
経営革新計画承認企業一覧（Ｈ３１．３月承認分）

年度 会社名 電話番号 業種 経営革新計画の概要 代表者の役職・氏名住所

30年度 株式会社トライアクシス 大分市 横瀬710-35 097-560-2433 卸売業 ＴＢ-ＣＯＡＴ海外向け改良版の販売 代表取締役 山先　浩雅

30年度 有限会社姫の園 大分市 末広町2丁目5番12号 097-532-3470 卸売・小売業
香り豊かなオリジナルノンカフェインコーヒー　「コーヒー風焙煎　黒豆玄米カフェ」の開発と販
路拡大

代表取締役　 姫野　孝夫

30年度 有限会社アド・ビート 大分市 賀来北2丁目7番26号 097-549-3800 製造業 「オリジナリティの高いカーラッピング広告」の製作 代表取締役　 飯田　健司

30年度 有限会社片山工業 大分市 向原西2丁目8-24 097-551-3442 建設業
新工場建設と設備導入による、顧客の問題を解決し、受注力を上げる提案型営業に向けた
取り組み

代表取締役　 片山　悟

30年度 Gift ＆　Flower　サラダ館中央町店 津久見市 中央町24-14 0972-82-6487 小売業 生花とセットの葬儀用・盆用盛りかごの開発・販売 代表　 植田　周吏

30年度 藤原吉福堂 玖珠町 大字帆足267 0973-72-0277 製造業 地元の事業者同士でのコラボレーションによる「観光客向け商品」の開発 代表　 藤原　史幸

30年度 株式会社村ネットワーク 豊後大野市 大野町田中字永田43番地12 0974-24-5556 製造業
子どもとママの楽しい食生活を提供する無添加野菜顆粒「ＶＥＧＥ　ＭＡＲＩ」とアルファ化粉末
「Ｆｏｒ　ＢＡＢＹ」の展開

代表取締役　 小原　秀樹

30年度 SIC合同会社 別府市 大字鶴見3611番地の1 0977-76-8930 医療・福祉 就労継続支援事業所と発注企業のニーズをマッチングするコネクトコンサルタント事業 代表社員　 杉本　孝生

30年度 株式会社医療IT研究所 大分市 賀来北3丁目4番3号 097-548-7110 情報通信業 介護現場の負担減に貢献！！おむつレスパッケージソフトの販売 代表取締役　 新村　武彦

30年度 合同会社新栄丸 佐伯市 大字片神浦376番地2 0972-20-0053 漁業 自社生産養殖真カキ「Islandoyster」のブランド確立と生産数量大分県１の実現 代表社員　 宮本　新一

30年度 TOMO Clover 大久保食堂 大分市 府内町1丁目4番22号 おかべ１２ビル 097-578-8089 飲食業 「フランコ・オオイタ」〜フランスの本物伝承プロジェクト〜 代表　 大久保　智尚

30年度 合同会社コモンセンス 大分市 長浜町2丁目13-51　津田ビル2階 097-529-7430 サービス業 お母さんを軸とした家族顧客プログラム 代表社員　 山村　剛司

30年度 有限会社フードスタッフ 由布市 湯布院町川北字深山1757-7 0977-28-2121 卸売業 ギフト産業への参入とアイスタルトケーキ（『ゆふいんここる』）の開発 代表取締役　 河越　祐人

30年度 ウエディングカフェ　アンジェリカ 大分市 下郡670-34 090-9581-6127 サービス業 家族旅行+結婚式『ゆとりっぷウェディング』で大分の魅力を全国へ！ 代表　 森迫　智子

30年度 ワークショップ工房 大分市 中判田2118-1 090-6425-8625 教育・学習支援業 「楽しく学ぶ」「もっと知りたい」成功体験プログラミングの場を提供 代表　 竹林　みか

30年度 シェアードクリエイション株式会社 大分市
金池南1-5-1　J:comホルトホール大分　産
業活性プラザA-3

097-594-1212 サービス業
地域資源を活用した、「自分たちらしさ」「大分らしさ」を叶える「大分かぼすウェディング」サー
ビスの展開

代表取締役　 志賀　飛太

30年度 株式会社九大技建 由布市 庄内町柿原236番地 097-582-3588 製造業 社内コミュニケーションツール「KiraPo」の外販化 代表取締役　 浅田　潤

30年度 株式会社耶馬渓ライフ 中津市 耶馬渓町大字宮園32-1 0979-54-2002 卸売業 耶馬溪産はちみつを全国へ！「YABAKEY HONEY SPREAD」の販路開拓事業 代表取締役　 川原　修幸

30年度 ストラクトデザイン 別府市 内竃7-1 090-7534-3354 サービス業 特殊印刷で新たな印刷領域を切り開く 代表　 右田　由高

30年度 株式会社さかもと 大分市 日吉町16-6 097-558-8032 サービス業 様々なものに転写できる技術を活かした“複写プラス１”による新商品の展開 代表　 坂本　憲治

30年度 有限会社大分エコークリーニング 大分市 横瀬1997-1 097-541-3642 サービス業 クリーニングの24時間預かりサービス導入による顧客利便性の向上 代表取締役　 工藤　陽生

30年度 有限会社阿南忍製材所 竹田市 神原390番地1 0974-67-2708 製造業 植林から製材まで！！地元木材の総合サービスとしての事業展開 代表取締役　 阿南　誠治

30年度 KAMIKA 大分市 宮崎1107 090-4512-8690 製造業 ハンドメイドをビジネスに！百人百紙パーソナルブランド名刺入れコンサルティング事業 代表　 後藤　美佳

30年度 合同会社ユー・ティー企画 宇佐市 大字中原186-2 0978-25-8611 製造業
新しい命を迎える母のための晴れ着「hahagi」～妊婦にも助産師にも使いやすい機能的な分
娩衣～

代表社員　 宇留嶋　美弥

30年度 株式会社デンケン 由布市 挾間町鬼崎688-2 097-583-5535 製造業 医療機器の新製品開発と販路拡大の取組 代表取締役　 石井　源太

30年度 株式会社亀八寿司 佐伯市 中村南町7番12号 0972-22-5818 飲食業 インバウンド客向け体験型企画の実施による誘客の取組 代表取締役　 戸髙　秀世

30年度
ロイヤルクリーナー株式会社リファイン
大分

豊後大野市 犬飼町下津尾10番地 097-579-7455 サービス業 シーツ投入機導入に伴う作業の効率化によるインバウンド宿泊客への対応力強化 代表取締役　 宮迫　賢太郎

30年度 合同会社アンドー 竹田市 大字穴井迫637番地 0974-64-9050 サービス業 マグネットシートを使用した名刺による広告媒体事業の展開 代表社員　 安藤　孝敏

30年度 別府速見自動車整備協業組合 日出町 大字藤原字御屋敷1258番地 0977-72-2172 サービス業
協業組合随一の先進安全自動車向け設備導入をふまえた「組合員」（加入事業者）向け専門
的付加価値ｻｰﾋﾞｽの提供

代表理事　 尾倉　重貴

30年度 有限会社中野酒造 杵築市 大字南杵築2487-1 0978-62-2109 製造業 季節限定酒等による「ちえびじん」ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ確立による国内外販路開拓 代表取締役　 中野　淳之

30年度 株式会社コンクリート・ショップ 大分市 東津留1丁目5番1号 090-8510-9635 小売業 ネットショップ開設による一般向けコンクリート商品販売 代表取締役　 池永　征司

＊計画概要等の公表を希望していない企業等は除く。


