23年7月21日 3

360
ユーアンドミークリエイ

ト株式会社
日向市

カードを活用したコーチング新手法「メタファリ

ング」の推進事業
平成23年6月15日 5

363 株式会社小野木材 綾町 「高栄養成分そば粉末」の開発・販売 平成23年7月25日 4

361 有限会社白水舎乳業 宮崎市

甘酒の製造工程から得られる自然の甘味料を使

い、県産の果実等を原料として加えたソフトク

リーム開発と移動販売の県外展開

平成23年6月20日 3

平成23年度宮崎県経営革新計画承認企業一覧

365
有限会社タニグチシステ

ム工販
宮崎市

ケアが必要な人、身体に不安のある人でも安心、

快適入浴が可能な浴槽の販売及び施工の導入
平成23年9月日6 5

366 株式会社アジア農産 宮崎市
国産の匂わないにんにくと宮崎の醤油をマッチン

グさせた新商品の開発と販売
平成23年9月13日 3

353 法華嶽八町坂 国富町 発酵をキーワードにしたグリーンツーリズム事業 平成23年4月22日 4

355
有限会社ギフトハウスマ

エダ
日南市 オリジナル記念プレートの加工販売 平成23年5月10日 4

364 空の駅眺鷲台竜馬 新富町

新田原基地を離発着する航空機を見ながら飲食で

きる「地産地消型のレストラン」の開設と新富町

のグルメ・基地情報・特産品等のすべてが詰まっ

た情報基地「空の駅」の整備

平成23年8月19日 4
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電話番号：0985-47-6421

http://www.shimadenko.co.jp/

http://kyushudanji.shop-pro.jp/

（外部サイトへリンク）

電話番号：0986-52-3603

http://www.btvm.ne.jp/

~siroku/（外部サイトへリンク）

電話番号：0986-51-1410

http://ameblo.jp/

levelindigo2011/（外部サイトへリ

ンク）

電話番号：0986-58-5705

http://keikao.com/（外部サイトへ

リンク）

369
有限会社蔵コーポレー

ション
宮崎市

県内産の食材を使った高齢者、生活習慣病の方等

をターゲットにした弁当宅配サービス
平成23年10月13日 3 電話番号：0985-56-2225

370 いそ田 延岡市
ぼらの安定価格による仕入れ実現と新商品の開

発・販売
平成23年10月24 4 電話番号：0982-45-2637

電話番号：0985-53-1008

http://www.miyabo.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

372 F-ファーム 宮崎市
新ショウガの芽を利用した新商品開発と六次産業

化への展開
平成23年11月7日 3 電話番号：0985-41-5877

電話番号：0983-42-5703

http://www.kaigisho.biz/

first-house/（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-48-2090

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

45/453821S0021/index.htm（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-48-9191

http://yasunaka.net/（外部サイト

へリンク）

電話番号：0986-22-5522

http://mj-bio.com/（外部サイトへ

リンク）

377 宮崎きのこ園 宮崎市
西米良村の遊休工場の有効利用による新たなきく

らげ菌床の開発と地域ブランド化
平成23年11月21日 3 電話番号：0985-86-2566

378 有限会社ユー 日南市 ラックジョバーを活用した多店舗展開 平成23年11月28日 5 電話番号：0987-72-4245

電話番号：0985-31-4563

http://www.td-sys.com/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0982-33-3943

http://www.naka-zono.co.jp/（外部

サイトへリンク）

367 株式会社島電工 宮崎市
レーシングカー用の自動車部品販売を行なうネッ

トプロショップの運営
平成23年9月13日 3

368
異種工芸家がコラボレーションした商品開発と販

売活動
平成23年10月12日 3

LEVELINDIGO 三股町

けいかお 都城市

三股焼紫麓窯 三股町

373 有限会社ファースト 西都市
塗装作業の安全性・効率性に役立つ機具の開発、

販売
平成23年11月7 3

371 株式会社宮防 宮崎市
畜舎等への薄型太陽電池設置と遮熱工事等による

クールルーフの推進
平成23年10月31 4

375 有限会社安中工業 宮崎市

民間救急サービスを通じて医療と介護と福祉を繋

げる架け橋になるための各種サービスの提供及び

ネットワークの構築

平成23年11月7日 5

374 有限会社阿部電工 宮崎市
『畜舎等の外周消毒と畜舎内の冷房が自動で行え

る節電型の簡易ミスト散布システムの開発販売』
平成23年11月7日 3

376 株式会社マエノ 都城市
新技術による椎茸の高付加価値生産システムの開

発と生産
平成23年11月21 3

379 株式会社ティーディエス 宮崎市
営業やITが苦手な職人のための営業ツールの作成

及び生活者とのマッチング支援
平成23年12月6日 4

380 株式会社中園工業所 延岡市
3次元レーザー加工機導入による、生産効率の向

上と新規業界の顧客獲得
平成23年12月9日 5
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電話番号：0986-33-1226

http://gamakoan.jp/（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0982-74-8234

http://takeogumi.co.jp/（外部サイ

トへリンク）

http://rhiwato.web.fc2.com/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-86-2091

http://www.m-kankyo

-kanri.jp/（外部サイトへリンク）

384 蔵原センター 都城市 洋菓子を使ったハンバーガー等の新商品の開発 平成24年1月4日 4 電話番号：0986-22-8330

電話番号：0985-78-1869

http://www.yosino-d.com/

index.htm（外部サイトへリンク）

386 西村農園 三股町

効率的な生産体制の確立によるゴマの増産と小

売、廃棄処分しているゴマ幼苗を使った加工品開

発と販売

平成24年1月23日 4 電話番号：0986-52-1680

電話番号：0985-71-3244

http://www.pop-mix.jp/（外部サイ

トへリンク）

388 有限会社小八重電装 宮崎市
独自のアイデアを活かし、日常の不便さを改善さ

せた日用雑貨の生産・販売
平成24年2月20日 5 電話番号：0985-73-5543

電話番号：0985-85-1414

/http://www.ishiza

kamura.jp/index.php（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0985-20-4210

http://www.shift-net.co.jp/（外部

サイトへリンク）

391 株式会社吉本岩切 宮崎市

園児の知力・体力・感性を育む、個々の園の特性

に合ったオーダーメイド園庭づくりの企画販売事

業

平成24年3月12日 3 電話番号：0985-52-5700

392 小河写真工房 西米良村

西米良村にこだわった写真家小河孝浩と西米良村

の自然を地域資源として組み合せて活用した写真

教室の開催

平成24年3月16日 3 電話番号：0983-41-4186

381 がまこう庵 都城市
都城産そば粉・そばの葉を利用した加工品製造・

販売
平成23年12月9日 5

5

389 合資会社石坂村地鶏牧場 宮崎市
みやざき地頭鶏の内臓を使用した新商品及びみや

ざき地頭鶏全部位を使用した新グルメ商品開発
平成24年2月28日 5

382 株式会社竹尾組 高千穂町
岩戸地区の地域資源を活用した新たな滞在型観光

事業の展開
平成23年12月20日 3

383 株式会社南九州環境管理 宮崎市

特殊作業車の活用と塗装・フィルム施工等による

一般住宅等への総合リフォームサービスの提供と

販売

平成23年12月28日 3

390 株式会社シフト 宮崎市
中小企業の台湾・中国ビジネス展開におけるワン

ストップサービス
平成24年3月12日

385 株式会社吉野土木 国富町

木くずの産業廃棄物の再生利用によるブルーベ

リー栽培の関連資材とブルーベリー葉等の加工食

品の製造・販売

平成24年1月23日 5

387 有限会社ポップミックス 宮崎市
ビジネス支援ツール「クラウド型作業状況進捗確

認システム」の開発
平成24年2月8日 3
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