
イベントに合わせて、丸の内
仲通りでは、宮崎県食材を
使ったラーメン「宮崎 日向
（ ひなた ） そば 」 が一杯
1,300円で販売されました。
宮崎県出身で、日本料理「く
ろぎ」シェフの黒木純さん監
修の地元宮崎への愛が込め
られたラーメンです。

来場者の方から
『「ヨーグルッペ」
の 「 ッ ペ 」 て
何？』との質問
があるなど、リ
アルイベントの
洗礼及び緊張感
を味わうことが
できました。
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このレポートでは、首都圏における宮崎の動きや東京事務所の活動を中心にお知らせします。

10月13日～23日 丸の内×JP47 Featuring宮崎県

東京・丸の内の三菱ビル1階に、本県と連携協定を結んでいる三菱地所が運営する施設「Have
a Nice TOKYO」がオープンし、その場所をお借りして「丸の内×JP47 Featuring 宮崎県」と
して本県のPRを実施しました。
日中人通りの多いビルの一角ののれんをくぐると、そこは宮崎！
「デトックス・トリップ宮崎」の紹介コーナーを中心に、県内各市町村のパンフレットをス
ペースいっぱいに並べて、お客様をお迎えしました。鵜戸神宮の運玉投げ体験コーナーやヨー
グルッペが当たるクジも楽しんでいただきました。また、期間中には、大型モニタを利用して
高千穂オンラインツアーも実施しました。

東京都千代田区平河町の都道府県会館１５階
にあり、官公庁等との連絡調整・農林水産物等
のＰＲ・観光ＰＲ・企業立地促進・就職相談・移住
の促進などの業務を行っています。
情報誌、パンフレット等も多数取りそろえてい
ますので、気軽にお立ち寄りください！

宮崎県東京事務所について
15階ここです！



バスタ新宿に到着する「はかた号」

フジテレビによる取材風景

11月～2月 道の駅イベント＠新宿みやざき館KONNE

宮崎県内の道の駅の商品を「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」で販売するイベントを行いました。
今回が初めての試みで東京事務所の職員もスタッフとして交替で毎日、店先に立ちました。
以下の日程で実施し、各道の駅でしか購入できない商品を販売することで、お客様にも大変喜
んでいただきました。
◆道の駅都城・道の駅なんごう・道の駅酒谷・道の駅えびの（11月9日から23日）
◆道の駅日向・道の駅つの（12月1日から10日）
◆道の駅北浦・道の駅北方よっちみろ屋・道の駅北川はゆま（12月15日から30日）
◆道の駅高岡・道の駅田野（1月30日から2月8日）

12月～3月 バスあいのりマルシェ＠新宿みやざき館KONNE

宮崎野菜の首都圏での流通促進のために、宮崎の野菜を高速バスに載せて東京に運び、販売す
る試みを行いました。
早朝収穫した野菜を宮崎交通と西日本鉄道の高速バスで東京のバスタ新宿まで運び、翌日午前
中には新宿みやざき館KONNEの店頭に並べて、販売することができました。
運送距離は、貨客混載日本最長の1,400キロにも及び、初日の到着の様子はフジテレビでも放送
され大反響でした。



2月～3月 宮崎フェア＠ホテルメトロポリタン川崎

宮崎県と連携協定を締結している川崎市。
そのJR川崎駅前にある「ホテルメトロポリタン川崎」
のレストラン「Terrace and Table」で「宮崎フェア」
を2月から3月の2か月間にわたって開催いただきまし
た。
宮崎にちなんだカクテル等のお酒をはじめ、牛ステー
キ、カツオのたたき、チキン南蛮、冷や汁、マンゴー
プリン、日向夏ゼリーなど、宮崎の魅力ある食材を
使った料理を並べていただき、宮崎県の魅力を発信い
ただきました。

3月12日、3月21日 オンライン配信イベント「宮崎トークライブ」

宮崎との往来が難しいなか、宮崎の話題で盛り上がり、宮崎を思い出したり、宮崎ファンを増
やすきっかけになるイベントとして、オンライン配信イベント「宮崎トークライブ」を２回開
催しました。
宮崎県にゆかりのあるゲストが、宮崎にゆかりのある都内の飲食店で宮崎ローカルな話で盛り
上がり、オンラインでの視聴者とも交流をすることができました。
１回目については通信状況が不安定だったため再収録をしておりますが、配信した動画は期間
限定で宮崎県東京事務所YouTubeチャンネル「東京で見つけた宮崎」で視聴することができま
すので、ぜひご覧ください。

ホテルメトロポリタン川崎

・石谷春貴さん（声優・延岡市出身）
・SHINさん（ダンスボーカルグループMADKIDメ
ンバー・宮崎市出身）

第1回（恵比寿・ヒムカテラス宮崎ダイニング）

第2回（新橋・やひろ丸新橋港）

・由佳さん（モデル・宮崎市出身）
・黒木ナルトさん（演歌歌手・ブラジル出身）

出演者

動画

出演者

動画

https://youtu.be/LS7scooKHJ8

https://youtu.be/-MShelcRGvM

司会は株式会社Beyondの道越万由子さん

https://youtu.be/LS7scooKHJ8
https://youtu.be/-MShelcRGvM


東京事務所に来所された皆様をご紹介します。
・MADKID SHINさん（10月22日）
・黒木ナルトさん（12月3日）
・由佳さん（3月22日）
・酒井瞳さん（3月29日）

とある事務所の
訪来 者紹介ビジター

チーズ饅頭やスコールなど故郷の話題で盛り上がりました。
新宿みやざき館KONNEも利用されているそうです。
「今後も一緒に宮崎をPRしていきましょう！」と意気投合。
歌とダンスを同時にこなされますので、スレンダーな体型にも
憧れます。

ダンスボーカルユニットMADKID

SHINさん（宮崎市出身）

演歌歌手

黒木 ナルトさん

黒木ナルトさんは、昨年4月にデビューした日系ブラジル３世
の演歌歌手。祖父母が宮崎県出身です。
デビュー曲の 「太陽のスマイル～ナルトの燦々サンバ～」は、
都内のとあるＣＤショップでのウイークリーチャートで他の有名
アーティスト達を押さえて堂々の一位になるなど、今後の快進
撃から目が離せません。
ナルトさんの自己紹介時の「オブリガード！」の発音の良さも
耳から離れませんでした。

マルチタレント

酒井 瞳さん(延岡市出身)

タレントやフィットネス講師としてご活躍され、YouTubeチャン
ネルで動画配信もされている酒井瞳さん。
応接室に並べられている焼酎の話や、ローカル話で盛り上が
り、一緒に宮崎をPRしていきたいですねと意気投合しました。
また、椅子に座ったままできるストレッチ体操の実演指導もし
ていただき、おかげさまで首や肩回りが軽くなりました。

モデル

由 佳さん(宮崎市出身)

ライブ配信イベント「宮崎トークライブ」に出演いただいた翌
日に来てくださいました。
宮崎の南国感を伝えるようなPR手法やSNSをさらに活用す
るアイデアをご披露いただくなど、宮崎愛にあふれるトークで
盛り上がりました。

福嶋所長



東京メトロ主要路線の女性専用
車両の中吊り広告で「デトック
ス・トリップ宮崎」を12月7日か
ら13日までPRしました。
また、ＪＲ山手線と横須賀線の新
型車両の窓上ビジョンや、駅構
内のビジョンを利用した動画を
放映しました。
往来自粛が続くなか、トリップ
（旅）をＰＲすることの難しさもあ
りましたが、「宮崎を感じること
ができた」など、好意的な感想を
いただけたことが今後のＰＲの
励みになりました。

東京メトロ有楽町線、半蔵門線、日比谷線、ＪＲ山手線などで実施

「デトックス・トリップ宮崎」を各所でPR その１

山手線 車両内窓上ビジョン動画広告（３連ビジョン）

駅ビジョン広告



第1回 日 南

「デトックス・トリップ宮崎」を疑似体験していただくオンラインツ
アーを４回開催しました。申込締切日を待たずに、定員に達する
ツアーもあり、宮崎への興味・関心の高さがうかがえます。

サンケイリビング新聞社が発行するフリー
ペーパー「Cityliving（シティリビング）」
の東京版令和2年12月11日号に「日本の
ひなたに癒やされる３つの旅」として記事
風の広告を掲載しました。
また、Webタイアップ広告なども実施し、
プレゼント企画については、3,000件近
い応募がありました。

「デトックス・トリップ宮崎」を各所でPR その２

「五感を満たす癒しのGreen×Gre
en」と題し、茶香炉体験、森林浴セラ
ピー、苔玉づくり体験を行いました。
苔玉づくりでは、配信側と参加者の
一体感が凄かったです。

第２回 高千穂

高千穂をゆるっと美味しく朝散歩。
高千穂峡ボートやあまてらす鉄道の
乗車体験なども行いました。お届け
したハーブティーやチーズ饅頭も大
好評でした。

第3回 青 島

加江田渓谷やボタニックガーデン、
トゥクトゥク、青島神社などをご紹介。
海の景観に加え、花が咲き鳥がさえ
ずる南国の雰囲気をお届けすること
ができました。

第4回 天岩戸

神楽の舞い手（ほしゃどん）が天岩戸
神社や天安河原をご紹介。神楽奉納
や高千穂牛生産者へのインタビュー
も行いました。



令和２年１０月から令和3年3月において、東京事務所管内から次の企業が立地しました。

株式会社mct.geek https://mtc-geek.com/新設 宮崎市

事業内容

新規雇用者数 令和６年度までに６人の新規雇用を予定

Webマーケティングに附帯するシステム開発・制作等

株式会社デュアルタップグロウス https://dualtap-growth.co.jp/新設 宮崎市

事業内容

新規雇用者数 令和６年度までに４１人の新規雇用を予定

営業支援事業、アウトソーシング事業

株式会社ゴーリスト https://goalist.co.jp/新設 宮崎市

事業内容

新規雇用者数 令和６年度までに14人の新規雇用を予定

データ活用に関するソフトウェアの開発、AIの開発・研究等

株式会社オムニバス https://e-omnibus.co.jp/増設 延岡市

事業内容

新規雇用者数 令和7年度までに30人の新規雇用を予定

インターネット広告の配信管理・コンサルティング等

株式会社ヒューテックノオリン http://www.hutechnorin.co.jp/新設 都城市

事業内容

新規雇用者数 令和7年度までに12人の新規雇用を予定

冷凍冷蔵業、一般貨物自動車運送業

株式会社電通オンデマンドグラフィック http://www.dodg.co.jp/新設 宮崎市

事業内容

新規雇用者数 令和3年度までに7人の新規雇用を予定

デジタル広告等の制作、SNS運用、HP制作・保守等

☆太陽と緑が輝く、未知数の可能性が広がる宮崎県で、
未来へと飛翔するビジネスを始めてみませんか？
東京事務所企業誘致担当までお気軽にご相談ください。
※宮崎県立地環境・優遇制度等に関する情報は下記のサイトをご覧ください。

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

宮崎県
企業立地情報
（東京事務所関係）

〒１０２－００９３
東京都千代田区平河町２－６－３ 都道府県会館１５階
(tel) 03-5212-9007 / (fax) 03-5215-5180 

------------------------------- 編集後記 -------------------------------

前回好評いただい
た、加工なし写真の
新作ができました。

雪の降る季節に作り始めて、担当者が変わ
り、令和3年度の発行に・・・

https://mtc-geek.com/
https://dualtap-growth.co.jp/
https://goalist.co.jp/
https://e-omnibus.co.jp/
http://www.hutechnorin.co.jp/
http://www.dodg.co.jp/
http://www.miyazaki-investment.com/
https://www.facebook.com/miyazakipref.tokyo
https://www.youtube.com/c/miyazakitokyo
https://twitter.com/miyazakip_tokyo

