
入場
無料

11月22日・23日
10：00～16：00
会場：宮崎県体育館

（水） （木・祝）

九州経済産業局、宮崎県、宮崎県教育委員会、宮崎県市長会、宮崎市教育委員会、宮崎県町村会、一般財団法人九州産業技術センター、一
般社団法人宮崎県商工会議所連合会、宮崎県商工会連合会、宮崎県中小企業団体中央会、宮崎県経営者協会、独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構宮崎支部 宮崎職業能力開発促進センター、公益財団法人宮崎県産業振興機構、宮崎県職業能力開発協会、ＪＡ宮崎経済連、
一般社団法人宮崎県発明協会、一般社団法人宮崎県溶接協会、一般社団法人宮崎県建設業協会、一般社団法人宮崎県産業廃棄物協会、一般
社団法人霧島工業クラブ、延岡鉄工団地協同組合、県南工業開発地域推進協議会、宮銀ベンチャーキャピタル株式会社、株式会社宮崎太陽
キャピタル、株式会社宮崎県ソフトウェアセンター、九州電力株式会社宮崎支社、宮崎大学、九州保健福祉大学、南九州大学、都城工業高
等専門学校、宮崎日日新聞社、日刊工業新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、西日本新聞社、南日本新聞社、夕刊デイリー
新聞社、ＮＨＫ宮崎放送局、ＭＲＴ宮崎放送、ＵＭＫテレビ宮崎、エフエム宮崎、ケーブルメディアワイワイ、ＭＣＮ宮崎ケーブルテレビ、ＢＴＶ㈱

住所：宮崎県宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1

※注意事項
•宮崎県体育館駐車場は、イベント期間中
はご利用できません。

•駐車場には限りがございます、
　公共交通機関をご利用ください。
•周辺の路上駐車はおやめください。

■後　援■（順不同）

■開催内容■

テクノフェアゾーン　出展者名／出展ＰＲ　一覧
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アクセス

〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2
℡0985-65-6639／℻0985-65-8885　URL http://www.mia.or.jp/

●第24回みやざきテクノフェア
　・県内外企業、諸機関による展示コーナー
　・出展企業によるプレゼンテーション
　・その他　◦働く乗りものコーナー（自衛隊、宮崎北警察署　車両展示） 
　　　　　　◦交通安全教育車による運転等の体験（11/22）
　　　　　 　◦お楽しみ抽選会（11/23）
　　　　　　◦飲食コーナー（キッチンカー来場）

●工業教育フェア（宮崎県立工業高校） 
　・工業技術発表会（11/22）
　・作品展示、体験コーナー、ワークショップ、ロボット競技

●宮崎版デュアルシステム構築モデル事業　協働実践プログラム成果展示

●特別支援学校流通サービスチャレンジ検定啓発プロジェクト

●建設技術フェア（宮崎県建設業協会）

●みやざきの産廃　ビフォーアフター（宮崎県産業廃棄物協会）

製造業：機械金属　メカトロ

■清本鐵工（株）■
加熱蒸気調理装置（スーパーオーブン）を使った調理のデモ
ンストレーション。

■（株）キヨモトテックイチ■
創業89年の蓄積された技術を基に“美・形・動・効”を企業
理念として、ユニークな発想と先端技術を活用したコンパクト
なＦＡ関連機器の製作を得意としております。

■（株）テクノマート■
多品種少・中ロット樹脂成型品に最適な製法で「コスト従来
の1/2、納期 1/3」を実現します。

■（株）ＦＲＥＥ　ＰＯＷＥＲ■
約20％以上加速性UP、最高65％筋肉負担軽減　史上初デッ
ドゾーンの無い自転車。

（宮崎県トライアル購入認定事業者）

■三和ニューテック（株）■
ポイントカードやＩＣカードの関連機器を開発、製造、販売して
いる会社です。今回、宮崎大学と共同開発したロコモ度を簡
単に計測できる新商品の体験デモを行っております。

（Ｈ29年度 宮崎中小企業大賞受賞）

■延岡鉄工団地協同組合■
次代を担う基礎技術を極め、新たな先進技術を付加し、世界
に挑戦し続ける企業集団。

製造業：自動車　ロボット

■旭化成グループ■　（製造業：医療福祉）
私たち旭化成グループは、世界の人びとの“いのち”と“くらし”
に貢献します。

■住友ゴム工業（株）宮崎工場■
さらに！選べるダンロップ！乗り心地や静粛性に優れた快適
なタイヤ、操縦安定性能の高いタイヤなど、車種、乗り方、
使用目的に応じた、お客様に一番合ったタイヤをご提案いた
します。

■（株）ニチワ■
自社開発で培われた精密冷間鍛造の技術を応用し、金型の設
計・製造から製品の製造まで一貫生産を実現する自動車部品
製造メーカーです。

■（株）ホンダロック■
創業者の本田宗一郎氏が世界に通用するキーロックメーカー
を育てようと設立されました。現在では、国内外の各拠点で
開発から販売までグローバルに展開しています。

■（株）ジャスティ■
金型設計・製作から樹脂成型まで一貫した生産システムに取
り組み、あらゆる製品作りをサポートします。

■宮崎県自動車産業振興会■
本振興会は、ネットワーク形成及び情報の共有化等を通して、
自動車産業への参入等を図っており、セミナーの開催等を通じ
た企業力の向上や情報の収集等に取り組んでいます。

製造業：電気・電子　半導体

■（株）共立電照■
「宮崎から日本へ。日本から世界へ。」をテーマに灯りを燈す、
米良企業グループ㈱共立電照は特注ＬＥＤ照明を主とし次世代
発電システム等、製造販売を行っております。

■（株）興電舎■
電気・計装・電力設備の保守、及び電気工事設計・施工管理
をはじめ、受配電盤・制御盤などの盤類製作及び監視制御シ
ステムなどのソフトウエア設計を行っています。

■（株）修電舎■
非常用ポータブル水素発電機の展示を行います。その他にも
様々な自社製品の展示を行います。

（H29年度 宮崎中小企業大賞受賞）

製造業：その他

■（株）アコー■　：計測器
音響・振動の計測器やセンサーの設計から製造までを行う専
門メーカーです。世界初の補正機能を有する精密騒音計などを
開発。オンリーワンの視点で宮崎中小企業大賞を受賞。

■（株）サニー・シーリング■　：特殊印刷
弊社独自で開発した、医療分野向け耐溶剤性ラベル、超低温
ラベル、低温セキュリティラベル、耐熱ラベルを中心に展示し
ます。

■富士ゼロックス（株）宮崎営業所■：事務機器
ドキュメントサービスとコミュニケーションの領域において、多
様化・高度化する業務課題や経営課題を一緒になって考え、
解決したいと考えております。

製造業：化学樹脂　繊維・紙

■旭有機材（株）■
樹脂製バルブのメーカー。当日は新製品もいくつか展示します。

■王子製紙（株）日南工場■
産廃をボイラー燃料として、新聞古紙も原料として受入。構内
の産廃は有効利用を図っている。これらのサンプルを展示し、
資源循環型工場としての紹介と王子製品を展示します。

■サンキョウ紙工（株）■
紙管、段ボール、紙器（パッケージ）等の小ロット、短納期

■（株）吉田アイエム研究所■
自社経営の「スパ・ルルド」の天然温泉水を配合した商品を
製造、販売しています。温泉水の効果をご実感ください！

エネルギー　環境生活

■九州電力（株）■
「サーモカメラによる過熱診断」「農業の見える化」等のお客
さま設備の保守対策や省エネルギー対策に役立つシステムや
サービスをご紹介します。

■宮崎ガス（株）■
低炭素社会に向け、燃料電池（エネファーム）と太陽光発電
を組み合わせたＷ発電システムにより、豊かで快適な社会を実
現できるように取り組んでいます。 

建築　土木

■旭化成エヌエスエネルギー（株）
　旭化成アドバンス（株）■
石炭火力発電所より産出されるフライアッシュ（石炭灰）をコ
ンクリート用混和材や固化材として有効利用し循環型社会の構
築や環境負荷軽減に貢献。法律で定められた指定副産物。

■（株）エフイ石灰工業所
　 （株）エフイ石灰技術研究所■
酸化鉄と消石灰を主成分とする土質安定材（Fe石灰）は、礫
質土などと混合し、舗装の路床材・路盤材または構造物の基
礎材として用い、舗装の長寿命化やコスト縮減を図ります。

食品加工

■（有）九南サービス■
「タマチャンショップ」というブランドで、自然食品等のイ
ンターネット通信販売を展開しています。楽天市場では
「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を5年連続受賞。

（H29年度 宮崎中小企業大賞受賞）

■（株）くしまアオイファーム■
宮崎県串間市にある農業法人です。青果用のさつまいもを独
自でブランディングし、5 品種のさつまいもの生産・加工・
販売を行っています。

（H29年度 宮崎中小企業大賞受賞）

ＩＴ関連

■ＡＪＳ（株）■
AJSならではの最適なビジネスソリューションをご提供。
1987年、旭化成グループの情報システム会社として設立。
30年にわたるシステムの開発、保守・運用の実績を皆様のた
めに活かします！

■（株）デンサン■
働き方改革推進にはＩＴ活用が重要です。BloftでEXCEL中心の
非効率的な社内業務を思いついたらすぐアプリ化！是非、様々
な活用事例を実際のデモでご体験下さい。

■（株）ながと■
約500件のWebサイト制作の実績を基に、Webアプリケーショ
ンの開発、自社 eコマースの展開、ネット広告のコンサルティ
ング等をご提案します。

■（株）フェニックスシステム研究所■
「セキュリティ」をテーマに製品紹介。
　・クラウド型AIカメラソリューソョンCiaoカメラ
　・非接触型 ICカード認証オートロックシステム

■（株）アイネットサポート宮崎■
12ヵ国語の通訳をiPadで手軽に利用できるサービスを提供。

　　　　　　　　（宮崎県トライアル購入認定事業者）

その他業種

■（株）東洋検査センター■　：分析
旭化成グループ会社の㈱東洋検査センターは、化学・機器分
析や環境分析を通し、幅広いニーズに対して高度な技術で応
え、多くのお客様から信頼と満足をいただいております。

■南九州向洋電機（株）■　：電気制御
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。それが「南九州向洋電機」
です。

■（株）都城印刷■　：印刷
今年から仲間入りデジタル転写製品、質感の印刷ＵＶ・レー
ザー加工製品。環境対応紙、その他取扱い商品。印刷の奥深
さをご覧いただけるかと思います。

■（株）開成■　：防災
ガスや火が無くても水だけで食料を安全に、そして確実に温
めることができる防災を産業として科学する企業。

（宮崎県トライアル購入認定事業者）

学校

■宮崎大学■
産学官連携の窓口である「産学・地域連携センター」の活動
紹介や技術相談に対応するほか、本学のユニークな研究内容
を紹介します。

■九州保健福祉大学■
大学紹介ならびに機能性成分ギャバ（GABA）の医療・保健・
福祉での応用を紹介します。

■南九州大学■
食品開発科学科では、フードビジネスの多様化などの社会的
変化に対応できるよう、食品製造・開発者と消費者の両面の
視点を備えた「食品のスペシャリスト」を育成します。

■都城工業高等専門学校■
対話内容をフィードバックしながら雑談を行う対話応答シス
テムや社会実装力を身に付けるための新教育システムなど、
都城高専で行っている様々な取り組みを紹介します。

行政・団体

■宮崎県総合政策課■
本県の豊かな再生可能エネルギーを活用した「エネルギー地
産地消のカギ」となる「水素エネルギー」の可能性を、皆さ
んも感じてみませんか。究極のエコカーといわれる「水素自
動車（FCV）」の展示も行います。

■宮崎県ポートセールス協議会
　 九州地方整備局　宮崎港湾・空港事務所■
本県には、３つの重要港湾（細島・宮崎・油津）があり、宮
崎の産業や経済活動に大きく貢献しています。

■宮崎県立図書館■
「人づくりと地域づくりに役立つ図書館」として、県内公共
図書館や関係機関と連携しながら、読書活動の推進、課題解
決の支援、郷土の文化情報の収集・活用を行っています。

■（公財）宮崎県産業振興機構■
現場に深く根差した「企業の皆様のパートナー」として、職
員それぞれがチームによる支援サポートし、中小企業の新た
な一歩を応援します。

■宮崎県よろず支援拠点■
県内の中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営相
談に対応しています。「売上拡大」や「経営改善」などの経
営に関する相談に、何度でも無料で相談に応じます。

■（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮崎支部
　 宮崎職業能力開発促進センター
　　　　　　　　（ポリテクセンター宮崎）■
ポリテクセンター（宮崎市／延岡市）では、求職者・在職者・
事業主の皆様向けに職業訓練（ハロートレーニング）及び人
材育成に関する各種相談援助業務を行っています。

■（一社）宮崎県発明協会■
貴社の知的財産の活用・知的財産権に関する課題解決・経営
課題の解決などを窓口支援担当者が迅速、丁寧に対応・支援
いたします。

■宮崎市誘致企業連絡協議会■
宮崎市の誘致企業の中で協議会活動に賛同した42社で構成、
会員相互の研修会、イベント、行政との連携や意見交換など
様々な活動を行っています。



2017工業教育フェア　／　第24回みやざきテクノフェア　会場図
■工業教育フェア ■特別支援学校 ■みやざきの産廃　ビフォーアフター
・工業技術発表会　　日時：11/22(水）
　　　　　　　　　　会場：別館１階

・県立工業高校　展示、体験、ワークショップ、ロボット競技
　　日時：11/22(水）　
　　　　  11/23(木・祝）
　　　　　　 10：00～16：00
　　会場：本館
　　参加高校：県立工業高校

流通サービスチャレンジ
検定啓発プロジェクト　　
　・デモンストレーション
　　（モップ掛け・マッサージ等
　　 時間限定実施予定） 【内容】・みやざきリサイクル認定商品の展示・宮崎県産業廃物協会の紹介 など

【(一社）宮崎県産業廃棄物協会　屋内展示】

【(一社）宮崎県建設業協会　屋外展示】

「捨てるモノ」を「役立つモノ」へ。みやざきリサイクル認定商品のＰＲ及び
内容理解、先進企業の取り組み・環境ソリューションをパネル・映像・実
物等で紹介。

■テクノフェア
　

【屋内展示】　順不同

【屋外展示】　順不同

㈱アコー／旭化成グループ／旭化成エヌエスエネルギー㈱・
旭化成アドバンス㈱／旭有機材㈱／ＡＪＳ㈱／㈱エフイ石灰工
業所・㈱エフイ石灰技術研究所／王子製紙㈱日南工場／九州
電力㈱／㈱共立電照／㈱キヨモトテックイチ／㈱興電舎／㈱
サニー・シーリング／サンキョウ紙工㈱／㈱ジャスティ／住友
ゴム工業㈱宮崎工場／㈱テクノマート／㈱デンサン／㈱東洋
検査センター／㈱ながとニコニコネット／㈱フェニックスシ
ステム研究所／富士ゼロックス㈱宮崎営業所／南九州向洋電
機㈱／㈱都城印刷／宮崎ガス㈱／㈱吉田アイエム研究所
〈宮崎県トライアル購入認定事業者〉
㈱アイネットサポート宮崎／㈱開成／㈱ＦＲＥＥ　ＰＯＷＥＲ　
〈平成29年度 宮崎中小企業大賞受賞〉
㈲九南サービス／㈱くしまアオイファーム／㈱修電舎
三和ニューテック㈱

宮崎県ポートセールス協議会・九州地方整備局宮崎港湾･空港
事務所／宮崎県立図書館／(公財)宮崎県産業振興機構／宮崎
県よろず支援拠点／（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮
崎支部 宮崎職業能力開発促進センター／（一社）宮崎県発明
協会／宮崎市誘致企業連絡協議会／延岡鉄工団地協同組合 

宮崎大学／九州保健福祉大学／南九州大学／都城工業高等
専門学校

旭化成グループ／清本鐵工㈱／㈱ニチワ／㈱ホンダロック
宮崎県自動車産業振興会／宮崎県総合政策課 

出展ブースをまわって、シールを集めて、抽選会に参加！
■お楽しみ抽選会シールラリー 11/23（木・祝）

■建設技術フェア

建設業を技術的、経済的及び社会的に向上させ、健
全なる発展を図り、併せて社会公共の福祉増進に
寄与するべく、会員企業の建設業者が深く県民の
生活に関わる様々な活動を紹介し建設業をＰＲ。
【内容】・建設業協会の活動紹介（地域貢献活動等）
　　　・重機展示　など

交通安全教育車の体験を通して、安全
に楽しく交通安全を学び、交通事故防
止に役立ててください
　【内容】
　　・ドライビングシミュレーターなど

11/22（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

■宮崎県交通安全隊体験教育車■働く乗りものコーナー
・自衛隊　車両展示

・宮崎北警察署
　　パトカー、白バイ　展示

■飲食コーナー（キッチンカー）
《宮崎県移動販売車協会ＨＰより写真掲載》

「白いくまさん」
 商品一例：
　　ポテト 等

「うどん屋
  　なっちゃん」
   商品一例：
　　　うどん 等

「リトルキッチン
  　スローブン」
   商品一例：
　　　カレー 等
　（11/23木・祝）

「天使のM」

   商品一例：
　　　　ケーキ類

「白水舎乳業」
 商品一例：
　ソフトクリーム 等

「本家宮崎
  肉巻きおにぎり」
 　商品一例：
　　肉巻きおにぎり 等

「浜たこ」

 商品一例：
　　たこ焼き 等

「コロちゃん
  　　コロッケ」
   商品一例：
　　　コロッケ 等
　　　（11/22水）

■出展企業によるプレゼンテーション

★シールラリーを始める前に・・・・・★

EFエリア

Ｂ
エ
リ
ア

Ｃ
エ
リ
ア

Ｄ
エ
リ
ア

抽選
会場

Aエリア

EFエリア

会場図（宮崎県体育館）

Aエリアで
もらった

シールをはる

Bエリアで
もらった

シールをはる

Cエリアで
もらった

シールをはる

Dエリアで
もらった

シールをはる

EFエリアで
もらった

シールをはる

EFエリアで
もらった

シールをはる

■各エリアの出展ブース（屋内・屋外）を1つ、　必ず「見学」してね。廻る順番は自由だよ◆見学して “シール”をもらったら、丸枠に貼ってね■シールだけもらうのはヤメてね

■一人一枚の参加です　　■シール6枚そろえてアンケートに答えたら　抽選が1回できます
■抽選会は、賞品がなくなり次第終了します

2

h M i y

zz
a

k
i

Tecchno

i
r

22
4

t h M i y aa
z

a
i

Tecco

F
a

i
r展示ブースをまわってシールを集めよう！うらのアンケートも答えて“素敵な景品”がゲットできる抽選会に参加しよう！！

テクノフェア屋外展示場


