
番号 市町村名 企　　業　　等　　名 番号 市町村名 企　　業　　等　　名

1 木城町  宮崎ダイシンキヤノン株式会社 76 都農町 山中菓子舗

2 高原町  農事組合法人はなどう 77 諸塚村 諸塚村観光協会

3 えびの市 明石酒造株式会社 78 五ヶ瀬町 新緑会

4 都城市  大淀開発株式会社 79 宮崎市 宮崎梅田学園(株)サンモータースクール

5 都城市  都城まちづくり株式会社 80 宮崎市 東京海上日動火災保険(株)宮崎支店

6 都城市  リストランテ星の空 81 都城市 ＵＭＫスイミングスクール

7 都城市  (有)珈琲館 82 延岡市 岸上蒲鉾(株)

8 えびの市 南九州コカ･コーラボトリング株式会社グリーンパークえびの 83 日向市 株式会社黒田工業ひゅうがリサイクルセンター

9 都城市  ツモローフォト山下 84 宮崎市 株式会社ホテルマリックス

10 都城市  有限会社ぎょうざの丸岡 85 宮崎市 たつみ流着付け教室

11 日南市  京屋酒造有限会社 86 宮崎市 日本航空（株）

12 宮崎市  株式会社テレビ宮崎 87 三股町 (有)宮崎上水園

13 日南市  王子製紙株式会社日南工場 88 日向市 有限会社まつおか

14 宮崎市  九州電力株式会社宮崎支社 89 串間市 布ぞうりの館

15 宮崎市  有限会社堀之内スポーツ店 大塚店（他１店舗） 90 宮崎市 ＮＰＯ法人ふるさと文化芸能振興会

16 宮崎市  株式会社宮崎放送 91 日向市 有限会社バッケーロ日向商工会議所青年部

17 宮崎市  医療法人社団敬寿会介護老人保健施設ことぶき苑 92 延岡市 ヘルストピア延岡

18 五ヶ瀬町 宮部精肉店 93 三股町 (有)しゃくなげの森

19 宮崎市  コミュニケーションＣＬＵＢ 94 西米良村 川の駅 百菜屋

20 宮崎市  株式会社永野 うめこうじ・ながの屋佐土原本店（他11店舗） 95 西米良村 有限会社米良食品

21 宮崎市  株式会社久保田オートパーツ 96 日之影町 姫泉酒造合資会社

22 高千穂町 高千穂森の会 97 西米良村 小川作小屋村運営協議会

23 高原町  ＮＰＯ法人たかはるハートム 98 門川町 ふれあい地球館

24 宮崎市  宮崎青年会議所 99 日之影町 水土里ネット日之影 日之影土地改良区

25 小林市  ＮＰＯ法人こばやしハートム 100 都城市 ホテル中山荘

26 延岡市  地域づくりサークルわかあゆ 101 延岡市 株式会社池上冷熱

27 都城市  有限会社アトリエショパン 102 宮崎市 有限会社宮崎中央新聞社

28 都城市  花ふぶき一座 103 宮崎市 ソーラフロンティア(株)宮崎工場

29 都城市  都城市消防局 104 宮崎市 ライブ人材分析研究所

30 都城市  住友ゴム工業株式会社宮崎工場 105 宮崎市 株式会社馬原造園建設

31 都城市  都城ドライビングスクール 106 都農町 Itarian dining cafe ＢＯＮＬＩＳＳＡボンリッサ

32 都城市  イオン九州株式会社イオン都城店 107 宮崎市 宮崎を元気にする会

33 延岡市  株式会社夕刊デイリー新聞社 108 日南市 医療法人社団欣生会ふさやす歯科医院

34 延岡市  九州保健福祉大学 109 宮崎市 株式会社　宮崎銀行

35 五ヶ瀬町 ＮＰＯ法人五ヶ瀬自然学校 110 延岡市 学校法人聖心ウルスラ学園

36 都農町 (有)慶助パントリーけいすけ都農店（他２店舗） 111 宮崎市 ＮＨＫ宮崎放送局

37 日向市 お菓子の清香堂 112 宮崎市 宮崎酸素株式会社

38 都城市 ＮＰＯ法人グラウンドワーク都城 113 延岡市 株式会社ビットクラブ

39 延岡市 (株)ケーブルメディアワイワイ 114 日南市 株式会社ダーバン宮崎ソーイング

40 延岡市 (財)あさひ・ひむか文化財団 115 宮崎市 トップツアー株式会社宮崎支店

41 延岡市 (有)延岡市リサイクルプラザゲン丸館 116 宮崎市 ジェット・ＮＥＫＯ株式会社

42 延岡市 株式会社虎屋 117 宮崎市 インファントマッサージ宮崎

43 日向市 ＮＰＯ法人こども遊センター  118 宮崎市 （株）明林堂書店ボンベルタ橘店

44 都城市 ヤマト運輸(株)都城エリア支店 119 宮崎市 九電「省エネ快適ライフプラザ」イリス宮崎

45 延岡市 延岡市消防本部 120 高鍋町 高鍋自動車学校

46 都農町 有限会社都農ワイン              121 川南町 ゲシュマック

47 都農町 タカラダフラワー                122 宮崎市 ふらわぁ がーでん

48 木城町 木城えほんの郷                  123 都城市 ＳＩＥＳＴＡ（シエスタ）

49 宮崎市 ＮＴＴドコモ宮崎支店             124 椎葉村 食事処 大神館（だいじんかん）

50 延岡市 旭化成株式会社                  125 宮崎市 特定非営利活動法人ひむかおひさまネットワーク

51 都城市 陸上自衛隊都城駐屯地            126 宮崎市 特定非営利活動法人アジア砒素ネットワーク

52 綾町  大山食品(株)                    127 宮崎市 ＮＡＮＡ ＦＬＯＷＥＲＳ

53 国富町 ほけだけ八町坂 128 宮崎市 宮崎県立看護大学

54 宮崎市 コマツ宮崎(株)                  129 宮崎市 宮崎産業経営大学

55 宮崎市 株式会社エフエム宮崎            130 宮崎市 セントラル観光株式会社

56 宮崎市 株式会社宮崎太陽銀行            131 小林市 株式会社クリーン･アクア･ビバレッジ

57 宮崎市 宮崎トヨタ自動車(株)花ヶ島店（他８店舗） 132 高千穂町 一滴の会

58 宮崎市 宮崎県警察本部生活安全部少年課  133 宮崎市 株式会社宮崎観光ホテル

59 宮崎市 有限会社亜細亜観光              134 宮崎市 宮崎ガス株式会社

60 日向市 ＮＰＯ法人日向みんなの図書館    135 宮崎市 株式会社宮崎ドライビングスクール

61 五ヶ瀬町 五ヶ瀬ワイナリー(株)            136 宮崎市 株式会社岡﨑組

62 椎葉村 椎葉民俗芸能博物館              137 えびの市 特定非営利活動法人ＮＰＯえびの

63 美郷町 (有)日向庵                      138 宮崎市 宮崎市消防団 音楽隊

64 日向市 第一糖業株式会社                139 木城町 森ガス水道工事有限会社

65 宮崎市 丸栄宮崎株式会社                140 宮崎市 社団法人宮崎県歯科医師会立 宮崎歯科技術専門学校

66 都城市 ナカムラ自動車学校              141 日向市 小川製材

67 宮崎市 (株)九電工宮崎支店              142 日向市 private salon ｅｓｏｒａ

68 宮崎市 (株)宮崎サンシャインエフエム    143 宮崎市 有料老人ホーム まごの手

69 宮崎市 ブルートゥリーコーポレーション株式会社  144 宮崎市 九州労働金庫宮崎県本部

70 宮崎市 教互センター                    145 宮崎市 シニアコミュニティ宮崎

71 宮崎市 ｆｏｏｌｉｓｈ                  146 串間市 オリーブの風～Vento di oliva～

72 都城市 有限会社三幸 警友自動車学校  147 宮崎市 (財)野村生涯教育宮崎支部

73 宮崎市 株式会社宮崎日日新聞            148 宮崎市 宮崎県海外協力協会（ＭＯＣＡ）

74 宮崎市 イオン九州株式会社イオン宮崎店 149 宮崎市 株式会社ソーラープランニング

75 高千穂町 (株)千穂の家
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