
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）

239 株式会社三共 小林市水流迫
顧客ニーズにフレキシブルに対応できる木質ペ

レット生産システムの開発及び製造販売
平成21年4月30日 5 電話番号：0984-21-6123

電話番号：0986-25-9881

http://ppm.name/（外部サイトへリ

ンク）

241
有限会社シー・イー・エ

ム
日之影町大字七折 自社発電所の建設による売電事業への参入 平成21年5月19日 5 電話番号：0982-72-8020

242 有限会社キャリエール 宮崎市小松
パーソナル・ヘルスケアコーディネート機能を発

揮できる新たなサービスの開発および展開
平成21年7月15日 4 電話番号：0985-48-1140

電話番号：0985-29-3303

http://masuju.com/（外部サイトへ

リンク）

http://ending-support.com/（外部

サイトへリンク）

244 久保脇木材 えびの市大字前田
木造軸組ブロック工法による高品質超長期住宅の

開発
平成21年7月17日 5 電話番号：0984-33-0510

245 井戸内養鱒場 西米良村大字村所
独自品種「西米良サーモン」を原材料とした新商

品「西米良スモークサーモン」の製造及び販売
平成21年7月28日 5 電話番号：0983-36-1673

247 有限会社ファームズ 綾町大字入野
発酵技術を応用した新商品開発及びインターネッ

ト販売
平成21年9月9日 3 電話番号：0985-77-3331

電話番号：0985-82-8282

http://hi-fresh.net/（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0986-57-3969

http://hyugagiken.pv

.land.to/index.html（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0985-75-1588

http://www12.ocn.ne.jp/

~hitotuba/（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-77-0208

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

45/4538310001/index.htm（外部サ

イトへリンク）

253 有限会社プロシード 宮崎市京塚町 携帯端末に特化した周辺機器の開発及び販売 平成21年11月11日 3 電話番号：0985-63-2020

254 上石ガーデン 三股町大字樺山 テラス用竿受け具の開発・販売 平成21年11月16日 5 電話番号：0986-51-2274

255 田舎とうふ 都城市山田町
地元（都城地域）産の青大豆を活用したスウィー

ツ豆腐と揚げ菓子の開発、製造、販売
平成21年12月14日 3 電話番号：0986-64-0740

256 有限会社稲元塗装 都城市山田町

人が無駄にしている時間、有閑資材等を効果的に

マッチングさせ、塗装技術を活かした洗車サービ

ス及び携帯電話による資材・機材等の情報共有シ

ステム事業による新役務の開発・提供

平成21年12月16日 5 電話番号：0986-64-1151

電話番号：0985-77-1291

http://yasoichi.jp/（外部サイトへリ

ンク）

電話番号：0984-35-0633

http://www.mamanokomori.com/

（外部サイトへリンク）

243 株式会社マスジュウ 宮崎市下北方町

葬儀後のエンディング・コンサルティング等をワ

ンストップで提供する新たな総合サービス事業の

展開

平成21年7月17日 4

240
パソコンプラザ都城株式

会社
都城市姫城町

統合化教務システムの開発・販売による新たな事

業活動の展開
平成21年5月18日 3

249 有限会社日向技研工業 都城市山之口町

廃棄性の高いバイオマスのリサイクルを高能率で

処理可能な「連続投入型高温攪拌処理装置」の開

発・販売並びに廃菌床リサイクルの事業化

平成21年9月30日 3

248 轟有限会社 宮崎市大字芳士 （非公表） （非公表）

（非

公

表）

252 ほりさんち 綾町大字南俣
綾町「自然生態系農業」で栽培された農産物を

使った加工品づくり
平成21年10月26日 5

250 一ツ葉焼き窯元 国富町大字深年 練り込み技法を使った新たな商品の生産及び販売 平成21年10月1日 4

258 有限会社えびの装飾 えびの市大字栗下
オリジナルデザインのクリスタル人形及び関連商

品（乳あめ）の商品化と販売
平成21年12月28日 3

257 陶房八十一 綾町大字入野
綾町の原材料を使った陶芸における地産地消シス

テムの構築
平成21年12月28日 5
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電話番号：0986-62-3278

http://morishigekasei.jp/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0982-67-5555

http://kachanmizu.com/（外部サイ

トへリンク）

261 有限会社曽地電機 宮崎市田野町 （非公表） 平成22年1月13日 4 電話番号：0985-86-3399

262 阪元醸造合名会社 日南市南郷町
地元（旧南郷町）産品を利用したもろみをベース

にしたドレッシングの開発、製造、販売
平成22年1月29日 3 電話番号：0987-64-0021

電話番号：0985-31-4300

http://www.smile-c.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0986-29-1120

http://innocent-keter.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0983-32-4288

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

45/4540410252/index.htm（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0986-37-3187

http://www.eco-take.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0984-23-6151

http://www.kawako

densuisya.co.jp/（外部サイトへリ

ンク）

268 株式会社いずみ 小林市野尻町
地元のかくれた食材を使ったメニューと、それを

低価格（市価の8掛）で提供できる店
平成22年2月26日 3 電話番号：0984-44-0138

電話番号：0986-22-6740

http://coffeeyuzan.web

.fc2.com/index.html（外部サイトへ

リンク）

電話番号：0987-55-3694

http://www.takezo3.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0982-54-3800

http://www.mitsuishi.co.jp/（外部

サイトへリンク）

0985-82-1087

http://www.miya-shoko.or.jp/

takaoka/tokusan/

odayusi/odayushi.htm（外部サイト

へリンク）

273 株式会社ヤマグチ 小林市

地方自治体の水道本管や簡易水道本管、企業や市

民敷地内給水・給油配管の漏水個所及び地方自治

体の下水道本管・農業集落排水本管、企業や市民

の敷地内配水管詰等の『ブラインドサービス』の

実施

平成22年3月9日 3 電話番号：0984-23-2824

260 有限会社代建 椎葉村大字不土野
ひえつきの里椎葉の天然水「母ちゃ～ん水」宅配

事業の展開
平成22年1月12日 3

259 森重化成 都城市高崎町
防水工事業として培ったFRP加工技術を活かした

ドレンやオーバーフローの新たな製造と販売
平成22年1月12日 5

264 株式会社イノセント 都城市山之口町
風力発電装置等企画提案型開発商品の輸入卸販売

による新商品の開発及び新たな販売方式の導入
平成22年2月2日 5

263
有限会社スマイルクリエ

イトカンパニー
宮崎市中央通

宮崎県産の美味しい鶏を素材としたこだわりの炭

焼丼の製造及び販売
平成22年1月29日 3

266 有限会社奥都工務店 都城市乙房町
竹林の整備・管理に貢献すると共に、肥料等自然

に優しい新商品「竹粉」の生産と販売
平成22年2月10日 4

265 船ヶ山サービスセンター 木城町大字椎木
自動車整備技術を活用した改良農機具の整備・販

売サービスの提供
平成22年2月8日 4

269 珈琲湧山 都城市広原町
地場産の規格外野菜を使ったアレンジコーヒーと

スイーツの開発、販売
平成22年2月26日 4

267 有限会社カワコ電水社 小林市真方 住まいの困ったことを解決する小売リフォーム業 平成22年2月18日 5

271 ミツイシ株式会社 日向市
地元素材（シイラ）を使った加工食品等の積極的

な販売展開による提案型企業改善
平成22年3月4日 5

270 原木しいたけ茸蔵 日南市北郷町
当事業所の原木椎茸を使った加工品シリーズの開

発
平成22年3月3日 3

272 小田油脂工業 宮崎市高岡町

古式製油方法を活用した自然循環型社会に繋がる

花の種から精製する新たな油・肥料の開発と販売

方法の導入

平成22年3月8日 4
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274 有限会社ユー 日南市

アパレル業界の競争時代に対応するための業種店

から業態店への変更による、商品とオペレーショ

ンモデルの確立事業

平成22年3月15日 3 電話番号：0987-22-5237

電話番号：0987-25-0318

http://www.arie3.com/（外部サイ

トへリンク）

276 合資会社クリエイト65 西都市
農作業の省力化並びに生産性向上を図る補助具の

開発又は生産
平成22年3がち15日 5 電話番号：0983-44-4158

電話番号：0982-46-3865

http://www.kitagawatansui.jp/（外

部サイトへリンク）

電話番号：0985-73-7761

http://kodawarinoie.com/（外部サ

イトへリンク）

電話番号：0985-85-5035

http://takumibito.com/（外部サイ

トへリンク）

280 有限会社谷山ガラス店 国富町
ガラス・サッシ修理を中心とした新たな顧客サー

ビスの提供
平成22年3月16日 5 電話番号：0985-75-2473

電話番号：0985-74-4950

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

45/453031S0007/index.htm（外部

サイトへリンク）

電話番号：0985-24-7463

http://www.hrdm.co.jp/

index.html（外部サイトへリンク）

電話番号：0982-33-2405

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

n-maeda/（外部サイトへリンク）

電話番号：0985-25-2215

http://www.ippei-sushi.com/（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）

電話番号：0986-38-1461

http://marutashouten.

sakura.ne.jp/（外部サイトへリン

ク）

電話番号：0986-51-4121

http://www.curryclub-ruu.jp/（外部

サイトへリンク）

290 株式会社よしおか自動車 延岡市

国家一級自動車整備資格を生かした同業者への高

度故障診断支援サービス及び、一般ユーザーへの

コンピュータ診断（トータル・カーコンディショ

ン・アドバイス）サービスの提供並びに、シル

バーカー販売、メンテナンス、レンタルによる地

域福祉へのサービスの提供

平成22年3月30日 5 電話番号：0982-34-1779

275 有限会社アリエ 日南市
住環境トータルコーディネートによる顧客の不満

足防止と早期吸い上げによる拡販システム
平成22年3月15日 3

278 株式会社粋の家 宮崎市

既存住宅の再利用（下取り・リユース古材・燃料

利用）による施主と環境への負担を軽減した新役

務の開発と提供

平成22年3月15日 3

277 北川淡水株式会社 延岡市北川町
自社生産鰻を使った新商品開発及び新たな販売

ルートの開拓
平成22年3月15日 5

281 有限会社川野工作所 宮崎市佐土原町

お酒等の付加価値を高める商品の開発・生産及び

その付帯商品の販売と新商品の価値を高めるため

の新たなサービスの提供

平成22年3月18日 5

279 有限会社浜砂住建 宮崎市清武町
室内空気環境を改善する建築材料の開発と究極の

健康住宅の研究による顧客サービスの取組み
平成22年3月16日 4

5

284
前田エンジニアリング株

式会社
延岡市

当社取扱い商品である産業機器分野に、新たに包

装資材分野を加え、食品工場・医療用具工場を新

規開拓する

平成22年3月24日 5

283 原田建設株式会社 宮崎市 解体革新をめざすエコリサイクル啓発事業 平成22年3月24日 5

288 カレー倶楽部ルウ 都城市

ご当地カレー（チキン南蛮カレー）を前面に押し

出した宮崎ブランドの向上による販路拡大を図

り、経営基盤強化を構築する

平成22年3月29日 5

287 有限会社丸田商店 都城市
既存店内に「家庭の食卓」をテーマにしたアット

ホームな雰囲気の定食屋を併設する
平成22年3月26日 5

286 水研テック株式会社 延岡市
水道から温泉を作る温泉化装置の製作販売と紙図

面の電子データ情報化サービスの提供
平成22年3月26日 5

285 有限会社一平 宮崎市
酢めしに合うマヨネーズ（一平の寿しマヨ）の開

発と販売
平成22年3月24日
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