
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）

291 有限会社ふじ建 都城市
居宅介護の軽減化を図った介護ハウスの施工販売

及びワンストップサービスの展開
平成22年4月14日 4 電話番号：0986-62-5175

電話番号：0985-71-2078

http://www.crtv-m.com/（外部サイ

トへリンク）

293 株式会社グレース 延岡市

エステ役務の前受金システムから月々の定額制シ

ステムへの変更及びスクール事業でのコンソーシ

アム化

平成22年4月16日 4 電話番号：0982-26-2561

電話番号：0985-24-1855

http://www.kenmac3.co.jp/

index.html（外部サイトへリンク）

電話番号：0983-27-3513

http://www.aliment

-milk.co.jp/（外部サイトへリンク）

電話番号：0982-73-2228

http://www.otaniya.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-85-2194

http://www.e-ishiya.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0983-43-0243

http://www.kimono-ichihara.co.jp/

（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-69-0009

http://goe.miyachan.cc/（外部サイ

トへリンク）

302 有限会社釘田電機商会 都城市
「地元工務店と連携して顧客と電気店が一緒に創

る高付加価値リフォーム」
平成22年8月11日 5 電話番号：0986-37-1121

電話番号：0984-44-0023

http://www6.ocn.ne.jp/~w-

stone/index.htm（外部サイトへリ

ンク）

306 カードル 宮崎市
「宮崎発オリジナル新ブランドの浸透を目的とし

た、全国セレクトショップ向け卸売事業の展開」
平成22年9月13日 3 電話番号：0985-23-6766

電話番号：0987-27-0484

http://www.kokkoya

-kuma.com/（外部サイトへリン

ク）

308 株式会社メタル・テクノ 都城市 「省エネ型の熱交換装置の研究開発及び販売」 平成22年9月22日 4 電話番号：0986-64-3101

電話番号：0986-64-2017

http://www.kakashitei.jp/（外部サ

イトへリンク）

295 アリマン乳業有限会社 川南町
ホエー（乳清）を原材料としてジャムの製造・販

売
平成22年4月26日 5

292
株式会社クリエイティブ

マシン
宮崎市

機械設計ソフト（3次元CAD）のカスタマイズ・

開発・販売・サポート
平成22年4月14日 5

294 株式会社ケンマック 宮崎市
民生向け、DVD・BD用小型軽量研磨機及び研磨

手法の開発販売
平成22年4月16日 5

296 おたに家株式会社 高千穂町
自社栽培のハトムギを利用した「高千穂健康茶」

の商品化
平成22年5月7日 5

297 有限会社高福 宮崎市

お墓の価値を高めるデザイン性・安全性を追求し

たトータルコーディネート提案販売システムの構

築による高福ブランドの確立

平成22年6月11日 3

309 株式会社かかし亭 都城市
「植物工場での新たな自家製食材の生産と新たな

事業活動の展開」
平成22年9月22日 5

303 西諸石匠 小林市
「ストーンライフスタイル提案のための商品開発

と販売」
平成22年8月19日 5
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300 （合）市原呉服店 西都市
地元西都の素材を活かした"都萬染め"の開発及び

販売
平成22年7月9日 3

301
ALLファッション＆アー

ト研究所
宮崎市

「生活者のファッションスキル向上とファッショ

ンビジネスの支援を目的としたスクール事業の展

開」

平成22年8月9日 3

307 株式会社熊田原工務店 日南市
「ニラ鶏飼育リサイクルシステムの確立及び肥料

の販売」
平成22年9月14日 5
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310 こびき亭 日向市
「東郷町の食文化を伝承する郷土料理の提供及び

地域産物を原材料とした特産品の製造・販売」
平成22年9月28日 4 電話番号：0982-69-3505

311 花牟礼鉄工所 高原町
「牛削蹄枠とスタンチョンによる畜産農家へのコ

スト削減と安定飼育の提案」
平成22年10月18日 4 電話番号：0984-42-2957

312 有限会社一政設備 宮崎市

「法人営繕部門等の業務をDIYサポートサービス

によってワンストップで行なうサービス事業の展

開」

平成22年10月19日 3 電話番号：0985-53-4884

電話番号：0985-36-6850

http://nirinsya.net/（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0985-22-9500

http://www.e-aoba.co.jp/

index.html（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-27-8899

http://www.sis8899.com/（外部サ

イトへリンク）

317 浜畑産業有限会社 都城市
「ヒノキ材の柾目模様を活かした安価なフローリ

ング集成材の開発と販売」
平成22年11月9日 3 電話番号：0986-47-1544

318 中霧陶苑 都城市
「県産の粘土とボラ土を利用した多孔質で軽量、

排水性と通気性に優れた新たな商品開発」
平成22年11月10日 5 電話番号：0986-64-0448

電話番号：0985-36-8035

http://www.hamayuu.com/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0986-22-0001

http://kakizonofireworks.com/（外

部サイトへリンク）

321 竹本商店 日南市
「近隣型スーパーから移動式海鮮屋台への業態転

換」
平成22年11月29日 3 電話番号：0987-64-0245

322 有限会社わにつか農園 宮崎市

「耕作放棄地を土壌浄化し、その農場から生産す

る農産物を活用した農業サプライチェーンの構築

と新商品開発（入浴剤、学校給食用食材）」

平成22年12月17日 3 電話番号：0985-55-7020

電話番号：0982-63-7706

http://www.create-m.co.jp/（外部

サイトへリンク）

324
ブルーベリー農園きやん

せ都城
都城市

杉バークを大量に使用した栽培方法による良質ブ

ルーベリーの生産と販売、生産コストの低減化
平成23年1月5日 5 電話番号：0986-58-5488

電話番号：0986-52-4521

http://www.kamio

kisangyo.com/（外部サイトへリン

ク）

電話番号：0982-34-8228

http://www.hanabisi.co.jp/（外部サ

イトへリンク）

327 株式会社新宮ハイテック 宮崎市 低コストな高性能養殖池浄化装置の生産・販売 平成23年1月17日 5 電話番号：0985-73-2769

328 美味製作所守破離 小林市

「ポストハーベスト（収穫後の作物に使用する殺

虫剤、防かび剤問題）に対応した国産小麦100％

の麺やアレルギー対応の麺の開発、介護食向け麺

の開発と販売」

平成23年1月13日 5 電話番号：0984-22-1055

315 株式会社エスアイエス 宮崎市
「デジタルサイネージと他の広告媒体を組み合わ

せた広告ツールの開発とサービス事業の展開」
平成22年11月1日 3

314 株式会社AOBA 宮崎市

「地域生活者の日常的ストレスを軽減し、既存事

業（整骨院）の認知度・信頼性を高めるためのス

トレッチ教室の展開」

平成22年10月29日 3

323 株式会社クリエート 門川町
家畜毎の飼養衛生管理情報を履歴として残すト

レーサビリテイシステムの開発及び販売
平成23年1月4日 3

319
株式会社はまゆう環境開

発
宮崎市

「農商工業者との連携による安心安全な施設の提

供」
平成22年11月19日 5

320 有限会社柿薗花火 都城市
「花火を利用したメモリアル演出の確立とその販

売」
平成22年11月24日 4

326
株式会社花菱塗装技研工

業
延岡市

独自のノウハウを取り入れた塗装システムの開発

ならびに新製品の提供
平成23年1月12日 5

325 株式会社上沖産業 三股町
「万能おかず」シリーズのブランド化を目指した

新商品開発と販売戦略の実施
平成23年1月4日 3

313 デザイン工房二輪舎 国富町

「小規模家具工房が取り組む多様な業者と連携し

た各種販売チャンネルに対応する新商品開発と新

たな販売手法の確立」

平成22年10月26日 4
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329 有限会社イトー 宮崎市

建築・運営コストの削減及び作物の生産性向上を

目的とした、宮崎県産の杉材を活用する自社オリ

ジナル木造園芸ハウスの企画・開発及び販売

平成23年1月24日 5 電話番号：0985-28-4140

電話番号：0983-32-6007

http://www.ww-trade.jp/material/

331 株式会社響 宮崎市
宮崎県産鶏むね肉、ささ身を活用した加工食品の

開発・製造及び販売
平成23年1月4日 3 電話番号：0985-52-6181

332
合資会社ケイアイコーポ

レーション
都城市 地頭鶏の新たな加工食品の開発と販売 平成23年1月20日 5 電話番号：0986-64-2758

333 有限会社日向栄進産業 宮崎市
特殊解体工事専用積算ソフトの開発・販売及びそ

のマニュアル化
平成23年1月31日 5 電話番号：0985-71-3145

電話番号：0986-57-3007

http://www.btvm

.ne.jp/~milk/（外部サイトへリン

ク）

電話番号：0984-23-5357

http://daiwafarm.net/（外部サイト

へリンク）

336 有限会社アート設備 宮崎市
個人家庭の風呂残水を有効活用するシステムの開

発と販売
平成23年2月9日 3 電話番号：0985-20-7672

電話番号：0985-36-3361

http://toukaizouen.com/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0985-64-8648

http://www.paletteribbon.jp/（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-75-8005

http://cmyk.sakura.ne.jp/

ichigoichie/（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-20-8820

http://www.kodama

-de-kirei.co.jp/（外部サイトへリン

ク）

341 遠目塚木材工業株式会社 えびの市
「県産スギ材による輸送用木製パレット資材の量

産体制の確立と本格的販売への取組」
平成23年3月4日 5 電話番号：0984-33-0905

342 有限会社なかむら家 延岡市
新たなる宮崎グルメ商品の開発とイベント等によ

る全国展開
平成23年3月7日 3 電話番号：0982-21-2278

343 株式会社カイホウ 延岡市
「機能訓練を重視したデイサービス事業のフラン

チャイズ展開」
平成23年3月7日 3 電話番号：0982-28-0055

344 株式会社友建 新富町
「廃油リサイクルの取り組みと省エネボイラーの

販売・据付」
平成23年3月7日 4 電話番号：0983-33-6625

電話番号：0985-32-2252

http://www.wagonoffice.co.jp/（外

部サイトへリンク）

346 かぐら家 宮崎市

福祉施設及び医療機関等との連携を基に、宮崎の

食材をふんだんに使った新たなメニュー開発・提

供による医食同源事業の展開

平成23年3月14日 3 電話番号：0985-29-5541

335 有限会社ダイワファーム 小林市 ワイン粕を利用したチーズ商品の開発 平成23年2月1日 4

330
ワールドワイドトレード

株式会社
西都市

家畜伝染病（口蹄疫）の防疫対策のための備蓄資

材の新商品開発及び販売
平成23年1月26日 3

334 中西牧場 都城市
自家製生乳を活用した乳製品の新商品開発及び販

売
平成23年1月20日 4

4

337 東海造園土木株式会社 宮崎市 （非公表） 平成23年2月9日 5

338 PaletteRibbon 宮崎市 リボン製作キットとDVD販売 平成23年2月22日 5

340 有限会社カレン商事 宮崎市

スクールとビジネスインキュベーションによる新

たな市場開拓及び女性を中心とした個人または在

宅起業による有効的な社会進出と社会貢献

平成23年2月25日 3

345 株式会社ワゴン 宮崎市

「28歳独身男女のライフスタイル提案」に焦点

をあてた、自社保有の商業ビルに関するテナント

リーシング（誘致）及びテナントプロデュース

（運営補助）事業への進出」

平成23年3月10日 4

339 有限会社一期一会 国富町

複数の介護施設が連携した総合相談窓口のケアマ

ネステーションの設立を中心とした高齢者向けの

総合サービスの提供

平成23年2月23日
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電話番号：0982-34-2252

http://www.shiroya

mafuton.com/（外部サイトへリン

ク）

電話番号：0984-22-5151

http://www.ikoinoie.jp/（外部サイ

トへリンク）

電話番号：0982-63-1032

http://www.maruboshi.jp/（外部サ

イトへリンク）

348 株式会社いこいの家 小林市 「チョウザメエキスを使った新商品の開発」 平成23年3月17日 3

347 城山ふとん店 延岡市
「ブライダル寝具から始まるライフサイクルにあ

わせた寝具提案」
平成23年3月17日 3

350 株式会社水永水産 門川町
宮崎県産銘柄鶏等を使った宮崎焼酎もろみ漬け発

酵食品の開発と販売
平成23年3月29日 3
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