
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：0982-72-3456

http://sugimoto.co

589
株式会社エヌ・アイ・
ティコーポレーション

延岡市 フェーズドアレイ超音波探傷法による事業展開 平成30年4月18日 5 電話番号：0982-33-1450

電話番号：0983-32-2551

https://www.shinsei-miyazaki.co.jp

電話番号：0982-52-7215

https://www.hn-t.co.jp

電話番号：0983-43-0445

http://okuguchi.jp/

電話番号：0986-22-0241

http://www.hayakawa-sm.co.jp/

電話番号：0985-75-8281

http://www.olympia-burner.co.jp/

595
有限会社はたやリネン

リース
延岡市

リネンサプライ技術を生かしたアレルGプラス仕
様の布団レンタルサービス導入による販路拡大

平成30年6月1日 3年 電話番号：0982-33-2069

電話番号：0985-86-0006

www.hinatazuke.co.jp

電話番号：0982-39-0090

https://hideji-beer.jp/

電話番号：0982-46-3435

http://www.moritakegumi.co.jp

電話番号：0986-64-2287

http://www.nanken-kogyo.com/

電話番号：0982-52-3275

http://sushigen.kenpokucode.com

電話番号：0985-35-7851

https://www.ekjs.jp/pages/compa
ny.html

電話番号：0985-86-0292

http://www.sun-setubi.jp

603 鈴之家旅館 日南市
目井津港で水揚げされる鮮魚を活用した新商品の

開発及び販売
平成30年6月20日 5年 電話番号：0987-64-0015

電話番号：0987-22-3316

http://naochan.jp

平成30年4月19日 5

木城町

日向市

一貫生産体制の構築による経営体質強化 平成30年4月19日

594
九州オリンピア工業株式

会社
国富町

596 道本食品株式会社 宮崎市

平成30年度宮崎県経営革新計画承認企業一覧

588 株式会社杉本商店 高千穂町
循環型生産の支援による差別化及び域外販売の強

化による付加価値向上
平成30年4月9日 5

5年

5年

ベンディングマシン導入による新商品開発（電極
乾燥装置等）及び生産性の向上

平成30年5月25日 5年

590 株式会社新生工業

591 株式会社日向中島鉄工所

5

自社で開発を進めている機械・装置及び設計から
製造・据付までを統合管理し、生産性と付加価値
の向上を実現するコンピューター統合生産システ

ムの構築

592 有限会社奥口商店 西都市
宮崎の地域資源を生かしたレンタサイクルツアー

システムの開発及び事業化
平成30年4月26日

593
早川しょうゆみそ株式会

社
都城市

製造ラインの強化による小型製品の生産性向上計
画

平成30年5月2日

安全・安心な食品づくりの事業化 非公開
非公
開

597
宮崎ひでじビール株式会

社
延岡市

PET容器を活用した九州産クラフトビールの開発
及び販路開拓

平成30年6月1日 5年

延岡市
ICT測量技術導入による技術競争力・生産性の向

上及び受注枠の拡大
平成30年6月4日 5年

599 有限会社南建興業 都城市
焼成によって製造される殺菌ボラ土の生産による

販路拡大事業
平成30年6月4日 3年

598 株式会社盛武組

5年602 株式会社サン設備 宮崎市
配管支持架台の内製化に伴う工事コストの削減に

よる受注拡大
平成30年6月14日

日向市
最新冷凍設備の導入による労働時間の平準化及び
冷凍技術を利用した商品開発による販路拡大事業

平成30年6月8日 3年

601
株式会社教育情報サービ

ス
宮崎市

グローバルビジネスに必要な「数字力」を「英語
で学ぶ」eラーニングの構築

平成30年6月13日 5年

600 有限会社すし源

4年604
有限会社直ちゃんラーメ

ン
日南市

「広島カープ公認オリジナルレンゲ」と「自社製
ラーメン」をセットにした新商品の開発による生

産性の向上と販路の拡大
平成30年6月26日
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電話番号：0985-64-5399

https://onestep-miyazaki.com/

電話番号：080-5274-1870

 https://studiodotak.wordpress.com/

607 合同会社安徳産機 日南市
同業種等との連携による新しいビジネスモデルの

構築
平成30年7月20日 5年 電話番号：0987-23-1533

電話番号：0982-33-2141

http://kisanuki.co.jp/

電話番号：0985-30-3138

http://www.kksupport.co.jp/

610 大堂津ドック 日南市
遊漁船レンタル等の新たな個人向けマリン・レ

ジャーサービス事業の展開
平成30年8月9日 3年 電話番号：0987-27-1169

611 株式会社中村食肉 三股町
「宮崎県産牛の味噌だれ漬け商品」の開発及び
「地産地消の素材とオリジナルたれを利用した

セット商品」のブランド化
平成30年8月14日

非公
開

電話番号：0986-52-2929

612 株式会社川北製麺 串間市
串間産さつまいもをブレンドした「ご当地芋麺」

の製造販売による販路開拓
平成30年9月6日 5年 電話番号：0987-72-0184

電話番号：0985-25-2901

singaki-meat.jp

614
有限会社平井オートサー

ビス
宮崎市

新たなAI型車検ラインシステムの構築によるお客
様満足度向上及び販売促進事業

平成30年10月30日 5年 電話番号：0985-37-1126

電話番号：0985-82-4400

https://www.fukabe-egg.jp/

616 村田靴店 高鍋町
専用機械を使用した安価な靴・鞄修理サービスの

提供
平成30年11月5日 3年 電話番号：0983-23-0420

電話番号：0985-55-0723

http://makino-den.com/

618 株式会社トーエン 宮崎市
GPSを使った座標変位測定装置の活用による、斜
面崩落の兆候を早期に感知するシステムの開発及

びシステムにより収集した斜面情報の提供
平成31年1月24日 5年 電話番号：080-3183-0070

619 写真工房マリンフォト 宮崎市
使い捨てインスタントカメラを使った新たなサー

ビス事業の展開
平成31年2月26日 3年 電話番号：0985-51-3866

電話番号：0982-52-8504

marumitsu-s.co.jp

621 有限会社スギモト 日南市
新サービス「ツケといて（業務用文房具の後払い

サービス）」及び「ATTA（置き型文具サービ
ス）」の展開

平成31年3月6日 5年 電話番号：0987-23-9076

605 株式会社ワン・ステップ 宮崎市
セミオーダー型オリジナルエア遊具ゲームの製作

事業
平成30年7月3日 5年

5年

608 株式会社キサヌキ 延岡市
工程の前さばき部分のライン拡充による別注品の

大量生産体制の確立
平成30年7月23日 5年

606 海の倭 西都市
小規模有機野菜生産設備パッケージ商品「野菜工

場キット」の開発
平成30年7月13日

5年

613 有限会社新垣ミート 宮崎市 HACCP認証設備による熱加工食品の製造販売 平成30年9月12日 5年

609
株式会社九州建設サポー

ト
宮崎市 建設産業向けのICT技術を利用した新商品の開発 平成30年8月1日

3年620 有限会社丸満産業 日向市
建築資材店版の御用聞き・即納サービス「つんど

るカープロジェクト」の展開
平成31年3月1日

4年

617 株式会社牧野電設 宮崎市
介護福祉向けの見守りを行う防犯カメラシステム

の開発と販路開拓事業
平成30年11月19日 3年

615 株式会社フカベエッグ 宮崎市
高付加価値「卵」の開発・生産と機器導入による

新たな生産販売体制の確立
平成30年10月30日
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