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五十音 企業名 所在地 分野 業種 業務内容

ＡＪＳ㈱ 延岡市
ICT
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ･ｼｽﾃﾑ開発
ＴＩＳｲﾝﾃｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟの一員として「基幹システムの開発/保守/運用／コンサルティン
グ」「基幹系ﾃﾞｰﾀｰを活用する業務ｿﾘｭｰｿﾝ」｢ﾊﾟｯｹｰｼﾞ開発・販売」

㈱ＨＰＬＵＳＳＳＹＳＴＥＭ 新富町 商社 その他（電設資材総合卸売） トップリフトの卸売業、トップリフトパッケージ販売の企画・開発等

IHI汎用ボイラ　宮崎事務所 国富町 製造 ボイラー、温水器 汎用ボイラの設計・製造からメンティナンス・周辺機器販売の総合企業。IHIグループ

㈱JBマネジメントオフィス 延岡市 専門 コンサルタント フードプロセス　トータルコーディネーター

MARUEI　G.T㈱　　（旧五誠機器㈱） 宮崎市 商社 機械工具・部品　販売 各種工作機械の販売

㈱ＭＦＥ　ＨＩＭＵＫＡ 日向市 製造 産業用機械　設計・製作
産業用機械の製作・据付・保守、食品機械の設計・製作、自動化省力化機械の企
画・設計・製作

ＳＰＧテクノ㈱ 宮崎市 製造 化学工業 シラスポーラスグラスの応用製品開発

㈱ＴＡＮＩ 延岡市 製造 プラスチック成型・加工 樹脂製バルブ部品の機械加工。旭有機材㈱柵内協力企業

あ アース建設コンサルタント㈱ 宮崎市
建
築・
土木

土木測量設計･ｼｽﾃﾑ・工事 土木測量設計、集中豪雨予測システム、木工施工管理、各種調査・設計

アイ・ホーム㈱ 宮崎市
建
築・
土木

建設・建築 新築、注文住宅、リフォーム事業　宮崎で生まれ育ったハウスメーカー

㈱アシストユウ 宮崎市
ICT・
情報

ﾈｯﾄﾜｰｸ､ﾃﾞｰﾀｰｾﾝﾀｰ ネットワーク事業、サポート・トレ０ニング、CAD・CAM・CAE販売指導、運営

㈱アドヴァンスカワベ 延岡市
建築
土木

その他（鋼構造物） 建築工事、鋼構造物工事、環境プラント工事、機械器具設置・配管工事

赤江機械工業㈱ 綾町 製造 産業用機械　設計・製作 生コン処理機械・分級機等の開発、設計、製造

明石酒造㈱ えびの市 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造・販売

㈱アキタ製作所 日向市 製造 産業用機械　設計・製作
産業用機械の設計・製作・制御・据付、各種製缶・配管・機械加工、メンテナンス工
事

㈱あくがれ蒸留所 日向市 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造販売

旭化成アドバンス㈱南九州営業所 延岡市 商社 化学工業品販売 無機薬品、試薬、消費材（サランラップ等）を販売。旭化成グループ商社

旭化成アミダス㈱延岡支店 延岡市 人材 人事派遣 人材派遣、人材紹介、教育・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ、ＩＳＯ給与計算請負業

旭化成エンジニアリング㈱エンジニアリングセンター 延岡市
製造

プラント設計・施工
各種プラント設計・施工・土建工事、プラントメンテナンス＆設備診断、生産情報シス
テム構築

旭化成テクノシステム㈱延岡事業所 延岡市 環境 その他（監視機器） 半導体関連、開発支援をはじめ、環境監視機器

旭化成ネットワークス㈱ 延岡市
ICT
情報

ﾈｯﾄﾜｰｸ・ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ インターネットデータセンター事業

旭化成ファインケム㈱延岡製造所 延岡市 製造 化学工業 各種合繊用染色助材等

アサヒビール㈱宮崎支店 宮崎市 酒造 酒類製造・販売 酒類（製造）販売

旭化成マイクロシステム㈱延岡事業所 延岡市 製造 半導体 半導体集積回路製造

旭化成㈱延岡支社 延岡市 製造 化学工業 化学工業製品

旭鋼材工業㈱ 延岡市 製造 鋼材加工・販売 一般及び特殊鋼材の販売、加工

旭有機材㈱ 延岡市 製造 プラスチック成型・加工 プラスチックバルブ

㈱旭化成アビリティ　延岡営業所 延岡市 その他 サービス業 障がい者雇用特例子会社　印刷業務等の業務受託

朝日鉄工㈱日南出張所 日南市 製造 ﾌﾟﾗﾝﾄ設計・施工 配管工事、プラント設備工事

㈲旭ケミカル 延岡市 環境 廃棄物収集運搬・処分 プラント洗浄・各種工事、産業廃棄物収集運搬・処理

㈱有村鋼機商会 延岡市 商社 機械工具・部品販売 機械工具、配管機材、環境改善機器、荷役運搬機器等の専門商社

アルク化成㈱宮崎工場 宮崎市 製造 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形・加工 プラスチックフィルム

い ㈱イー・ディー・ジー 小林市 製造 金属加工 コネクター用金型部品、電子機器金型部品製造、彫刻文字加工などの部品加工

㈱イーテック　 宮崎市 製造 照明機器・太陽電池 LED照明のトータルプロデュース、地元企業への貢献

いちご特許事務所　宮崎オフィス 宮崎市 専門 弁理士 弁理士

池田印刷 宮崎市
ICT・
情報

印刷 印刷

㈱池上鉄工所 延岡市 製造 産業用機械　設計・製作 機械加工～製缶溶接・工事配管～組立仕上、自動化・省力化機器設備設計製作

㈱池上冷熱 延岡市 製造 冷凍・空調設備 冷凍空調設備設計施工、機械据付配管設備工事

伊勢化学工業㈱宮崎工場 宮崎市 製造 化学工業 ヨウ素、ヨウ素化合物、天然ガス

㈱一の瀬 延岡市 製造 プラスチック成型・加工 工業用プラスチック製品

㈲伊地知鉄工所 日南市 製造 機械加工部品 製缶、配管、ステンレス金物、手摺、コンベア製作、建築鉄骨工事等

井上酒造㈱ 日南市 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造・販売

う ㈱ウイルテック 延岡市 人材 人事派遣 製造請負/技術者派遣/人材派遣

㈱ウエキコーポレーション宮崎出張所 宮崎市 商社 化学工業品　販売 ガス供給、エンジニアリング＆サポート、ガス機器の販売

雲海酒造㈱ 宮崎市 酒造 酒類製造・販売 酒類製造・販売

え ㈱エコ・リサイクルセンター 延岡市 環境 廃棄物収集運搬・処分
中間処理（破砕、焼却）、最終処分（安定型埋立）、収集運搬 、リサイクル製品の製
造販売、解体工事一式　等

㈱エコサイエンス 宮崎市 環境 その他（排水処理） 排水処理の設計、施工

衛藤法律特許事務所 宮崎市 専門 弁護士・弁理士 弁理士、弁護士

江藤酸素㈱ 延岡市 製造 その他（高圧ガス製造・販売） 各種高圧ガス・医療用酸素の製造販売。高圧ガスの供給設備の設計・施工等

ｱﾙﾌｧ
ﾍﾞｯﾄ



《五十音順別　つづき　：「お」～「し」》
五十音 企業名 所在地 分野 業種 業務内容

お 王子エンジニアリング㈱日南事業部 日南市 その他
工場設備の操業

（機械、電気、菅、鋼、他）

王子グループの工場設備の操業をを担うエンジニアリング企業として、総合的な技
術と経験を活かし、お客様の事業構築・ｓ津美計画・設計・調達・建設から総合支
援、メンテナンスまでトータルに最適化し幅広いニーズお応えします。

王子製紙㈱日南工場 日南市 紙 紙製品 洋紙製造

岡富鐵工㈲ 延岡市 製造 機械加工部品
精密機械部品加工、特殊溶接構造品、各種金属溶接、精密板金、精密レーザー切
断

か ㈱カシヤマ 延岡市
ICT
情報

OA通信機器・通信IT OA通信機器販売、通信・IT事業、DTP-WEB事業

㈱甲斐鐵工 延岡市
製造

産業用機械　設計・製作 回転機器のメンテナンスを主に、機械組み立て，裾付け、各種メタルの摺合わせ等

神楽酒造㈱ 高千穂町 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造販売

鹿島道路㈱宮崎営業所 宮崎市
建
築・
土木

その他（土木）
道路をはじめとした塗装関連工事、スポーツ施設建設
産業廃棄物のリサイクル事業

㈲亀山工業 延岡市 製造 プラスチック成型・加工
•プラスチック熱加工　　•プラスチック機械加工　　•アクリル装飾　　•プラント配管、メン
テ、据付、その他アッセンブリ

㈱川越本店 日南市
木工
業

木材・林業製品 木材商

㈱環境未来恒産 宮崎市 環境 廃棄物収集運搬・処分 産業廃棄物処理業

㈱元祖おび天本舗 日南市 食品 農畜海産物加工 水産物、練り製品　製造販売、飲食店

き ㈱岸田電業 延岡市 製造 電気計装機器 電気計装、防災設備設計

岸上冷蔵㈱ 延岡市  食品 冷凍食品 冷凍食品、営業倉庫、水産加工業

㈱九州コガネイ 都城市 製造 産業用機械　設計・製作 エアバルブ・センサスイッチの製造、部品加工、基板実装

九州日東精工㈱南九州営業所 宮崎市 商社 機械工具・部品　販売 各種の精密金属加工品等の提案型商社

九州北清㈱ 小林市  環境 廃棄物収集運搬・処分 産業廃棄物中間処理業、収集・運搬業

協和産業㈱ 延岡市
建築
土木

建設、建築 旭化成建材の商品を主軸とし、販売、設計、施工の建築工事

旭進興業㈱ 延岡市 製造 電気計装機器 電気計装、防災設備設計等、工業機器の販売・メンティナンス

㈱キヨモトテックイチ 日向市 製造 産業用機械　設計・製作
各種自動機械及び自動機械ソフトの設計、製作、据付、各種製缶機器設計、製作、
各種メンテナンス工事

㈱共立電機製作所 宮崎市 製造 配電盤、制御装置
配電盤・キュービクル・道路灯・ トンネル灯・公園灯・ソーラー街灯・バッテリー式投
光器・LED蛍光灯・高天井用照明・ 投光器など製造販売

京屋酒造㈲ 日南市 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造・販売

協同紙工㈱ 国富町 紙 紙製品 段ボール箱製造、販売

清本鐵工㈱ 延岡市 製造 産業用機械　設計・製作
圧力容器、発電用設備、小規模下水処理設備、橋梁及び鋼構造物、食品機械、環
境設備

霧島酒造㈱ 都城市 酒造 酒類製造・販売 酒類製造・販売

㈲輝龍 宮崎市 食品 健康（補助）食品
健康食品・原材料の製造（ミミズの養殖から粉末・製品加工までの国内唯一の一貫
生産システム）

㈲桐木工作所 延岡市 製造 機械加工部品 機械部品の切削加工、機械類の設計・組立、各種制御・画像計測等設計製作

く ㈱くちき 宮崎市
建
築・
土木

塗装、内装仕上げ 建築リフォーム、塗装、防水工事等

倉本鐵工㈱ 日向市 製造 産業用機械　設計・製作 各種機械等の設計、製作、据付

㈱クリエイティブマシン 宮崎市 製造 産業用機械　設計・製作 IRONCAD 開発・販売・サポート 、 各種産業機械 開発・設計・製造・販売

㈱くるでん 宮崎市 製造 産業用機械　設計・製作 機械設備の電気制御設計や制御盤の製作、計装工事

㈲くるま工房くろぎ 宮崎市 製造 自動車用部品 個々の障害に合わせた車の改造、多目的に使用できる福祉車両

㈱黒木鉄工所 門川町 製造 機械加工部品 産業機械部品の製作　2018年には増設し製缶に着手予定

㈱黒木本店 高鍋町 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造・販売

㈱黒田工業 日向市 環境 廃棄物収集運搬・処分
産業廃棄物、一般廃棄物、医療廃棄物、土木建築用資材等廃棄物の収集、運搬、
処理及び再生、 加工並びに再生品の販売

こ ㈱興電舎 延岡市 製造 配電盤、制御装置 電気・計装・電力設備の保全設計及び保全サービス、盤類の設計・製作・据付

向陽プラントサービス㈱ 延岡市 製造 プラント設計・施工 プラント設備の建設・改造工事、メンテナンス工事

㈱コマツレンタル宮崎 宮崎市 生活 リース・レンタル 総合リース・レンタル

甲東機工㈱ 日向市 製造 機械加工部品
アルミ加工、半導体装置部品、難削材、大型射出成型、インサート成形等各種プレ
ス、精密部品機械加工、合金加工

さ ㈱坂田電機宮崎研究センター 宮崎市 製造 電気計装機器
電気機械器具、建設工事用機械器具、医療用機械器具等に関するソフトウェア、農
林水産業用機械・関連する測定機器の研究開発・製造

㈲坂元電機機械 延岡市 製造 電気計装機器
ﾓｰﾄﾙ､ﾎﾟﾝﾌﾟ、天井ｸﾚｰﾝ､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ販売・修理　電気工事　管工事機械機具設備工
事

佐藤焼酎製造場㈱ 延岡市 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造販売

㈱サニー・シーリング 都城市
ICT・
情報

印刷(特殊印刷含） シール・ラベル印刷、特殊印刷、フィルム打ち抜き加工

㈱鮫島鉄工所 延岡市 製造 金属加工 メンテナンス工事、水門関係補修工事、極薄板の溶接、機器の据付配管工事

サンキョウ紙工㈱ 日南市 紙 紙製品 紙管・段ボール箱製造

㈱山洋製作所 宮崎市 製造 自動車用部品 自動車部品製造及び加工・組立

し ジェイツ 宮崎市
ICT・
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ､ｼｽﾃﾑ開発 ITC分野のソーリューション提供

ジェイクルー 延岡市
ICT
情報

その他
（ＨＰ作成、ＰＣ販売・修理等）

HP作成、パソコン販売・修理　ウエブコンサルティング

㈱システム技研 都城市 製造 産業用機械　設計・製作 エレクトロニクス、自動車、医療分野など、製造・検査設備等の開発製造

㈱シフト 宮崎市
ICT・
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ､ｼｽﾃﾑ開発
ＨＰ．ＥＣ．顧客、流通などのシステムが連携したＷＥＢシステム開発や販路開拓支
援

㈱ジャスティ 鹿児島県 製造 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形・加工 プラスチック製品製造



《五十音順別　つづき　：「し」～「に」》
五十音 企業名 所在地 分野 業種 業務内容

し ㈱地震工学研究開発センター 宮崎市 専門 コンサルタント 地震関連の研究開発及び耐震コンサルティング

㈱芝田スプリング製作所 高原町 製造 機械加工部品 金属製スプリング

㈱清水製作所延岡 延岡市 製造 機械加工部品 高圧ホース継手の製造販売、ステンレスホース金具、マニホールド

㈱下森建装 都城市 建築 建築 商業施設、店舗、住宅の新築・増築・改築工事に関わる企画、設計、施工

㈱修電舎 延岡市 製造 配電盤、制御装置 配電盤の設計施工、電気計装工事、精密板金加工・塗装、環境機器の製作・販売

㈱昭和 延岡市 製造 機械加工部品 機械切削加工、精密板金加工、溶接、塗装一貫製造

㈱正英電機工業 宮崎市 製造 産業用省力化・自動化設備 省電力高効率証明器具の更新コンサルティングから施工まで。

㈱新出光南九州エリア　宮崎オフィス 宮崎市 生活 ガス製造・販売・器具 石油をはじめとするエネルギー全般、カーﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ、生活ビジネス事業

㈱新生工業 木城町 製造 表面処理加工 プラスチック製品・金属製品の焼き付け塗装。　小ロットが得意。パット、シルク印刷

す ㈱スギオ 宮崎市 製造 自動車用部品 電子部品、自動車部品製造

㈱スタッフィ 宮崎市 人材 人材派遣 アウトソーシング、人材派遣業

スパークジャパン㈱ 宮崎市
ICT・
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ､ｼｽﾃﾑ開発 ｿﾌﾄｳｪｱ開発,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑ開発,LAN構築,ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作ｻｰﾊﾞｰ構築・運用

スマートものづくり改善塾 延岡市 専門 コンサルタント コンサルタント会社。トヨタ生産式の改善の理論と実践を指導

㈲末原産業 宮崎市 環境 廃棄物収集運搬・処分 一般、産業廃棄物収集運搬

社会保険労務士・行政書士　杉山晃浩事務所 宮崎市 専門 社会保険労務士・行政書士 クライアントの不都合を解決すべくサポート。社会保険労務士、行政書士

住友ゴム工業㈱宮崎工場 都城市 製造 自動車用部品 自動車タイヤ

㈱住吉電装 宮崎市 製造 自動車用部品 自動車電装部品組立、密機械加工。㈱ホンダロックのサテライト工場

せ センコー㈱延岡支店 延岡市 輸送 物流 物流（流通ソリューションを実現する流通情報企業）

㈱清和金属製作所 都城市 製造 金型設計 金型および冶工具の設計、製作

西南電気㈱ 延岡市 製造 電気計装機器 電気工事・計装工事・計器、電気保全

㈱関谷 国富町 環境 省エネ・新エネ バッテリー全般からソーラー蓄電池、フレキシブルソーラー販売

千徳酒造㈱ 延岡市 酒造 酒類製造・販売 酒類（清酒）製造販売

そ ソーラーフロンティア㈱ 国富町 製造 照明機器・太陽電池 「次世代型CIS太陽電池」製造・販売

ソシデア知的財産事務所 宮崎市 専門 弁理士
発明、特許、実用新案、デザインなど特許（制御系、電気、情報通信、IT,ビジネスモ
デルが専門）

創宮㈱　　（旧宮崎高砂工業㈱） 都城市 製造 石､ｺﾝｸﾘｰﾄ、瓦製造 瓦製造・施工、窯業プラント

創和国際特許事務所宮崎支所 都城市 専門 弁理士 日本及び世界各国における特許出願・審判　等

た ㈱ダンロップゴルフクラブ 都城市 生活 その他(ゴルフ） ゴルフクラブ製造

㈱大和合成宮崎 小林市 製造 ﾌﾟﾗｽｯﾁｸ成形・加工 精密プラスチック成形加工、熱硬化性、熱可塑性樹脂の成形加工

太陽工業㈱ 延岡市 商社 その他の商社（金属素材） 鋼材販売、ステンレス鋼材の加工

田辺精密工業㈱ 延岡市 製造 金属加工
平面度を要する部品等の製作・整備・仕上げ、メカニカルシールの平面加工及び鏡
面仕上げ

て ㈱テクノマート 宮崎市 製造 その他（試作金型） 納入代行業務・射出成形用簡易金型（試作金型）

㈱デンサン 宮崎市
ICT・
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ､ｼｽﾃﾑ開発 情報処理ｻｰﾋﾞｽ業

㈱デンソー宮崎 国富町 製造 自動車用部品 自動車用小型モーター製造

と 東ソー日向㈱ 日向市 製造 化学工業
主として乾電池に使用される電解二酸化マンガンの製造・販売、リチウムイオン二次
電池向けの用途も拡大

㈱ドライ・アップ・ジャパン 新富町 製造 各種乾燥機 遠赤外線乾燥機

東和電気㈱宮崎営業所 宮崎市 商社
工作機械･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機器販
売

総合エレクトロニクス商社

㈱東洋検査センター延岡事業所 延岡市 環境 環境分析 環境計量、一般分析の受託分析

な ナンテック㈱ 宮崎市 製造 プラント設計・施工 「水・蒸気・エアー」総合プラント工事、各種タンク、圧力容器製作

㈱)ながと 延岡市
ICT
情報

印刷 印刷業

㈱中園工業所 延岡市 製造 機械加工部品 精密～大型機械部品加工、装置組立、配管及び真空配管他構造物

㈱長友商会 延岡市 商社 化学工業品販売 工業用パッキン、ゴム製品販売

中森製薬㈱ 宮崎市 医療 動物用医薬品 動物用医薬品

㈱名古屋精密金型宮崎工場 えびの市 製造 金型設計 部品の機械加工、金型の生産

㈱奈良鐵工 宮崎市 製造 産業用機械　設計・製作
諸産業用機械器具及び土木機械設計製作、各種プラント・食品機械設計製作及びメ
ンテナンス、圧力容器貯槽類設計制作及びステンレス加工

南国興産㈱ 都城市 畜産 畜産産業物処理 畜産廃棄物処理

に ㈱ニチワ 日南市 製造 自動車用部品 自動車精密冷間鍛造部品、切削加工部品及びプレス部品の製造販売

㈱新原産業 都城市 畜産 畜産設備・畜舎建築 畜産設備資材の製造及び販売、輸入販売、畜舎建築の設計、施工

西日本環境技研㈱ 小林市  環境 環境分析
水質、大気、化学物質、廃棄物、土壌の各種分析及び破棄物処理リサイクルに関す
るコンサルタント業務

㈱日南家具工芸社 日南市
木工
業

家具、木工、工芸 木製家具、特殊加工木製品

日本治水㈱ 綾町 製造 その他（水処理装置）
特殊セラミックス製造販売、水処理装置『エルセ』の製造・輸出及び国内販売、水処
理プラントの企画販売



《五十音順別　つづき　：「ね」～「み」》
五十音 企業名 所在地 分野 業種 業務内容

ね ネオフーズ竹森㈱ 都城市 食品 農畜産物加工
食品加工メーカー。県産、国産の原料にこだわり、安心、安全な製品づくりに努め、
手作り感のある商品をご提供

の 農興産業㈱ 西都市 環境 廃棄物収集運搬・処分 産業廃棄物処理業

㈱延岡十電舎 延岡市 製造 電気計装機器 電気設備工事業、電気通信工事業、消防設備工事業

㈱延岡宮日サービスセンター 延岡市
ICT
情報

広告代理店 宮崎日日新聞関連グループ

は バイオプロジェクト㈱ 宮崎市 畜産 畜産安定生産研究 ウイルスを抑制、排除する善玉菌を使用した家畜の安定生産を推進する研究・開発

㈱ハニー 宮崎市 食品 汎用食品 糖蜜、バッテリー液

はにわ広告事務所 宮崎市
ICT・
情報

その他（デザイン）
CIの企画・製作、　イベントの企画・製作、　新聞、雑誌、テレビ、ラジオの企画・製
作、　カタログ、ポスター、POP、企画と製作

八興運輸㈱ 日向市 輸送 物流 海陸一貫輸送

㈱花菱塗装技研工業 延岡市 製造 表面処理加工
一般建築塗装及び防水工事、焼き付け他各種塗装、自動車及び二輪車小物部品
塗装

ひ ㈱ヒーテック 新富町 製造 表面処理加工
焼入・焼戻、調質、浸炭・焼入、浸炭浸窒・焼入・焼戻、アルミ合金T４・T６処理、軟磁
性化処理・焼き鈍し・応力除去焼き鈍し・安全焼き鈍し

㈱ヒラカワ 宮崎工場 宮崎市 製造 ボイラー、温水器 ボイラー、温水器及びバーナー等の製造販売

ヒラサワプレシジョン㈱ 宮崎市 製造 機械加工部品 超精密金型パーツ部品製作加工

日之出酸素㈱ 延岡市 生活 ｶﾞｽ製造、販売 高圧ガス製造、販売

ふ ㈱フェニックスシステム研究所 宮崎市
ICT・
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ､ｼｽﾃﾑ開発 コンピュータソフトウェア開発

プライフーズ㈱ゴーデックスカンパニー 宮崎市 製造 産業用省力化・自動化設備 食鳥処理機械（解体、加工）、メンテナンス

フルタ熱機㈱ 国富町 製造 各種乾燥機 葉たばこ乾燥機、食品乾燥機、ハウス暖房機製造

ブンリ工業㈱　（旧㈱ブンリ） 都城市 製造 産業用機械　設計・製作 各種工作機械の切粉処理装置

㈱福田 延岡市 商社 機械工具・部品販売 産業用機械・機具・工具の販売

㈱冨士工業 日南市 製造 機械加工部品 製缶・配管・ステンレス製品加工

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
㈱
宮崎営業所

宮崎市
ICT・
情報

OA通信機器・通信IT・複合機 情報機器製造・販売

富士通Japan㈱宮崎支社 宮崎市
ICT・
情報

OA通信機器・通信IT・複合機 通信・情報処理機器

ほ ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱ 宮崎市 医療 医療機器・治具 医療用機械器具、医療用具

㈱ホンダロック 宮崎市 製造 自動車用部品
四輪車及び二輪車用部品製造（セキュリティ・エントリー系、視界系、センサー系な
ど）

ま マツタ工業㈱ 延岡市 製造 金型設計 大型金型設計・製作・修理、機械保全、金属部品加工、樹脂製品加工

マトヤ技研工業㈱宮崎工場 都城市 製造 産業用機械　設計・製作
自動省力機械、食肉生産システム、プラントの設計、製作、設置までの自社一貫
性。特許、実案27件で目指すは「小さな大企業」

㈱正　洋 延岡市 製造 機械加工部品 塩ビバルブ部品加工、半導体製造設備部品加工

㈲松尾ボーリング工場 宮崎市 製造 機械加工部品 金属関連のものづくり。、試作、修理

㈲松田板金工業所 日南市 製造 冷凍・空調設備 空調ダクト工事、金属屋根工事

松の露酒造㈱ 日南市 酒造 酒類製造・販売 酒類（焼酎）製造・販売

松山塗装商事㈱ 延岡市 商社 化学工業品販売
建築・自動車・工業・船舶・防食等。樹脂の機械加工や特殊工業印刷、塗装を手掛
けます

み (名)ミナミ無線電器商会 延岡市 商社 電子部品販売 通信機・電子部品等の販売

三桜電設㈱ 延岡市 製造 電気計装機器 電気、電気通信、消防施設工事、電気機械器具

㈱南日本環境センター 延岡市 環境 廃棄物収集運搬・処分
浄化槽・汚水処理関係業務、廃棄物処理業務、ビル総合管理関係業務、総合設備
工事関係業務、高圧洗浄・強力吸引・TVカメラ調査業務

南九州化学工業㈱ 高鍋町 製造 化学工業 窒素質・りん素質肥料

南九州向洋電機㈱ 宮崎市 商社
工作機械･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機器販
売

企画・設計・メンテナンスまで。一貫体制でほんものづくりに貢献するエンジニアリン
グ商社。横川電機㈱代理店

㈲南電工 延岡市 製造 電気計装機器 電気工事業

宮安電機㈱ 延岡市 商社 工作機器､ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機器販売 制御機器、メカトロ機器、電気機器、空調機器等の販売､システム設計、メンテナンス

宮崎カーフェリー㈱ 宮崎市 輸送 物流 カーフェリー

宮崎環境設計㈲ 宮崎市
建
築・
土木

建設・建築 住宅から施設建設、店舗　信頼される家づくり

㈱宮崎科学 日向市 商社 工作機器､ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機器販売 分析計測機器、化学機器の販売、メンテナンスサービス

宮崎ガス㈱ 宮崎市 生活 ガス製造・販売・器具 ガス供給及びガス器具販売

㈱都城印刷宮崎営業所 宮崎市
ICT・
情報

印刷 各種プリント・屋外広告

宮崎酸素㈱ 宮崎市 生活 ガス製造・販売・器具 工業用ガスの製造、販売

㈱宮崎設計 宮崎市
建
築・
土木

その他（耐震診断・設計） 建築物の企画・調査（耐震診断等）・設計・工事管理業。

㈱宮崎県ソフトウェアセンター 宮崎市
ICT・
情報

その他（ITｽｷﾙｱｯﾌﾟ） 情報系各種研修、人材派遣、コンサルティング

宮崎電子機器㈱延岡営業所 延岡市
ICT
情報

OA通信機器・通信IT デジタル複合機、パソコン等の販売及びメンテナンス（富士ゼロックス特約店）

宮崎電力テックソリューションズ㈱　（旧㈱盛和） 宮崎市
建
築・
土木

その他（電気工事業）
脱炭素社会に必要な再生可能エネルギーを、そして災害時等の電気代削減に必要
な蓄電池のご提案を行っております

宮崎電力㈱ 宮崎市 輸送 その他（電力供給業） 電力を通じて宮崎に貢献する

宮崎南菱冷熱㈱ 宮崎市
建
築・
土木

その他（建築） 空調設備、冷凍冷蔵設備工事等の設計、施工、メンテナンス事業を展開



《五十音順別　つづき　：「み」～「わ」》
五十音 企業名 所在地 分野 業種 業務内容

み 宮崎日機装㈱ 宮崎市 製造 航空機用部品 航空機用逆噴射装置部品「カスケード」の製造

宮崎ひでじビール㈱ 延岡市 酒造 酒類製造・販売 ビール醸造

㈱宮防 宮崎市
建
築・
土木

塗装、内装仕上げ
防水事業・経営革新計画【畜舎飼料タンクを塗装し、内部温度上昇を抑制する遮熱
塗料（高反射塗料）のモニター施工、データー収集等実施中】

三輪商事㈱ 延岡市 商社 機械工具・部品販売
工業用品、安全保護具、消防防災用品卸売業ガスケット・セラミック・テフロン・ゴム
成型加工

め ㈱メタルフォージ 門川町 製造 自動車用部品 熱間鍛造による型鍛造品の製造（ハンマー型打ち鍛造・プレス鍛造、機械加工）

米良電機産業㈱ 宮崎市 商社 その他（電設資材総合卸売）
電設資材総合卸売業（照明器具、受配電盤、太陽発電器、放送、音響家電品、エア
コン、防災・防犯、ｴﾚﾍﾞｰﾀ、住宅・水道設備機器）

㈲米良食品 西米良村 食品 農畜産物加工 ゆず唐辛子

も ㈱モリタ 宮崎市 製造 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形・加工
樹脂成型から組立・加工・検査の一貫製造工場、クリーンルーム対応事業、産業機
器・部品等の総合販売商社機能

森山工業㈱ 延岡市 製造 金属加工 特殊金属の溶接加工、製缶・配管・機器据付

や ヤマエ食品工業㈱ 都城市 食品 農畜産物加工 醤油・食用アミノ酸

㈱山内システム 延岡市
ICT
情報

ｿﾌﾄｳｴｱ･ｼｽﾃﾑ開発
提案型改善方式にてソフトウエア開発及び導入による工場、オフィスの自動化、省
力化をご提案

安　井㈱ 門川町 製造 プラスチック成型・加工 プラスチック成型品製造、医療機器製造、総合印刷、発泡スチロール

㈱山口商会 延岡市 商社 工作機器､ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ機器販売 理化学用分析機器、環境計測機器、医科機器、ポンプ半導体関連機器の販売

㈲山口の救骨さん 宮崎市 食品 健康（補助）食品 健康補助食品製造販売

山下印刷紙器㈱延岡工場 延岡市 紙 紙製品 包装材の企画・開発、段ボール（全般）の製造販売、ハニカム製品の加工販売

大和開発㈱ 宮崎市
建
築・
土木

建設・建築 総合建設業　県内外で営業展開

(資)山本建装 延岡市 生活 ｲﾍﾞﾝﾄ企画・設営 建築一式工事・野外広告工事・イベント企画、リース

ゆ ㈱ユニフローズ宮崎工場 高鍋町 製造
その他

（医用機器、理科学機器）
液体の計量・送液・分析等に特化した医用機器・理化学機器・省力化機器等の瀬
系、製造、販売

よ ㈱吉川工業アールエフセミコン 新富町 製造 半導体、集積回路
半導体製品とその応用機器の後工程（テスト・組立）受託、半導体製品のテスト設
計・開発、及びモジュール実装設計等

吉玉精鍍㈱ 延岡市 製造 表面処理加工
各種めっき加工、情報通信業（携帯電話販売）、情報ソリューション事業、廃液リサイ
クル事業

㈱吉見 日向市 製造 産業用機械　設計・製作
製缶、配管、鉄骨建築・諸機械設計製作組立・網構造物設計製作据付・各種メンテ
ナンス工事

わ 和光コンクリート工業㈱ 日向市 製造 石、ｺﾝｸﾘｰﾄ、瓦製造 コンクリート製品の設計、製造販売に関する事業及びこれらの付帯工事


