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[会場 ]目崎 県 体 育 餌 (宮崎市富山奇駅東2丁目4番地1)

令和歩 10蔦23日・Й

会 場 図  (変更の場合あり)

協働実践プログラム活動紹介

●¢賞IF
高校生と企業との協働活動を紹介

駐車場

■溶接技術分野
学校…日向工業高校
企業…littlア キタ製作所

■ロボット技術分野
学校…延岡工業高校 /佐土原高校 /

宮崎工業高校/都効工業高校 /

小林秀峰高校
企業…いウイント

■ ICT分野
学校…延岡工業高校、佐土原高校
企業…lttl宮崎県ソフトウエアセンダー
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屋外出展者

清本鐵工l株 /宮崎県自動車産業振興会 /みやざき水素

スマートコミュニティ推進協議会/ひまわり工業会 /(―

社)宮崎県建設業協会 【建設技術フェア〕

館内出展者

旭化成グループ /旭化成ネットワークスm/A」Stt1/0

亀山工業 /'朱 共立電照 /m興電舎/株l新生工業 /住友

ゴムエ業lttl宮 崎工場 /mフェニッ
`フ

スシステム研究所 /

富士ゼロックス伽宮崎営業所 /宮崎ガス株1/mメタル

フォージ /11朱 ユニフローズ宮崎工場 /宮崎県 〔宮崎中

小企業大賞受賞企業】/宮崎県 〔宮崎県トライアル購

入事業者認定制度】/宮崎県工業技術センター・宮崎

県食品開発センダー /宮崎県立図書館 /宮崎県ポート

セールス協議会・九州地方整備局宮崎港湾・空港整備

事務所 /ポリテクセンター宮崎 /(公財)宮崎県産業振興

機構 /(公社)日 本医師会 治験促進センター /(―社)

宮崎県発明協会 /延岡鉄工団地協同組合/宮崎市誘致

企業連絡協議会 /宮障大学 /九州保健福祉大学 /部城

工業高等専門学校/(―社)宮崎県産業資源循環協会〔み

やざきの産廃 ビフォーアフダー〕

抽選会
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if'歩お楽しみガラポン抽選会

ダイヤ4本 など

尋 賞
,お食事券
・お漬物セッ

貝

。焼酎 など

●賞
・折りたたみ傘
・ダンブラー

など

・ノート ・ボールペン

・クッキー・ティッシュ

など

●会場内で配布の「抽
選券」おひとり様 1枚
で 1回限りの抽選に
チャレンジ !

●総計約 1,100名 様に
もれなく素敵な賞品
があたります。

●賞品が無くなり次第
終了します。
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■ テタノフエ|ア

■|みやざきの産廃―
ビフォーアフダー

|■ 協働実践プログ|ラ |ム

取組紹介

Ｗ幸

;健康チェックシート記入場所 |

新型コ回ナウイルス感染防止の観点から、

0当日、および14日以内に、発熱や体調不良のある方の
ご来場をお断りいたします。

●マス
`フ

を着用されない方のご来場をお断りいたします。

●会場入り口にて配布の健康チェックシート(氏名、連絡

先等含む)を記入・提出していただきます。

●コロナ接触確認アプリ(COCOA)登 録にご協力ください。

その他、主催者側の定める感染予防策を遵守ください。

※県体育館の駐車場は台数に限りがありますので、公共
交通機関のご利用をお願いいたします。

ご来場にあたつて



◆ 出 展 者 一 覧 ◆ (行日2年朗 30日 現在 )

みやざき水素スマートコミ正テイ推進協議会     [エネルギー環境関連]

新たなエネルギー源として、水素が注目されています。会場では水素エネルギーに

関する様々な情報を紹介しますので、皆様も水索エネルギーの可能性を感じてみて

ください。

清 本鐵 工 14ホl            [機 械・金属・メカトロ関連]

様々な食品を力日工できるスーパーオーブンの展示・実演及び当社製造の木

質ペレットを使用した暖房機器の展示等。

宮崎県自動車産業振興会           [自 動車関連]

本振興会は、県内企業の有機的なネットワーク形成及び技術力の向上等を通じ
て、自動車関連産業への参入や取引拡大等を図ることを目的として、セミナー

の開催等を通じた企業力の向上や商談会の開催等に取り組んでいます。

旭 化 成 グ ル ー プ          [1ヒ 学・繊維、電気・電子関連 ]

私たちは、持続可能な社会への貢献を目指します。
Care for People Care ttr Earth

人と地球の未来を想う

ひ まわ り工業 会               [機 械・金属・メカトロ関連]

ひまわり工業会は、日向の鉄工業社3社 (いMFE HIMUKA、 llオ、lアキタ製作所、lllさ 吉

見)による共同受注グループです。各社明るく、きれい、かわいい企業を目指してお

ります。

宮崎県では、県内産業の振興や地域経済の活性化に特に寄与している企業を表彰
し、その優れた取組を広く紹介しています。今回は、令和2年度の受賞企業を紹介い

たします。

崎県【宮崎中」 [行政・団体]

旭化成ネットワークスliホl

データセンター紹介

[IT関 連 ] 宮崎県【宮崎県トライ列♭購入事業者認定制度】     [行 政・団体]

宮崎県内の中小企業等が開発した新規性や利用効果が高い製品等の販路開拓を

支援するため、その製品が県の業務での活用が見込まれる場合に県が認定を行う

宮崎県トライアル購入事業者認定制度及び認定製品を紹介します。

宮崎県工業技術センター。宮崎県食品開発センター  [行政・団体]

当センターでは、県内産業の振興を目的に研究開発、工業相談・技術指導、依頼試

験・設備利用など様々な業務を行つており、今回はその一部を紹介いたします。

AJSlホ朱l                  [「 関連]

《A1/1oTで 一歩先行くAJS》
旭化成グループのIT領域を担ってきた豊富な実績と最先端技術で、製造現

場のシステム改善から企業経営に関わる基幹システムまで強カサポート。

lttl亀山工業                [1ヒ 学・樹月旨関連]

樹脂製品製造業。設計から製作、現地据付まで、オンリーワンのモノづくりを

提供させていただきます。

宮崎県立図書館                  [行 政・団体]

「知の拠′点」として、蔵書・データベース等の情報資源や調査探索 (レ ファレンス)機

能を生かし、県内産業の課題を解決・支援するためのビジネス支援サービスを行つ

ています。

liホl共立電照                [電 気・電子関連]

帥共立電照は米良企業グループのLED照明メーカーで、スポーツランド宮

崎また全国に輝く灯りを燈します。皆様がより1夫道により安全に過ごせる製品

作り1こ取り組んでいます。

宮崎県ポートセールス協議会            [イ 予政・団体]

九州地方整備局宮崎港湾・空港整備事務所
宮崎県には、3つの重要港湾 (糸日島・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。

ポリテクセンター宮崎                [イ 予政・団体]

ポリケクセンター宮崎では、求職者や在職者の方を対象に「ものづくり分野」を中心と

した職業訓練により、企業の皆様の人材育成を支援いたします。

littl興電舎                   [「 関連]

当社は、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、監視制御システムなどのソフトウエ

ア設計を行つています。

(公財)宮崎県産業振興機構            [行 政・団体]

宮崎県産業振興機構では、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でサポートを行い、中小企業の新たな一歩を応援
しまう。今回の展示では、市町村等の地域経済をけん引することが期待される「未来

成長企業J等 の紹介を行います。

li九ヽ l新生工業                [化 学・樹月旨関連]

l閑新生工業は、製品の塗装、射出成形において発生する「ヒケ」を隠すため
の塗装や、曲面・凹凸がある製品への印刷など、金属・プラスチックなどの材

質に問わず、形状に影響なく『塗装』も『印刷』もできます。様々な用途に応じ

て、最適な塗装・F「刷方法をご提案いたします。

(公社)日本医師会 治験促進センター   [医 療・福祉関連][行政・団体]

日本医師会は、医薬品。医療機器の開発を支援するため、臨床研究・治験の理解向
上に関わる普及啓発を行つています。今回は「治験」についての正しい知識や、日本
の臨床研究情報の探し方、将来の可能性をご紹介いたします。

住友ゴムエ業lホホl宮崎工場           [自 動車関連]

あなた基準で、選べるダンロップ !

乗り心地、静粛性、低燃費、長持ちなどお客様それぞれのニーズに合ったタ

イヤを幅広いラインアップでご紹介いたします。

(―社)宮崎県発明協会               [行 政・団体]

知的財産の活用・知的財産権に関する課題解決を窓日支援担当者が迅速、丁牢に

対応・支援いたします。

lホ朱lフェニックスシステム研究所           [「 関連]

イー・アンド・エムグループは、1989年に宮崎に進出し30年超。県内でサー

ビス提供する「SNS技術応用の業務マッチングICTシステム:you守 りnOteJをご

紹介します。
宮崎市誘致企業連絡協議会            [イ 予政・団体]

宮崎市内の誘致企業の中で、協議会活動に賛同した異業種46社で構成されてお

り、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

おります。

富士ゼロックスlittl宮崎営業所           [耳 関連]

富士ゼロックスは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。

延岡鉄工団地協同組合               [イ 子政・団体]

設計から制作、加工、運搬、メンテナンス、IoT技 術まで、ありとあらゆるご相談に対

応させていただきます。技術技能集国の延岡鉄工回地協同組合。
宮崎ガスlittl             [エ ネルギー・環境関連]

お客さまに「選択して頂けるエネルギー」であり続けるために、公益事業として
の使命達成に全力を尽くし、あたたかい地域づくりに積極的に貢献していき

ます。
宮崎大学                   [「 関連][学校]

宮崎大学の産学連携の窓日である「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            [医 療・ネ冨祉関連][学校]

九州保健福祉大学の「魅力と強みJと本学で研究開発した商品を紹介します。また、
「宮崎県における子宮頸がん検診の啓発Jも行います。

lttlメ タルフォージ               [自 動車関連]

当社は熱間鍛造にて鉄製品を加工する会社です。技術は、トヨタ、コマツ、ク

ボタといった業界のトップメーカーに認められ、当社の製品は世界各地で使

用されています。

都城工業高等専門学校                 [学 校]

地元企業の皆様向けに、本校教員の研究内容の紹介や、将来、エンジニアとしての

活陸を夢見る無限の可能性を秘めた若者に向けて学校や学生の活動等について紹

介します。

ビフォーアフター】
(―社)宮崎県産業資源循環協会

みやざきの産廃「ビフォーァフター」、「捨てるモノ」を「役立つモノJへ !

みやざきツサイクル認定製品の紹介

【屋内会場】

llttlユニフローズ 宮崎工場       [エ ネルギー 環境関連]

私達は液体の分析分野で扱うもの全般を自社開発しています。今回飲み物
の中の成分(ビタミンC、 カフェイン)が分析できる『e HPLCことり』を開発した
ので是非体験してください。

【建設技術フェア】 (―社)宮崎県建設業協会  【屋タト会場】
県内で開催される工業系のイベントに参加し、不特定多数の県民へ、建設業
のイメージアップを図るとともに、重機の試乗体験等を行い、建設業を身近に

感じていただきます。


