
創    　 業　　　平成１９年４月
代  表  者　　　代表取締役　和田　優
従  業  員　　　６９名
業　     種　　　飲食店業・食品製造販売業
所  在  地　　　宮崎市花ヶ島町観音免890-1
Ｔ　 Ｅ 　Ｌ        0985-65-6655
Ｆ　 Ａ 　Ｘ        0985-65-6678
Ｕ　 Ｒ　 Ｌ       http://gobochi.co.jp

平成30年度　宮崎中小企業大賞表彰

株式会社デイリーマーム

会社概要

表彰理由 代表取締役　和田　優

○ごぼうのカット方法、食べやすい厚みの選定、使用する油の選定、無添加へのこ
だわり等、安全とおいしさを追求したゴボチは、オンリーワンの製品。
　原材料となるごぼうは県内農家から仕入れ、ごぼう農家の生産所得の安定化に寄
与しており、平成３０年３月には高鍋町に工場を新設したことで、地域の雇用にも
貢献。

〇平成２９年１２月高鍋町に農畜産物の直売所とレストランの複合施設「ママンマ
ルシェｰTAKANABE-」をオープン。
　直売所では県立農業大学校、高鍋農業高校等が生産した農畜産物を販売してお
り、地域の食の魅力を発信する拠点として地域経済のさらなる活性化を期待。

県内のごぼうを使った「ゴボチ」は絶品！ ママンマルシェｰTAKANABEｰで県産品の食材をPR！

ゴボチの製造・販売 ママンマルシェｰTAKANABEｰオープン

【プレーン醤油味】
ごぼうの風味を生
かした一番人気の
プレーン味。

【ピリ辛味】
ピリッと辛さがくせにな
る、手作り一味唐辛子
をトッピングした商品。

【ブラックペッパー味】
ガツンと刺激的なあら
びきブラックペッパーを
トッピングした商品。

高鍋町の国道10号線沿いの約26，400平方メートルの敷地に1，500平方
メートルの施設「ママンマルシェ-TAKANABE-」をオープン。
地元農家の食材をはじめ、県立農業大学校や高鍋農業高校が生産した
農林畜水産物が並び、フードコートには地元高鍋の有名餃子店2店とパ
ン屋の3店のテナントが出展している。
「高鍋にあるものは高鍋のものを、高鍋にないものは広く各地からいいも
のを集める」という方針を立てて、日本のみならず世界各地の魅力的な
商品を集めている。

アイデア次第で様々なアレンジが可能！

ゴボチをトッピングしたサラダ ゴボチをのせたうどん

ゴボチ出荷様子

○甘み旨みの優れた国産ごぼうだけを使用。その
日のごぼうの状態を見ながら手作業で加工してい
る。
○原材料は国内産のものを使用し、無添化にこだ
わった安心安全のごぼうチップス。
○チャック式開閉で２度３度に分けて食べられる。
〇平成25年度優良ふるさと食品中央コンクール国
産農林産品利用部門農林水産大臣賞(最高賞)を
受賞。

ゴボチ

ごぼう天うどん

ママンマルシェ－TAKANABE－外観

県立農業大学校とは連携協定を結び、直売所や工場を実習・研修の場と
して活用している。実際のビジネスに触れる経験を積むことができ、農業
大学校の教育にも大きく寄与している。

チキン南蛮

ゴボチテラスの料理

店内の様子



創    　 業　　 平成１３年１１月
代  表  者　　 代表取締役社長　川野　純一
従  業  員　　 ８２名
業　     種　　 ・発泡スチロール成形品製造及
　　　　　　　　  び販売・包装関連資財販売
　　　　　　　　　・観光事業
所  在  地　　 日南市南郷町谷之口1483-1
Ｔ　 Ｅ 　Ｌ       0987-64-3303
Ｆ　 Ａ 　Ｘ       0987-64-2324
Ｕ　 Ｒ　 Ｌ      http://nango-hoso.com/

平成３０年度　宮崎中小企業大賞表彰

株式会社南郷包装

会社概要

表彰理由 代表取締役社長　川野　純一

〇カツオ等の水産物で有名な日南市において、発泡容器の受注から生産、
納品まで顧客の要望に応じた迅速な物流システムを構築し、活魚輸送用
発泡スチロール売上高は日本トップクラス。

○「道の駅なんごう」の指定管理者として団体客の受入れや期間限定
で名称を「道の駅マンゴー」へ改名したりするなどユニークな取組を
実施しているほか、レストランと地場産品やパン販売を併設した「デ
モン・デ・マルシェ」のオープンなど、地域経済の活性化にも貢献。

地元企業と連携したマン
ゴーを使った調味料「マ
ンゴ－味噌」を開発する
など、六次産業化のチャ
レンジも行っている。

活魚輸送用発泡スチロール容器の売り上げ日本トップクラス！デモン・デ・マルシェ・道の駅なんごうの取組みで地域経済の発展に貢献！

活魚輸送用発泡スチロール
道の駅なんごう

「マンゴ－味噌」の開発

デモン・デ・マルシェ

スチレンピック全国大会in日南

発泡スチロール業界のオリ
ンピックとも言われる「スチ
レンピック全国大会」が九州
で初めて日南市南郷町で開
催された。
北は北海道、南は九州沖縄
から凄腕の職人たちが集結
した。

水産業向けに発泡スチロー
ル容器を製造、販売、配達。
原材料から加工生産を一貫
して行っており、受注から納
品まで迅速な物流システム
を構築している。

バイキングデモン・デ・マルシェ 建物外観

「夢への投資」として宮崎市
内海の国道220号沿いでレ
ストランと地場産品やパン
販売を併設した「デモン・
デ・マルシェ」をオープン。
国内の観光客はもとより訪
日客のツアーも増加してい
る。

ペストリー ホール

世界最大級の旅行口コミサイト

（トリップアドバイザー）の旅好

きで道の駅ランキング全国１位

獲得。

日南マンゴーPRのために、期間限

定で「道の駅マンゴー」へ改名する

などユニークな取組を実施。

市内事業所と連携して「日南マン

ゴー同盟」を発足。

道の駅なんごう

青森県八戸市南郷との包括協定

青森県八戸市南郷と宮崎県南郷町の

産品についてお互いの道の駅で取り

扱う取組を実施。

ジャカランダまつり

道の駅なん

ごうの様子



創    　 業　　 昭和５年５月
代  表  者　　 代表取締役社長　松田　哲
従  業  員　　 ２９３名
業　     種　　 プラスチック製品製造業
所  在  地　　 東臼杵郡門川町大字
　　　　　　　　　加草2725番地
Ｔ　 Ｅ 　Ｌ　　   0982-63-7111
Ｆ　 Ａ 　Ｘ     　0982-63-7130
Ｕ　 Ｒ　 Ｌ       http://www.yasui-kk.co.jp/

平成３０年度　宮崎中小企業大賞表彰

安井株式会社

会社概要

表彰理由 代表取締役社長　松田　哲 

○自社の射出成形技術を活かして、新分野の医療機器産業に進出し、
折れて破片が飛び散らないポリカーボネート樹脂の使用や、滅菌が
行えるようコードレス化を実現した高付加価値のオリジナル製品
「コウプライト」を作りあげた取組みは、他社の模範となる取組み。

○医療機器製造業許可・製造販売業許可などハードルの高い資格を
取得し、本県の医療機器産業の牽引役。

射出成形事業で培った技術を活用して新分野に進出し、医療機器「コウプライト」を開発！

医療機器コウプライト

「地域未来索引企業」に認定

印刷ラベル

平成２９年に「地域未来索引企業」
に認定。
地域の特性を生かして高い付加
価値を創出し、地域の事業者等に
対する経済的波及効果を及ぼすこ
とにより地域の経済成長を力強く
牽引する事業を更に積極的に展
開されること、また今後の取り組み
に期待。

『品質に妥協なし、能力は無限である』をモットーに、昭和52年より
医療機器部品である人工透析容器の 生産からスタート。製品に求
められる要求品質は、お客様または製品によって異なってい
る。お客様から求められる要求品質を満たすために、製品ご
と管理項目を設け管理運用を行っている。

自社オリジナル医療用手術器具「コウプライ
ト」が、公益財団法人日本デザイン振興会主
催「2018年度グッドデザイン賞」を受賞

培った技術とノウハウ
で品質に妥協せず、
平成24年に医療機器
製造業許可、 続く平
成26年にはＩＳＯ１３４
８５も取得。

工場外観
パワーフロート

印刷、射出成形など様々な業務を展開

透析各種 医療用フィルター

先端には、強靭で視認
性に優れ、絶縁性の透
明プラスチックを使用。
手術に適した形状の先
端鈎部を的確に素早く
取り換えることが可能。
軽量でコードレスの「ＬＥ
Ｄ」照明器は術者のスト
レスを軽減し、術野を明
るく確保。

品質管理の徹底

コウプライト

昭和５年の創業より、社
会貢献度の高い企業を
目指し、変化を続けなが
ら印刷にかかわる製品
を手掛けている。

発泡スチロール製品の
軽量、高断熱、自由な形
状の特性を生かしあらゆ
るモノ創りを行っている。

クリーンルームを
活かし、接液を行
う製品及び透明筒
物、極細径、肉厚
製品などの生産を
行っている。

射出成形部門

印刷、発泡部門

開発部門

研究開発〈採択事例〉
○バイオマスプラスチックの二酸化炭素削減効果及び信
頼性等検証事業（平成28年度～平成30年度〉
「自動車の軽量化を目指したリグノフェノール部品の開
発・実証」
○ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
（平成30年度）
「腹腔鏡手術用デバイスの開発」



創    　 業　　 昭和２１年９月
代  表  者　　 代表取締役社長　吉玉 典生
従  業  員　　 １００名
業　     種　　 金属製品製造業
所  在  地　　 延岡市大武町39番地24
Ｔ　 Ｅ 　Ｌ       0982-33-1251
Ｆ　 Ａ 　Ｘ       0982-33-2244
Ｕ　 Ｒ　 Ｌ      http://www.yoshitama.co.jp/

平成３０年度　宮崎中小企業大賞表彰

吉玉精鍍株式会社

会社概要

表彰理由 代表取締役社長　吉玉　典生

○全国初の錫めっき廃液リサイクル装置を開発したことは、業界
の課題を解決し、限りある資源をリサイクルするとともに、環境
負荷の低減を実現する画期的な取組みであり、「地域社会に貢献し、
人間そして地球環境尊重の経営を行う」という経営理念の実践は、
他の企業の模範。

○現在は、産業廃棄物として処理しているクロムめっき廃液のリ
サイクル研究にも取り組んでおり、今後の新しい事業展開も期待。

全国初の錫めっき廃液リサイクル装置を開発し、錫スラッジのリサイクル技術を確立！

錫めっき廃液の分別回収に関する概略図

情報ソリューション事業

錫回収装置

→

産業廃棄物から資源として

鉱山会社へ

リサイクル

auショップ延岡多々良・高千穂

auショップ延岡多々良、auショップ高千穂では、

携帯電話販売・サポートを行っています。

店内も明るく、くつろぎの空間もあるお店。

生産設備等が持つ情報を、IoT機器

を使い見える化を行う。

IoT事業

これまで産業廃棄物として処分されてきためっきスラッジを、福岡県

工業技術センター機械電子研究所と弊社で開発した錫回収装置を

活用し、高濃度の錫スラッジを製作することで錫精錬業者への売却

が可能になり、産廃コスト削減と資源リサイクルを両立させるモデル

が完成した。 情報サポート・レスキュー事業

パソコン故障修理・データレスキュー(復旧)

MZ(エムジー)プラットフォーム活用サポート

デジタルサイネージ構築・情報セキュリティ支援

Webシステム及び、業務システムの開発等。

法人まるごとサポート事業

法人au携帯サポート

複合機 販売及びサポート

内線電話システム販売・サポート

パソコン(新品・中古)販売。

・錫系廃液の分別により、高品位な水酸化錫を得られた。

・沈殿条件の最適化により毎時600ℓの廃液処理が可能。。

・水酸化錫は製錬原料として有価物となり、産廃コストの削減と資

源の有効利用が可能。

錫めっき廃液リサイクル装置

錫回収装置 スラッジ


