宮崎市観光協会 会員一覧
■観光団体
会社名
KNT-CTパートナーズ会 宿泊部会

住所
〒892-0828
鹿児島県鹿児島市金生町4-10アーバンスクエア鹿児島ビル3F

宮崎支部
JTB協定旅館ホテル連盟宮崎支部
全国勤労者旅行会協定旅館協力会宮崎県支部
東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟
日本旅行協定旅館ホテル連盟

宮崎支部

農協観光協定旅館ホテル連盟・協力みのり会宮崎県支部
宮崎市フェニックス自然動物園管理(株)
名鉄観光協定旅館ホテル連盟宮崎地区会

〒880-0805
宮崎市橘通東4-7-28（JTB 宮崎支店内）
〒880-0806
宮崎市広島1-12-17
〒880-0805
宮崎市橘通東3-1-47（宮崎プレジデントビル4階）
〒880-0812
宮崎市高千穂通1-6-35（（株）日本旅行宮崎支店内）
〒880-0032
宮崎市霧島1-1-1（農協観光宮崎支店内）
〒880-0122
宮崎市大字塩路字浜山3083番地42
〒880-0001
宮崎市橘通西2-4-20（アクア宮崎ビル）

公式HP

電話番号
099-227-5667

0985-27-2257
0985-24-1555
0985-25-6111
0985-24-5255
0985-31-2260
0985-39-1306

http://www.miyazaki-city-zoo.jp/

0985-26-1414

■宿泊施設
会社名
（株）青島グランドホテル
青島サンクマール（宮崎県農協共済福祉事業（株））
NINE STATEAS RESORT AOSHIMA SUIKOEN
青島フィッシャーマンズ・ビーチサイドホステル＆スパ
青島リゾート（株）
ANA ホリデイ ・ イン リゾート 宮崎
アートホテル宮崎 スカイタワー
アリストンホテル宮崎
一里山園
（株）エアラインホテル
エストレジャー（有）宮崎第一ホテル
ガーデンテラス宮崎ホテル＆リゾート
割烹吉永
ケイズストリートホテル宮崎
（株）コウセイ

極楽温泉匠の宿

コンフォートホテル宮崎
JR九州ホテル宮崎
地蔵庵（株）
スーパーホテル宮崎天然温泉
（有）鶴富商事 旅館山水荘・むさし
天然温泉日向の湯 ドーミーイン宮崎
（株）東横イン宮崎駅前
（株）東横イン宮崎中央通
（株）ニューウェルシティ宮崎
ビジネスホテル有明
ビジネスホテル鶴富
ビジネス宮崎ロイヤルホテル
フェニックスリゾート（株）
ホテルエリアワン宮崎
ホテルエリアワン宮崎シティ
ホテル金住
ホテル四季見

住所
〒889-2162
宮崎市青島1-16-64
〒889-2164
宮崎市大字折生迫7408
〒889-2161
宮崎市大字加江田4664
〒889-2162
宮崎市青島3丁目1-53
〒889-2162
宮崎市青島1-16-1
〒880-0812
宮崎市高千穂通2-1-26
〒880-0001
宮崎市橘通西3-1-1
〒880-2323
宮崎市高岡町浦之名4907-75
〒880-0001
宮崎市橘通西3-10-19
〒880-0805
宮崎市橘通東5-4-14
〒880-0843
宮崎市下原町247-18
〒889-2151
宮崎市大字熊野491-1
〒880-0805
宮崎市橘通東一丁目8番6号
〒889-4414
西諸県郡高原町大字蒲牟田7449番地
〒880-0002
宮崎市中央通3-49
〒880-0811
宮崎市錦町１番10号
〒889-2162
宮崎市青島1-6-4
〒880-0805
宮崎市橘通東2丁目2番地6号
〒880-0806
宮崎市広島1-4-20
〒880-0001
宮崎市橘通西2-5-32
〒880-0801
宮崎市老松2丁目2番31号
〒880-0002
宮崎市中央通4-14
〒880-0879
宮崎市宮崎駅東1-2-8
〒880-0904
宮崎市中村東2-5-16
〒880-0806
宮崎市広島2-1-8
〒880-0867
宮崎市瀬頭2-5-20
〒880-8545
宮崎市山崎町浜山
〒880-0012
宮崎市末広1-2-21
〒880-0002
宮崎市中央通4-1
〒880-0864
宮崎市吾妻町66
〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井729-29

公式HP

電話番号
0985-65-0111

http://www.aoshima-gh.co.jp/

0985-65-1421

http://www.cinqmale.co.jp/

0985-65-1234

https://aoshima-suikoen.jp/

0985-77-5525

http://aoshima-hostel.com/

0985-65-2929

https://www.anahirmiyazaki.com/

0985-31-1111

https://hotelskytower.jp/

0985-23-1333

https://www.ariston.jp/miyazaki/

0985-89-1267
0985-29-7070

https://www.airlinehotel.jp/

0985-23-1111

https://www.23-1111.com/index.html

0985-73-8888

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

0985-58-2222
0985-61-8622

http://www.ksmgt.net/

0984-42-3326

https://www.gokuraku-sanga.com/

0985-22-8611

https://www.choice-hotels.jp/hotel/miyazaki/

0985-29-8000

https://www.jrk-hotels.co.jp/Miyazaki/

0985-65-0039

http://www.jizoan.jp/

0985-61-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/miyazaki/

0985-24-5535

http://miyazaki-pref-yado.jp/publics/index/166/

0985-35-5489

https://www.hotespa.net/hotels/miyazaki/

0985-32-1045

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00101/

0985-38-1045

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00125/

0985-23-3311

http://www.nwc-miyazaki.co.jp/

0985-51-3888

http://miyazaki-pref-yado.jp/publics/index/48/

0985-22-3072

http://tsurutomi.com/

0985-25-5221

http://www.m-royal.net/

0985-21-1111

https://seagaia.co.jp/

0985-22-1002

https://www.hotel-areaone.com/miyazaki/

0985-20-8020

https://www.hotel-areaone.com/miyazakicity/

0985-25-3455

http://www.kanezumi.co.jp/

0982-72-3733

https://shikimi.jp/

〒880-0001

ホテルJALシティ宮崎

宮崎市橘通西4-2-30
〒880-0801

ホテルセンチュリー宮崎

宮崎市老松1-4-27
〒880-0006

ホテルブリスベンズ

宮崎市千草町5-7
〒880-0006

（株）ホテルマリックス

宮崎市千草町15番8号
〒880-8561

ホテルマリックスラグーン

宮崎市清水3丁目105番地
〒880-0805

ホテルメリージュ

宮崎市橘通東3-1-11
〒880-0001

ホテルルートイン宮崎橘通

宮崎市橘通西4-1-27
〒880-8512

（株）宮崎観光ホテル

宮崎市松山1-1-1
〒880-0022

宮崎グリーンホテル

宮崎市大橋2丁目36番1号
〒880-0867

宮崎県市町村職員共済組合

宮崎市瀬頭2-4-5
〒880-0005

ひまわり荘
宮崎ファイブシーズホテル

宮崎市南高松町2-23
〒880-0003

宮崎ライオンズホテル
民宿

知福

民宿

日向路

民宿

みさき荘

民宿

美波

宿

宮崎市高松町4-39
〒889-2162
宮崎市青島1-1-11
〒889-2162
宮崎市青島2-4-32
〒889-2162
宮崎市青島1-5-4
〒889-2162
宮崎市青島2-5-10
〒880-0903

さつま荘

ユースホステルサンフラワー宮崎
Rays Hotel やかた
旅館

宮崎市太田3-6-9
〒880-0803
宮崎市旭1丁目3-10
〒880-0012
宮崎市末広1-4-26
〒880-0805

小戸荘

ルートイングランティアあおしま太陽閣
（ルートインジャパン（株））
レガロホテル宮崎

宮崎市橘通東2-9-8
〒889-2163
宮崎市青島西1-16-2
〒880-0805
宮崎市橘通東2-9-18

0985-25-2580

http://www.miyazaki-jalcity.co.jp/

0985-26-5555

https://h-century.com/

0985-32-8888

http://www.brisbane.co.jp/brisbanes/

0985-28-6161

https://www.hotel-marix.co.jp/

0985-38-5000

https://www.hotel-marix.co.jp/lagoon/

0985-26-6666

https://www.merieges.co.jp/

0985-61-1488

https://www.routeinn.co.jp/hotel_list/miyazaki/index_hotel_id_567/

0985-32-5913

https://www.miyakan-h.com/

0985-22-1121

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

0985-24-5285

http://www.himawarisou.com/

0985-35-8807

http://www.5c-s.com/

0985-22-6111

https://www.miyazakilionshotel.jp/

0985-65-0252

http://miyazaki-pref-yado.jp/publics/index/87/

0985-65-1290

http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~miwakini0124/

0985-65-0038

http://www.misakisou.com/

0985-65-0037

http://miyazaki-pref-yado.jp/publics/index/82/

0985-51-4488

http://miyazaki-pref-yado.jp/publics/index/78/

0985-24-5785

http://www.mfkaikan.jp/

0985-24-7786
0985-23-2092

http://www.odosou.com/

0985-65-1531

https://www.hotel-grantia.co.jp/aoshima/

0985-31-6300

http://www.regalo-h.com/miyazaki/index.html

■交通関連
会社名
九州旅客鉄道（株）宮崎支社
(有）高山三幸観光・宮崎

住所
〒880-0901
宮崎市東大淀2丁目60番地
〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町西麓4321
〒880-0014

三和交通(株)

宮崎市鶴島3丁目24番地
〒880-0801

JR九州バス（株）宮崎支店
スカイレンタカー九州（株）

宮崎市老松2-6-1
〒880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田6番

公式HP

電話番号
0985-51-5988

http://www.jrkyushu.co.jp/company/

0984-42-2040

https://www.kouyama-bus.jp/

0985-24-5795

https://www.30-gr.co.jp/

0985-24-9106

https://www.jrkbus.co.jp/

0985-82-7077

http://www.skyrent.jp/miyazaki/

050-3756-5276

https://www.ana.co.jp/

0985-89-0123

https://www.solaseedair.jp/

0985-26-0100

http://www.trl-miyazaki.co.jp/

0985-82-3400

http://www.nagamine-g.co.jp/

0985-51-1861

https://www.nrgroup-global.com/ks/

0985-50-3327

https://www.jal.co.jp/

0985-89-5283

http://www.miyakoh-taxi.com/

0985-32-5793

https://www.miyakoh.co.jp/hd/

0985-29-8010

http://www.miyazakicarferry.com/

0985-33-9008

https://www.miyakoh.co.jp/

〒880-0806
宮崎市広島2-5-11

全日本空輸（株）宮崎支店

宮崎東京海上日動ビルディング6階
〒880-0912

（株）ソラシドエア
（株）トヨタレンタリース宮崎
（有）永峰観光バス
ニッポンレンタカー九州（株）
日本航空（株）宮崎支店

宮崎市大字赤江宮崎空港内
〒880-0801
宮崎市老松1-1-4
〒880-2223
宮崎市高岡町浦之名3205番地
〒880-0901
宮崎市東大淀2-2-37
〒880-0912
宮崎市赤江（宮崎空港内）
〒880-0831

宮交タクシー（株）
宮交ホールディングス（株）
宮崎カーフェリー（株）

宮崎市新栄町91番地
〒880-0865
宮崎市松山1丁目1番1号
〒880-0858
宮崎市港3-14
〒880-0865

宮崎交通（株）

宮崎市松山1丁目1番1号
〒880-2323

宮崎中央観光バス（株）
（株）山口運送 美登観光バス

宮崎市高岡町浦之名2608番地イ
〒880-2215
宮崎市高岡町高浜91－1

0985-82-5500
0985-82-5511

https://mito-kankobus.jp/

■旅行業
会社名
(株)エイチ・アイ・エス宮崎オフィス
エムシーツーリスト（株）

住所
〒880-0001
宮崎市橘通西3-10-32宮崎ナナイロ東館8F ATOMICA内
〒880-0805
宮崎市橘通東4丁目9番23号

電話番号

公式HP

080-4860-7870

https://www.his-j.com/kyushu.html

0985-24-6089

http://www.mc-tourist.co.jp/

〒880-0805

（株）JTB 宮崎支店

宮崎市橘通東4-7-28
〒810-0001

西鉄旅行(株)

福岡市中央区天神2-11-2
〒880-0812

（株）日本旅行宮崎支店
（株）農協観光宮崎エリアセンター
(株)阪急交通社

宮崎支店

名鉄観光サービス（株）宮崎支店
(株)読売旅行

営業本部

宮崎市高千穂通1-6-35
〒880-0032
宮崎市霧島1-1-1
〒880-0806
宮崎市広島１丁目18-12
〒880-0001
宮崎市橘通西2-4-20（アクサ宮崎ビル）
〒104-8420
東京都中央区築地2-5-3
〒158-0094
東京都世田谷区玉川1-14-1

楽天グループ(株)

0985-29-3511

https://stores.jtb.co.jp/j8962-0

092-734-1902

https://www.nishitetsutravel.jp/

0985-24-5255

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/9875/

0985-31-2260
0985-26-3636

https://www.hankyu-travel.com/shiten/miyazaki.php

0985-26-1414

https://www.mwt.co.jp/profile/siten/7877_miyazaki.shtml

03-6859-4350

https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/

050-5817-0700

https://travel.rakuten.co.jp/

092-733-3821

https://www.recruit.co.jp/

楽天クリムゾンハウス
〒810-8557
福岡市中央区舞鶴1‐1‐3

（株）リクルート

リクルート天神ビル8階

■観光施設
会社名

住所
〒889-2162

青島神社

宮崎市青島2-13-1
〒880-0835

江田神社

宮崎市阿波岐原町産母127イ-ロ
〒880-1303

蔵元 綾 酒泉の杜

東諸県郡綾町大字南俣1800番地19
〒885-0223

（株）高千穂牧場

都城市吉之元町5265番地103
〒880-0053

宮﨑神宮

宮崎市神宮2-4-1

公式HP

電話番号
0985-65-1262

https://aoshima-jinja.jp/

0985-39-3743
0985-77-2222

http://kuramoto-aya-shusennomori.jp/

0986-33-2102

https://www.takachiho-bokujou.co.jp/

0985-27-4004

https://miyazakijingu.or.jp/

■ゴルフ場
会社名

住所
〒880-0303

愛和宮崎リゾート
アコーディア・ゴルフ・アセット（同）
（株）M.O.Cグループ宮崎大淀カントリークラブ
テレビ宮崎ゴルフ（株）（UMKカントリークラブ）
（株）ニュー宮崎レイクサイド
（一財）宮崎大淀川スポーツセンター
宮崎ゴルフ（株）（宮崎カントリークラブ）
ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部
ハイビスカスゴルフクラブ
（株）ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部
宮崎国際空港カントリークラブ

宮崎市佐土原町東上那珂105番地
〒889-2164
宮崎県宮崎市折生迫字大谷4180
〒880-2115
宮崎市大字長嶺唯ヶ迫1021番地
〒880-0124
宮崎市大字新名爪2055
〒889-1602
宮崎市清武町今泉丙1331-1
〒880-2101
宮崎市大字跡江385-2
〒880-8558
宮崎市大字田吉4855-90
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島21085-1
〒889-1702
宮崎市田野町乙5030-2

公式HP

電話番号
0985-74-3611
0985-65-1001

http://www.aiwaresort.com/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab
=1&gid=030&_ga=2.261927053.1850801933.1499924635-

0985-48-3000

http://www.m-ohyodo-cc.co.jp/

0985-39-7777

https://umkcc.jp/

0985-85-8585

http://www.lakeside-gc.com/

0985-48-1934

http://ooyodogawa-golf.com/

0985-56-4117

http://www.miyazakicc.jp/

0985-73-0109

http://www.hibiscus-gc.jp/

0985-86-0770

http://www.mkk-cc.com/

■特産品製造、販売
会社名

住所
〒880-0833

雲海酒造（株）

宮崎市昭栄町45-1
〒880-0917

お菓子の日進堂（有）

宮崎市城ヶ崎2丁目10番5
〒880-0211

お菓子のよしだ家

宮崎市佐土原町下田島9481-1
〒882-1621

神楽酒造（株）
菓匠 蒸氣屋（（有）薩摩蒸氣屋）
霧島酒造（株）宮崎支店
（株）田口ファミリーファーム
野崎漬物（株）

西臼杵郡高千穂町大字岩戸144番地1
〒880-0056
宮崎市宮崎駅東1丁目5-2
〒880-0873
宮崎市堀川町126番地
〒882-0127
延岡市北方町蔵田辰816
〒880-0852
宮崎市高洲町95
〒889-1607

南寿製菓（株）

宮崎市清武町加納1-51-1
〒889-1301

宮崎県農協果汁（株）

児湯郡川南町大字川南20016番地3
〒889-4505

（株）ミヤチク

都城市高崎町大牟田4251番地3
〒889-1801

（株）ミルククラブ中西

都城市山之口町富吉4619
〒881-0101

（株）やまや蒸留所

西都市大字三納10029番地
〒889-1701

（有）渡邊酒造場

宮崎市田野町甲2032-1

公式HP

電話番号
0985-23-7890

http://www.unkai.co.jp/

0985-51-3085
0985-73-6136

https://r.goope.jp/okashi-yoshidaya

0982-76-1111

http://www.kagurashuzo.co.jp/

0985-32-6100

http://www.jokiya.co.jp/

0985-31-2500

http://www.kirishima.co.jp/

0982-47-3166

https://www.taguchifamily.farm/

0985-24-7767

http://www.nozaki-p.com/

0985-84-4740
0983-27-1111

http://www.kajyu.co.jp/

0986-62-2901

http://miyachiku.jp

090-4026-9096

http://www.n-bokujo.com/

0983-45-1013

http://www.masaharu.co.jp/

0985-86-0014

■飲食業
会社名

住所

電話番号

公式HP

〒880-0002

（有） あかり

宮崎市中央通り1-1 ツインビルB棟2階201号
〒880-0921

章ん家

宮崎市本郷南方4931-94
〒889-1702

あけみ厨房
(株)アーバン高塚
天ヶ城茶屋

宮崎市田野町乙7254-2
〒880-0001
宮崎市橘通西二丁目7番1号
〒880-2221
宮崎市高岡町内山3003番地56
〒880-0872

(株)Ａｎｎ－５
居酒屋むっちゃん
（株）一平ホールディングス
イルカ食品

宮崎市永楽町168番地4
〒889-1201
児湯郡都農町大字川北5451-8
〒880-2214
宮崎市高岡町小山田字麓937番地2
〒880-2104
宮崎市大字浮田1166-7
〒889-1612

(株)エムズ

宮崎市清武町岡1-13-1
〒880-0853

（株）HMM
エスニック料理ハロハロ
宴会処 志都

宮崎市塩路2300番地
〒880-0844

（資）小川屋
そばの郷

(株)神島屋
Kitchenながと屋
（株）KIDS-九州
ぐんけい（株）
（株）玄コーポレーション
康正産業（株）

宮崎市大字加江田1792番地1
〒880-0841
宮崎市吉村町北原甲1437-8-2-2
〒889-1601
宮崎市清武町木原6406-1
〒880-0803
宮崎市旭1-6-20 オーヴィジョン宮崎県庁南401号
〒880-2213
宮崎市高岡町上倉永1087-1
〒889-2154
宮崎市学園木花台桜1丁目21-5
〒890-0062

宮崎市高松町3-30

仕出し弁当の桔梗屋
杉の子

（株）Soul Foods Company
髙峯
たこやき しゅうちゃん
食べ処かいか
手作り弁当

宮崎市柳丸町144
〒889-2161

鹿児島市与次郎1丁目9番7号
〒880-0003

坂本実業（株）

ふるさと料理

宮崎市大字赤江1268-14
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島9922-26
〒880-0122

（株）大森淡水

柿の木茶屋

宮崎市中西町286-1
〒880-0912

マロ

手羽先番長
（有）東天閣
（有）戸隠
（株）智恵丸
nana-café
（有）needs
浜たこ
（株）板門店
一声商事
（株）響
（株）風来軒
（株）マスコ
美糸優
（有）南九州商事
宮交ショップアンドレストラン（株）

サカモトブライトビル地階
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島6160－1
〒880-0001
宮崎市橘通西2-1-4
〒880-0002
宮崎市中央通1番6号
〒880-0003
宮崎市高松町3-35西銀座ビル1Ｆ
〒880-0867
宮崎市瀬頭2-6-2 セラヴィ503
〒880-0861
宮崎市出来島町18-2第2ユーミーハイツ303号
〒889-2151
宮崎市大字熊野1317-2
〒880-0011
宮崎市上野町11-22
〒880-0006
宮崎市千草町8-1
〒880-0002
宮崎市中央通7番10号
〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井795
〒880-0836
宮崎市山崎町宮下200-1
〒880-0013
宮崎市松橋1丁目13番23号
〒880-0913
宮崎市恒久4丁目5番地7
〒880-0921
宮崎市本郷南方2148
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島11660番地4
〒880-0951
宮崎市大塚町大迫南平4420
〒889-1605
宮崎市清武町加納甲1836-2
〒880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田1253-1
〒880-0002
宮崎市中央通7-30たそがれビル109
〒880-0912
宮崎市大字赤江字飛江田 979-1
〒880-0865
宮崎市松山1丁目1番1号

宮崎観光ホテル西館8階

0985-31-8554
0985-56-3958
0985-86-0664
0985-32-1156
0985-82-0927
0985-74-7895

http://www.miyashoko.or.jp/seinenbu/takaoka/main/amaga/amaga.htm
https://ann-5.com/

0983-32-8016
0985-78-0018

https://ippei-holdings.com/

0985-47-6166
0985-84-5050

https://www.ms-kinnosara.com/

0985-22-6720
090-8355-1063
0985-73-0386
0985-65-3000

http://www.omori-tansui.co.jp/

0985-22-5251

http://www.ogawaya.org/

0985-58-1002
090-7535-5989
0985-89-0000
080-6788-6815
0985-41-6001

https://www.gunkei.jp/

0985-58-3532

http://www.uwosa.jp/

099-255-0381

http://www.kousei-grp.co.jp/

0985-77-5777

0985-73-4799
0985-22-5798

http://www.miyazaki-suginoko.net/

0985-29-1156

https://nikumaki.jp/

0985-61-7477
0985-31-6982
0985-29-2805

http://www.miyazaki-kaika.com/

0985-58-0785

http://maro-bento.info/

0985-27-8798

http://www.tebaban.com/

0985-24-2955

http://www.toutenkaku.jp/

0985-26-2872

http://www.miyazaki-togakushi.com/

0982-72-2302
090-2516-7850
0985-23-3473
0985-71-0951
0985-56-4911
0985-73-5430
0985-52-6181

https://www.hibikitaikoya.com/

0985-85-5518

http://www.furaiken.co.jp/

0985-54-1118

http://masuko-net.com/

0985-29-1777
0985-78-0808

https://www.honke-nikumaki.com/

0985-65-8053

http://www.s-and-r.jp/

〒880-0806

宮崎駅弁当（株）

宮崎市広島2丁目8番8号
〒880-2215

麺処みなみ

宮崎市高岡町高浜2507-5
〒880-0006

（株）YAKINIKU-FACTORY

宮崎市千草町1-9
〒880-0834

(株)屋台骨

宮崎市新別府町雀田1185 中央卸売市場内
〒880-0301

料亭まつ

宮崎市佐土原町上田島3859-2
〒880-0944

（株）ワイズ

宮崎市江南2丁目19-11

0985-24-2913
0985-77-7401

http://minami1.net/

0985-78-0076

http://www.miyazaki-yakiniku.com/

0985-28-2945

https://yataibone.co.jp/

0985-74-0022
0985-53-0606

http://www.kitenn.jp/yz/

■印刷・広告代理
会社名

住所
〒880-0921

愛文社印刷（株）

宮崎市大字本郷南方4045-4
〒880-0015

（株）アイロード
（株）朝日広告社 宮崎営業部
（株）アシストフォー

宮崎市大工3丁目191番地
〒880-0806
宮崎市広島1丁目12-3 上村ビル3F
〒880-0025
宮崎市中津瀬町29-2 中津瀬KIビル2F
〒880-0035

（株）アド・プラス

宮崎市下北方町野田628番地5 宮崎ビル2F
〒889-0506

ヴォーク（有）

延岡市南一ヶ岡7丁目8348番地103サニーハウス海咲W-1
〒880-0833

（株）器

宮崎市昭栄町199-1
〒880-0835

SISビジョン（株）

宮崎市阿波岐原町前浜4276-202
〒880-0001

（株）MRTアド

宮崎市橘通西4丁目1番32号
〒880-0853

（株）オレンジゲート

宮崎市中西町166-1
〒880-0903

北一（株）

宮崎市太田3-1-31
〒880-0916

（株）グーニーズ

宮崎市恒久6748-19
〒880-0916

（株）クロスマート
K・Ｐクリエイションズ（株）
（有）鉱脈社

宮崎市恒久337-1
〒880-0803
宮崎市旭1-6-25
〒880-8551
宮崎市田代町263
〒880-0212

ゼロワン
ダイヤモンド秀巧社印刷（株）宮崎支店
テレビ宮崎商事（株）

宮崎市佐土原町下那珂7486-2
〒880-0006
宮崎市千草町14-15MY千草ビル101号
〒880-0032
宮崎県宮崎市霧島4丁目129番地1
〒880-0806

（株）電通九州 宮崎支社
（株）ながと ニコニコネット
はにわ広告事務所

宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル2F
〒880-0862
宮崎市潮見町134番地1
〒880-0917
宮崎市城ケ崎4-1-24
〒880-0053

（有）東広告社

宮崎市神宮1-141
〒880-0862

（株）ヒダカ印刷

宮崎市潮見町13-5
〒880-0901

渕上印刷（株）宮崎営業所

宮崎市東大淀1丁目1-41 napビル3F
〒880-0014

（有）プラネットノア

宮崎市鶴島2丁目9番6号 402号室
〒880-0935

（株） 文宣

宮崎市天満町2-5-20 カワサキビル3階
〒880-0124

（有）三森特殊印刷社

宮崎市大字新名爪1415-21
〒880-0912

宮﨑紙工印刷（株）

宮崎市大字赤江字飛江田931番地
〒880-0806

（株） 宮崎毎日広告社

宮崎市広島1-4-12
〒880-0911

（株）宮崎南印刷

宮崎市大字田吉字350-1
〒880-0812
宮崎市高千穂通1丁目1番33号

宮日総合広告（株）

（宮崎日日新聞社第2別館）
〒880-0022

（株）UMKエージェンシー

宮崎市大橋3丁目101番地1
〒880-0812

（株）讀賣宮崎広告社

宮崎市高千穂通1-5-32

電話番号

公式HP

0985-77-7277

http://www.aibunsha.com/

0985-23-3443

http://michikusan.com/

0985-24-3222

http://www.asako.co.jp/

0985-27-0081
0985-29-0506

https://www.ad-plus.co.jp/

0982-42-3600
0985-86-7600

http://www.himuka-tamatebako.jp/

0985-33-9006

http://www.sis8899.com/

0985-22-3333

https://www.mrtad.jp/

0985-41-5001

http://www.orangegate.co.jp/

0985-51-5100

http://kita-ichi.jp/

0985-73-9777
0985-89-3000

http://www.xmart.jp/

0985-24-4155

http://www.koyanagi.co.jp/

0985-25-1758

http://komyakusha.jp/

080-4316-6116
0985-24-1072

https://www.dspcorp.jp/

0985-27-8831

http://www.umk-s.co.jp/

0985-27-3090

https://www.dentsu-kyu.co.jp/

0985-77-5250

https://www.nagato-co.com/

0985-54-8588

https://www.haniwadesign.com/

0985-24-4798

http://www.ad-higasi.co.jp/

0985-28-4113

http://www.hpdes.co.jp/

0985-71-9411

https://www.fuchigami.net/

0985-31-2433

http://plannet-noah.jp/

0985-52-3636
0985-39-2075

http://www.mitumori.jp/

0985-78-2324

http://www.m-shikou.net/

0985-23-6268

https://www.miyazaki-maiko.jp/

0985-51-2745

https://minami-p.co.jp/

0985-77-5555

http://www.mskad.jp/

0985-22-1122

http://www.umkag.com/

0985-20-1777

■サービス業（通信、放送）
会社名
（株）エフエム宮崎

住所
〒880-8583
宮崎市祇園2-78

公式HP

電話番号
0985-22-3344

http://www.joyfm.co.jp/

〒880-0805
（株）GAKUONユニティ・フェイス

（株）サンライズネットワークス
（株）システム・ナイン

宮崎市橘通東3-1-11
アゲインビル2階
〒880-0856
宮崎市日ノ出町263-1
〒885-0037
宮崎県都城市花繰町20号8番地
〒880-0844

スパークジャパン（株）

宮崎県宮崎市柳丸町85番地

0985-20-7111

https://gakuon.co.jp/

0985-86-6700

http://sunrisenetworks.co.jp/wp/

0986-26-2222

https://www.system9.co.jp/

0985-31-9171

http://www.sparkjapan.co.jp/

0985-35-2325

http://solutions-grp.co.jp/

0985-31-5211

http://www.umk.co.jp/

0985-23-8411

https://www.ntt-west.co.jp/miyazaki/

0985-83-0800

https://funkit.co.jp/

0985-27-9685

http://www.michi-pro.co.jp/

0985-32-8585

https://miyazaki-catv.ne.jp/

0985-72-6061

http://www.sunfm.co.jp/

0985-20-7666

https://www.miyazakidenshikiki.jp/

0985-26-9317

https://www.the-miyanichi.co.jp/

0985-27-1021

http://mrt.jp/

03-6894-4031

https://ricefield-anime.info/

〒880-0805
宮崎市橘通東3丁目3番12号

（株）ソリューションズ

ポールスタービル5F
〒880-8535

（株）テレビ宮崎
西日本電信電話（株）宮崎支店
（株）Funkit

宮崎市祇園2-78
〒880-0812
宮崎市高千穂通2丁目1番16号
〒880-0022
宮崎市大橋2丁目6番地１ヤヨイビル4階
〒880-0036

（株）ミチプロ

宮崎市花ヶ島町屋形町1209-2
〒880-0024

宮崎ケーブルテレビ（株）
(株)宮崎サンシャインエフエム
宮崎電子機器(株)

宮崎市祇園2-119
〒880-0902
宮崎市大淀４丁目６番２８号 宮交シティ３階
〒880-0843
宮崎市下原町214番地18号
〒880-8570

（株）宮崎日日新聞社

宮崎市高千穂通1-1-33
〒880-8639

（株）宮崎放送

宮崎市橘通西4丁目6番7号
〒108-0075

(株)ＲＩＣＥ ＦＩＥＬＤ

東京都港区港南2丁目16-1イーストワンタワー7階

■サービス業（その他）
会社名
旭警備（株）
（株）イーデン
WASHハウス（株）
（株）NPK
（株）エリア宮崎
（株）訪う
(株)オファサポート
（株）笠江クリーニング
菊池寝具店
（有）クィーン工芸
(有）くるま工房くろぎ
酒井春江労務管理事務所
（有）佐土原サニタリー
(株)ＪＲ宮崎シティ
(株)ジェイレック宮崎支店
第一ビル管理(株)
（有）TOPIKA
（株）トリノ
八紘警備保障（株）
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)
ＰＬＵＳ代行
ふれあい乗馬くらぶ
蹄跡の森 清武ホースパーク
（株）文化コーポレーション
平和リース （株）
「道の駅」フェニックス
フェニックス運営（株）
みなとやクリーニング
南日本警備保障（株）

住所
〒880-0123
宮崎市大字芳士575-3
〒880-0123
宮崎市大字芳士1802-1
〒880-0831
宮崎市新栄町86番地1
〒880-0844
宮崎市柳丸町10番
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島83
〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井1288番地1
〒880-0121
宮崎市大字島之内3535番地2
〒880-2112
宮崎市大字小松字口之坪2958番地1
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島9853-10
〒880-0045
宮崎市大字大瀬町字千丈2591番地
〒880-2101
宮崎市大字跡江2624番地
〒880-0944
宮崎市江南3-3-16
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島16751
〒880-0806
宮崎市広島二丁目11番11号
〒880-0853
宮崎市中西町42番地
〒880-0121
宮崎市大字島之内字永池9217番地6
〒880-0805
宮崎市橘通東1丁目4番16号
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東3丁目1-11 メリージュ1階P'MAS
〒880-0822
宮崎市権現町114-1
〒880-0806
宮崎市広島2-5-11（宮崎東京海上日動ビル7F）
〒889-1602
宮崎市清武町今泉丙1060-9
〒889-1602
宮崎市清武町今泉乙1856番地
〒880-0943
宮崎市生目台西三丁目4番地2
〒880-0812
宮崎市高千穂通1-9-20
〒889-2301
宮崎市大字内海字三池381-1
〒880-0921
宮崎市本郷南方3224-11
〒880-0903
宮崎市太田4-4-13

公式HP

電話番号
0985-82-7888
0985-77-8899

https://www.e-den.co.jp/

0985-24-0000

https://www.wash-house.jp/

0985-25-5330

https://www.np-k.co.jp/

0985-64-8880

http://www.area-m.jp/

080-5600-3901

https://www.otonau.com/

0985-71-0006

http://ofa-support.com/

0985-47-4304
0985-73-3355
0985-89-5337

http://queen-k.co.jp/

0985-62-3711

http://www.l-espoir-miyazaki.jp/

0985-52-4135
0985-73-1133

http://www.sadowara-sanitary.com/

0985-44-5112

https://www.amu-miyazaki.com/

0985-89-3820

http://www.j-rec1986.co.jp/

0985-86-6667

http://db-kanri.jp/

0985-89-0501

https://topika.co.jp/publics/index/

0985-31-3524
0985-25-0990
0985-25-8383

https://www.fujifilm.com/fb/

0985-72-7718

https://plusdikouclub.shopinfo.jp/

090-1977-5802

https://teiseki.net/

0985-50-9200

https://www.bunka-corp.com/

0985-27-1717

http://www.heiwa1717.com/ls/

0985-65-2773

http://michinoekiphoenix.jp/

0985-56-9319

http://www.minatoya.shop/

0985-52-4670

http://www.mkkeibi.com/

〒880-0912

宮交ビルマネジメント

宮崎市大字赤江975-1
〒880-2101

宮崎梅田学園（株）

宮崎市大字跡江2370番地
〒880-8522

宮崎ガス（株）

宮崎市阿波岐原町野間311-1
〒880-0912

宮崎空港ビル（株）

宮崎市赤江（宮崎空港内）
〒880-0822

宮崎県警備事業協同組合

宮崎市権現町120-26
〒880-0014

（一財）みやざき公園協会
（有）安中工業

民間救急サービスオーシャン

リコージャパン(株)宮崎支社

宮崎市鶴島二丁目10番25号
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島8617番地
〒880-0812
宮崎市高千穂通1丁目6番25号
〒881-0016

医療法人 隆徳会

西都市御舟町1丁目78
〒880-0911

(株)臨床宮崎

宮崎市大字田吉6269番地2
〒889-1602

（株）ローザ宮崎店

宮崎市清武町今泉甲2823-1
〒889-1602

（株）ワン・ステップ

宮崎市清武町今泉甲4625-1

0985-51-2140

https://www.miyakoh-bm.com/

0985-77-6000

http://www.umeda-gakuen.co.jp/

0985-39-3911

https://www.miyazakigas.co.jp/

0985-51-5111

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

0985-20-2024

http://www.keibi-miyazaki.com/

0985-25-7410

http://mppf.or.jp/

0985-48-9191

http://yasunaka.net/

0985-25-6000

https://www.ricoh.co.jp/

0983-42-3753

http://www.ryutoku.or.jp/

0985-52-6688

https://rinmiya.com/

0985-67-4077

http://www.rosa.co.jp/

0985-64-5399

https://onestep-miyazaki.com/

■製造・建設・その他
会社名

住所
〒880-0905

井内銃砲火薬店花火事業部

宮崎市中村西1-2-2
〒880-0301

石川工業（株）

宮崎市佐土原町上田島3792
〒880-0001

江坂設備工業（株）

宮崎市橘通西5-2-33
〒880-2215

(株)共立電機製作所

宮崎市高岡町高浜1495番地55
〒880-0806

（株）坂下組

宮崎市広島2丁目10番16号
〒880-0879

（株）中村園芸場

宮崎市宮崎駅東2丁目6-6
〒880-0912

（株）矢野興業

宮崎市橘通西5丁目1番23号

公式HP

電話番号
0985-51-4437
0985-74-0046

http://石川宮崎お酢屋.com/

0985-24-3051

http://esaka-setsubi.co.jp/

0985-72-7880

https://www.kyouritsu-denki.com/

0985-22-6185

http://www.sakashita-gumi.jp/

0985-22-6131

http://www.nakamura-engeijou.co.jp/

0985-31-1818

■組合、協会
会社名

宮崎市高岡町浦之名4913
〒889-1613

ふるさとづくり推進協議会
清武町商工会

宮崎市清武町西新町9番地7
〒880-0211

佐土原町商工会

宮崎市佐土原町下田島20732-53
〒882-1101

（一社）高千穂町観光協会

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井809-1
〒887-0005

（一社）日南市観光協会

日南市材木町1-13
〒882-0053

(一社）延岡観光協会

延岡市幸町2丁目125
〒889-0014

（一社）日向市観光協会

日向市原町1丁目2-1コルセ・カレ日向101
〒885-0023

（一社）都城観光協会

宮崎県都城市栄町4553番地
〒880-0014

宮崎管工事協同組合

宮崎市鶴島3丁目175番地1
〒880-0879

宮崎県飲食業生活衛生同業組合

宮崎市宮崎駅東3-2-16 シャロムC棟12号
〒880-0811

宮崎支部
（公財）宮崎県観光協会

宮崎市錦町1番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館
〒880-0844

宮崎県仕出し弁当協会

宮崎市柳丸町74-12

宮崎県社交飲食業生活衛生同業組合

（一社）宮崎県造園緑地協会

宮崎支部

（一社）宮崎県タクシー協会

宮崎支部

宮崎県地質調査業協同組合

宮崎県ビルメンテナンス事業協同組合

（公社）宮崎県物産貿易振興センター
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合

(一社）宮崎県旅行業協会
（公社）宮崎県緑化推進機構

〒880-0802
宮崎市別府町3-1 宮崎日赤会館1階

宮崎支部

宮崎支部

住所
〒880-2323

一里山地区

〒880-0917
宮崎市城ケ崎1-1-5
〒880-0925
宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-24
〒880-0925
宮崎市大字本郷北方字平田2043
〒880-0902
宮崎市大淀3-5-18
（南宮崎駅前ビル2号館201）
〒880-0804
宮崎市宮田町1番6号
〒880-0811
宮崎市錦町1-10
宮崎グリーンスフィア壱番館７階
〒880-0832
宮崎市稗原町1-1ユタカビル202号
〒880-0804
宮崎市宮田町10番28号

公式HP

電話番号
0985-89-1262
0985-85-0173

http://www.miya-shoko.or.jp/kiyotake/

0985-73-2567

https://www.sadowara-shokokai.jp/

0982-73-1213

http://takachiho-kanko.info/

0987-31-1134

https://www.kankou-nichinan.jp/

0982-29-2155

https://nobekan.jp/

0982-55-0235

https://hyuga.or.jp/

0986-23-2460

https://miyakonojo.tv/

0985-24-2371

http://www.miyazaki-kankoji.com/

0985-26-1815
0985-26-6100

http://www.kanko-miyazaki.jp/

0985-22-8777

0985-29-4392

0985-51-0705

http://m-zouen-ryokuchi-assoc.com/

0985-51-8081

http://www.mztaxi.jp/

0985-52-2403

0985-54-8893

http://www.miyazaki-bmc.jp/

0985-38-9351

https://www.m-tokusan.or.jp/

0985-24-4730

http://www.miyazaki-yado.gr.jp/

0985-29-8588

https://www.kmi-anta.com/

0985-31-7759

http://www.miyazaki-midori.org/

宮崎個人タクシー事業協同組合
宮崎市大淀河畔温泉協同組合
宮崎市漁業協同組合
宮崎市商店街振興組合連合会
宮崎市塗装業協会

〒880-0911
宮崎市大字田吉字東前島2439-12
〒880-0864
宮崎市吾妻町58-6
〒889-2162
宮崎市青島3丁目5-1
〒880-0805
宮崎市橘通東3-1-11 アゲインビル2階
〒889-2161
宮崎市大字加江田3672-5（株）ヒラノテクノ内
〒880-0811

宮崎商工会議所

宮崎市錦町1-10 KITENビル7F
〒880-0811

宮崎商工会議所青年部

宮崎市錦町1-10 KITENビル7F
〒880-0802

宮崎地区建設業協会

宮崎市別府町2-12
〒880-0813

宮崎中央農業協同組合

宮崎市丸島町1番17号
〒880-8505

宮崎物産協会

宮崎市橘通西1-1-1第2庁舎 ３階商業労政課内

0985-52-2181
0985-61-9605

http://www.tamayura.net/

0985-65-1011

http://www.jf-miyazakishi.jp/

0985-23-4756

http://www.m-shousinren.com/index.html

0985-65-0521

http://www.miyazakisi-toso.jp/

0985-22-2161

http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyazaki/

0985-22-2161

http://yeg.miyazaki-cci.jp/

0985-24-7811

www.miya-ken.jp/

0985-20-1001

http://chuou.ja-miyazaki.jp/

0985-27-8491

■卸・小売業
会社名
アサヒビール(株)九州南部統括支社 宮崎支社

（株）アビックス
イオンモール（株）イオンモール宮崎
植松商事（株）
（株）エーコープみやざき
Okazaki Food（株）
（株）川越紙店
（有）かわにし
（有）ぐしけん精肉店
（有）グローアップ
高原ミネラル（株）
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）リテールフード宮崎支
店
C&G Miyazaki（同）

JR九州リテール（株）鹿児島支店

（有）島田谷燃料店
食彩工房keimei
（株）SHINGAKI
セイコー電気
そのだ精肉店
（株）太鼓屋
（株）橘百貨店
デサントジャパン(株)
遠山花火（（有）遠山和伸商会）
（有）ドライアイス日野
（株）中村食肉 樺山工場
（有）西澤養蜂場
（株）西原商会九州 宮崎支店
（株）ハニーパオワールド事業部
（有）ボールパークドットコム
（株）南九州ファミリーマート
（株）宮交シティ

住所
〒892-0844
鹿児島県鹿児島市山之口町3-31住友生命鹿児島ビル8F
〒880-0032
宮崎市霧島3丁目183-1
〒880-0834
宮崎市新別府町江口862-1
〒880-0001
宮崎市橘通西4-2-30
〒880-2114
宮崎市大字富吉1223番地
〒880-0826
宮崎市波島1丁目1番53号
〒880-0803
宮崎市旭1-1-4
〒880-0121
宮崎市大字島之内6679
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島20296-24
〒880-2101
宮崎市跡江字坂ノ下639番地1
〒880-0036
宮崎市花ヶ島町北沖630-2
〒880-0844
宮崎市柳丸町46-1
〒880-0934
宮崎市大坪東3-7-8
〒890-0046
鹿児島県鹿児島市西田2丁目28-8
第11川北ビル5F
〒880-0012
宮崎市末広1-7-4
〒880-0211
宮崎市佐土原町下田島12058-2
〒880-2231
宮崎市大字糸原1963-28
〒880-0824
宮崎市大島町南窪847-3
〒889-1701
宮崎市田野町乙9436-47
〒880-0951
宮崎市大塚町大迫南平4420
〒880-8586
宮崎市橘通西3-10-32
〒812-0018
福岡市博多区住吉3-1-1富士フィルム福岡ビル7F
〒880-0031
宮崎市船塚1-26
〒880-0911
宮崎市大字田吉赤江377番地1
〒889-1901
北諸県郡三股町大字樺山505
〒880-2223
宮崎市高岡町浦之名3224番地8
〒880-0834
宮崎市新別府町前浜1401番地294
〒880-0013
宮崎市松橋2丁目22番
〒880-0841
宮崎市吉村町下藪甲4353番地5
〒890-0067
鹿児島市真砂本町3番67号
〒880-0902
宮崎市大淀4-6-28

公式HP

電話番号
099-227-1788

https://www.asahibeer.co.jp/area/10/

0985-24-2526

https://www.abcx.jp/

0985-42-9100

https://miyazaki-aeonmall.com/

0985-22-5100

http://www.uematsu-grp.co.jp/

0985-89-6100

https://www.acoopmz.com/

0985-25-9100

http://www.okazakifood.jp/

0985-22-7105

http://www.kawagoep.co.jp/

0985-39-4786

https://kawanishisp.jp/

0985-73-4129
0985-89-0700

https://www.anzen-growup.com/index.html

0985-36-3280

http://www.kougen-m.com/

080-7562-6996

https://www.ccbji.co.jp/

0985-53-7688

https://c-g-miyazaki.com/ja/

099-255-5161

https://www.jr-retail.co.jp/

0985-22-6304

https://www.rakuten.co.jp/shimadayanenryou/

090-9567-4227

https://keimei.kitchen/

0985-25-2901

http://shingaki-net.co.jp/index.html

0985-86-7188
0985-86-1445
0985-54-0116

http://taikoya.com/

0985-24-4111
092-272-1214

https://www.descente.co.jp/jp/

0985-22-2840
0985-51-2384

http://www.dryice-hino.jp/

0986-52-2929

https://www.niku-nakamura.co.jp/facility/#k3

0985-82-0211

http://www.hachibeikan.co.jp/

0985-24-7558

https://www.nishihara-shokai.co.jp/

0985-86-8282

https://www.pao21.jp/

0985-83-3186

http://www.japan-ballpark.com/

099-263-8330

https://www.mfamily.co.jp/

0985-51-1311

https://www.miyakocity.com/

〒880-0924

（有）宮崎園芸

宮崎市大字郡司分甲1250
〒880-0912

宮崎空港商事（株）

宮崎市大字赤江字飛江田277-1
〒880-0834

（株）宮崎竹田青果

宮崎市新別府町雀田1185
〒880-0834

宮崎中央青果（株）

宮崎市新別府町雀田1185
〒880-8602

（株）宮崎山形屋

宮崎市橘通東3-4-12
〒880-0013

（株）Ｍｉｌｋ Ｌａｂ．

宮崎市松橋2丁目4番31号 宮崎県中小企業会館5階508号
〒880-0802

米良電機産業（株）

宮崎市別府町4-33
〒889-4411

（有）ユタカ商会

西諸県郡高原町大字広原1421-1
〒880-0002

（株）吉野酒店

宮崎市中央通6-27
〒812-0893

（株）レッツ

福岡市博多区那珂1丁目4番27号

0985-56-1188

http://www.miyazaki-engei.jp/

0985-56-2288
0985-28-6711

http://www.m-takeda.co.jp/

0985-27-8000

https://www.maru-miya.co.jp/

0985-31-3111

https://www.yamakataya.co.jp/miyazaki/

0985-25-2539

https://milklab.co.jp/

0985-26-2727

http://www.mera-denki.co.jp/

0984-42-4741
0985-24-4408

https://www.yoshinoliq.com/

092-472-4955

http://lets-sports.jp/

■金融業
会社名
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
（株）エポスカード

住所
〒880-0905
宮崎市中村西1丁目1番6号
〒164-8701
東京都中野区中野4丁目3番2号
〒880-0802

九州労働金庫宮崎県本部
ＧＭＯペイメントゲートウェイ(株)
（有）スマイルライフ

宮崎市別府町3-9
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3-4-7天神ビル5F
〒884-0002
児湯郡高鍋町北高鍋4503-1
〒880-0805

損害保険ジャパン（株）
東京海上日動火災保険（株）
（株）宮崎銀行

宮崎市橘通東5-3-10
〒880-8511
宮崎市広島2-5-11
〒880-0805
宮崎市橘通東4-3-5
〒880-0805

宮崎第一信用金庫

宮崎市橘通東2-4-1
〒880-8606

（株）宮崎太陽銀行
ライジングパートナーズ（株）

宮崎市広島2-1-31
〒880-0057
宮崎市桜町5番地15

公式HP

電話番号
0985-59-3240

https://www.aioinissaydowa.co.jp/

03-4574-0101

https://www.eposcard.co.jp/index.html

0985-26-9206

https://kyusyu-rokin.com/

03-3464-2323

https://www.gmo-pg.com/

0983-23-2070

http://smilelife-hoken.jp/

0985-27-7111

https://www.sjnk.co.jp/

0985-23-2902

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

0985-27-3131

http://www.miyagin.co.jp/

0985-22-5111

http://www.miyasin.co.jp/

0985-24-2111

https://www.taiyobank.co.jp/

0985-32-1588

https://ri-pa.co.jp/

■企画・広告装飾業
会社名

住所
〒880-0925

（株）AVC放送開発
（株）グランドワーククリエーション
（有）デザインスギタ

宮崎市本郷北方2753-5
〒880-0902
宮崎市大淀1-1-8 サンシャインパートⅡ2階
〒880-0123
宮崎市大字芳士字人ノ前1703-1
〒880-2215

（株）ナガヨシ巧芸

宮崎市高岡町高浜2238-4
〒889-1608

（有）ヒロアシスト

宮崎市清武町池田台北29-171
〒880-0124

（有）藤原巧芸社

宮崎市大字新名爪4090番地７
〒880-0941

（有）松山巧芸

宮崎市北川内町黒岩前4586-2
〒880-0852

吉本工芸（有）

宮崎市高洲町51-4
〒880-0934

（株）ヨネ巧芸

宮崎市大坪東2-17-3
〒880-0044

（株）凌駕

宮崎市大字瓜生野3675-1
〒880-0124

（有）若竹デザイン企画

宮崎市大字新名爪4090-16 宮崎市北部工業団地内

公式HP

電話番号
0985-51-9703

https://www.avc-hk.co.jp/

0985-59-3700

http://www.gwc-m.co.jp/

0985-39-4262

http://www.design-sugita.co.jp/

0985-82-0368

http://www.nagayoshi-kougei.com/

0985-83-0437

http://www.hiroat.com/

0985-39-5211
0985-54-4980
0985-25-2971

http://www.yoshimotokougei.co.jp/

0985-51-6533
0985-41-3380

https://www.ryouga.co.jp/

0985-39-5945

http://www.wakatake-design.co.jp/

■賛助会員
会社名
宮崎空港ビル 翼会
宮崎県すし商組合宮崎支部
宮崎市ぎょうざ協議会
（有）宮崎電波サービス
（有）行本明廣堂
（株）よしみカメラ

住所
〒880-0912
宮崎市赤江宮崎空港内
〒880-0805
宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館1階
〒880-0811
宮崎市錦町1番10号宮崎グリーンスフィア壱番館3階
〒889-2151
宮崎市大字熊野7570-3
〒880-0804
宮崎市宮田町6-4
〒880-0032
宮崎市霧島2-116-14

公式HP

電話番号
0985-51-5111
0985-28-1003

http://www.miyazaki-sushi.com/index2.html

0985-20-8658

https://www.miyazaki-gyoza.com/

0985-58-2111
0985-24-6357

http://www.yukimoto.co.jp/

0985-26-2000

http://www.443c.com/

