
コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

　国内のホテルや料亭、結婚式場、国内・国際線
の機内食をはじめ有名テーマパークのお菓子など
も手がける製菓会社です。最近はコンビニで販売
される人気キャラクターのお菓子も手がけます。
取引先は海外までと幅広さが自慢です。

　日持ちするミニ和菓子を長年
作ってきた弊社には海外からの
オファーもあります。海外へ向
けた展示会も開催し、その魅力
や日本文化を発信しています。
海外での評判も上々です。

　お菓子に使う原料は九州
産を中心に厳選したものを
使用しています。繊細なお
菓子づくりのベースがある
ので、応用して高齢者介護
食も作っていきたいと思っ
ています。高齢の方々が喜
ばれるような、食欲をそそ
る食品を作ります。

　弊社の強みはお菓子の形
づくり・デザインからはじ
め、それに合わせた型枠を
製作。出来上がったら製造
ラインへ装着しお菓子づく
りを行うところです。自社
で一貫して行うので、お客
様の希望にも正確に応えら
れます。

ミヤザキ

世界

 一貫した製造法が　オリジナルを作る  
   国内外に  感動を与えて

株式会社   富士製菓 　check !
詳しい企業情報は
P117をご覧ください。

世界を相手に。
宮崎から挑むオンリーワン企業　
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コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

　宮崎県のシンボルキャラクターであるみやざき
犬をはじめ、年間約200体以上の着ぐるみを製作。
デザインから着ぐるみまで一貫して手がけ、
キャラクターに命を吹き込んでいます。企業や地
域をキャラクターを使ってプロデュースします。

KIGURUMI.BIZ のキャラクター
「ビズベア」３兄妹。真っ赤な
体と白いTシャツのコントラス
トが印象的でかわいらしい。弊
社の広告塔として活躍中で、熱
烈なファンの方もいるほど。

　弊社はアメリカ・タイ・
中国・台湾・ドイツ・マレー
シアといった海外からも依
頼を受け、着ぐるみを製作
しています。デザインはも
ちろん大事ですが、頭の中
に換気ファンをつけるなど
使用する側に立ったものづ
くりが喜ばれています。

　工場内ではチームごとに
作業が進められます。デザ
インが確定したら素材を手
配して型紙を製作、その後
発泡スチロール彫刻し、立
体化していきます。
そこに生地を貼り、ボディ
に合わせて衣装づくりを行
います。手袋や靴なども
セットで作ります。

ミヤザキ

世界

メイドインジャパンの  着ぐるみが海を渡る  
 細やかなこだわ  りが人気の秘訣  

KIGURUMI.   BIZ 株式会社 　check !
詳しい企業情報は
P77をご覧ください。

みやざき犬
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コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

　2013年12月に法人を立ち上げ、サツマイモに
特化した事業を行っています。お客様のニーズに
合わせて５品種のサツマイモを独自にブランディ
ングしました。商品開発にも取り組み、本格やき
いも・焼酎・お菓子などを販売しています。

　弊社は先の時代を見
据え、宮崎大学と連携
して研究拠点を設立。
新品種やサツマイモの
機能性に着目したサプ
リメント等の開発、最
新技術を活用した生産
性の向上などの研究を
しています。

　年間を通して商品を安定
供給できるように、大型の
低温貯蔵庫や出荷場を設け
ています。最新の機器を導
入し高品質の物だけを選別
して出荷します。また、農
場の管理などもすべてデー
タ化し、仕事の効率化を徹
底して行っています。

　サツマイモを擬人化した
バーチャルユーチューバー
が商品PRや催事の案内な
どで活躍、といった若い感
覚も大切にしています。海
外への輸出も年々増加、弊
社は日本からのサツマイモ
輸出シェア35パーセント
以上を誇っています。

ミヤザキ

世界 施設や設備は最新型　で仕事を効率化　
すべてはおいしいサ　ツマイモのために

株式会社くしま　 アオイファーム
　check !

詳しい企業情報は
P26をご覧ください。
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コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

　串間市で発祥の寿司店が1998年に県内で回転
寿しを始め、現在は県内に４店舗、県外に３店舗、
カナダ進出も果たし、グループ会社である Aburi 
Restaurants CANADAはバンクーバーとトロン
トに５店舗を展開しています。

　バンクーバーにあるレストラン「MIKU」
は、海に面したお店からの景色も抜群。寿
司をはじめ和食と洋食を融合した幅広いメ
ニューを揃えています。お膳や箸などを使
用するスタイルで日本文化を提供、楽しん
でいただいています。

　カナダのスタッフは現地
採用者が約９割。日本とカ
ナダ、それぞれの良いとこ
ろを融合し、お客様に再度
来店してもらえるようスタッ
フ一丸となって頑張ってい
ます。宮崎からでも海外で
勝負できることや、挑戦す
ることの面白さを若い人に
知ってもらいたいですね。

　寿司虎オリジナルの炙り
寿司はカナダでも大人気。
首相や有名アーティストな
どの来店もあるほど。特に
炙りサーモン押し寿司は日
本と共通の人気メニュー。
Aburiブランドをこれから
も世界に向けてどんどんア
ピールしていきます。

ミヤザキ

世界 世界の舞台で勝負　する日本の寿司 　
Aburiブランド　を世界の人へ   

虎コーポレー    ション株式会社 　check !
詳しい企業情報は

P196をご覧ください。

https://aburijapan.com/8



コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

　串間市で発祥の寿司店が1998年に県内で回転
寿しを始め、現在は県内に４店舗、県外に３店舗、
カナダ進出も果たし、グループ会社である Aburi 
Restaurants CANADAはバンクーバーとトロン
トに５店舗を展開しています。

　バンクーバーにあるレストラン「MIKU」
は、海に面したお店からの景色も抜群。寿
司をはじめ和食と洋食を融合した幅広いメ
ニューを揃えています。お膳や箸などを使
用するスタイルで日本文化を提供、楽しん
でいただいています。

　カナダのスタッフは現地
採用者が約９割。日本とカ
ナダ、それぞれの良いとこ
ろを融合し、お客様に再度
来店してもらえるようスタッ
フ一丸となって頑張ってい
ます。宮崎からでも海外で
勝負できることや、挑戦す
ることの面白さを若い人に
知ってもらいたいですね。

　寿司虎オリジナルの炙り
寿司はカナダでも大人気。
首相や有名アーティストな
どの来店もあるほど。特に
炙りサーモン押し寿司は日
本と共通の人気メニュー。
Aburiブランドをこれから
も世界に向けてどんどんア
ピールしていきます。

ミヤザキ

世界 世界の舞台で勝負　する日本の寿司 　
Aburiブランド　を世界の人へ   

虎コーポレー    ション株式会社 　check !
詳しい企業情報は

P196をご覧ください。

https://aburijapan.com/ 9



コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

K�i���� It��

　入社２年目ですが現在は関連会社に出向中です。出向先の
生コンの製造販売を行っている会社で、品質管理を担当して
います。できた生コンが決められた数値内か、異常はないか
等を検査し、品質の安定した生コンを提供できるようにして
います。コンクリートは建造物などの大切な部分を担い、長
い時間残っていくものなので、ミスをしないよう緊張感を
もって取り組んでいます。資格や免許取得も積極的にやって
いきたいと思っています。そして現場の監督さんなどに経験
したことのない仕事を任せてもらえるようになりたいです。
　仕事とオフの切り替えは筋トレです。週に４～５日、仕事
帰りに２カ所のジムに通っています。主に胸・背中・足のト
レーニングをやって鍛えていますが、ジムで汗を流すことが
僕にとってはストレス発散、気分の切り替えになっています。
仕事での緊張感も解け、そのまま家に帰ってゆっくり休むこ
とができますよ。

仕事帰りにジムに寄って体を鍛えるの
が楽しみで、２時間くらいやっていま
す。鍛えるのは胸・背中・足が主です。
一汗かいたら体も気分もリフレッシュ、
明日への英気を蓄えられたような気が
します。

ON OFF

サーフィン

伊東佳佑  
キャリア 2年 品質管理係（都栄工業出向中）

株式会社 岡﨑組

伊東さんの一日

かならず飲んでいるのがプロテイン。
体力・筋力アップに欠かせません。

かなり筋力がついてきました。

ミヤザキ

l i f e
自分らしく。
仕事もプライベートも　 Enjoy miy�aki life

取り組む品質管理
緊張感をもって

４年くらい

通っているので

もう生活の一部

です！

勤務

ジムで筋トレ

食事・風呂

起床

睡眠

6

12

18

24

明日への英気に
ジムでの筋トレが

つながって

　check !
詳しい企業情報は
P37をご覧ください。
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K�i���� It��
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コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

Y���� Y�ma��it�

　入社して７年目、管理部で総務や業務管理を担当してい
ます。清掃全般を担う会社として、お客様の期待以上の仕
事をして喜んでいただけるように心がけています。目に見
えないウイルスや菌への対応も行い、多方面から「きれい」
を提案、やりがいを感じています。
　私のオフは家族のために費やすことがほとんど。子ども
たちは皆スポーツをやっていたので、その応援や練習の手
伝い、土・日曜はほぼ練習試合か公式戦で楽しみました。
高校野球をやっていた息子には、春の甲子園に連れて行っ
てもらい、私も２週間というロング休暇をいただきました。
会社の皆さんには、私が休んだ時の体制づくりをしていた
だき、気持ちよく送り出してもらい応援にも集中できまし
た。だから、仕事に戻ればしっかり取り組むというメリハ
リを大切にしています。私にとって家族は一番、仕事をし
ながらその思いを貫けています。

勤務以外は家事と息子の野球関係で時
間を費やしています。朝は息子の３リッ
トルの大型弁当、夕飯はカロリーを計
算して作ります。息子が帰宅したら自
主練の付き合い、息子中心ですがそれ
がリフレッシュにつながります。

ON OFF

サーフィン

山下雪絵  
キャリア 7年 管理部

株式会社 グローバル・クリーン

山下さんの一日

息子の夏の大会の後に。家族３人の大切な一枚

栄養バランスを考えて作る大型弁当。
毎日２～３合を平らげる食欲に母は必死！

ミヤザキ

l i f e Enjoy miy�aki life

仕事をやっていきたい
お客様の期待以上の

充実したものに
息子の野球が私の日々を

富島高校野球部の

応援はこれでキマリ！

どこまでも応援に

行きました。

勤務

買い物・
家事

カロリーを
考えて
夕飯づくり

ストレス
発散

自主練
つきあい

夕飯・家事
風呂

起床
弁当作り・
家事

睡眠

6

12

18

24

　check !
詳しい企業情報は

P227をご覧ください。
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コマツ宮崎
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☎30・1112

Y���� Y�ma��it�
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　私のオフは家族のために費やすことがほとんど。子ども
たちは皆スポーツをやっていたので、その応援や練習の手
伝い、土・日曜はほぼ練習試合か公式戦で楽しみました。
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てもらい、私も２週間というロング休暇をいただきました。
会社の皆さんには、私が休んだ時の体制づくりをしていた
だき、気持ちよく送り出してもらい応援にも集中できまし
た。だから、仕事に戻ればしっかり取り組むというメリハ
リを大切にしています。私にとって家族は一番、仕事をし
ながらその思いを貫けています。

勤務以外は家事と息子の野球関係で時
間を費やしています。朝は息子の３リッ
トルの大型弁当、夕飯はカロリーを計
算して作ります。息子が帰宅したら自
主練の付き合い、息子中心ですがそれ
がリフレッシュにつながります。

ON OFF

サーフィン

山下雪絵  
キャリア 7年 管理部

株式会社 グローバル・クリーン

山下さんの一日

息子の夏の大会の後に。家族３人の大切な一枚

栄養バランスを考えて作る大型弁当。
毎日２～３合を平らげる食欲に母は必死！

ミヤザキ

l i f e Enjoy miy�aki life

仕事をやっていきたい
お客様の期待以上の

充実したものに
息子の野球が私の日々を

富島高校野球部の

応援はこれでキマリ！

どこまでも応援に

行きました。

勤務

買い物・
家事

カロリーを
考えて
夕飯づくり

ストレス
発散

自主練
つきあい

夕飯・家事
風呂

起床
弁当作り・
家事

睡眠

6

12

18

24

　check !
詳しい企業情報は

P227をご覧ください。
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いざ、
お仕事拝見！

そ　の　　弐企業潜入調査隊
イベント会場などで、子どもたちに大人気の通称
「フワフワ」（エアー遊具）などを取り扱っているワ
ン・ステップ。社員数は20名と小規模ですが、やって
いることは全国が相手という元気な企業です。20
代の若手が多く明るくエネルギッシュ。イベントを
側面から支えている会社です。

株式会社ワン・ステップ

どんな会社？
そ　の　　壱

山元洋幸社長の声　

会社紹介

「選ばれる会社になるには他にはない企画
力と品質が重要」と語る山元社長。同社が
展開するイベント遊具事業はオリジナル商
品の開発やオーダー商品の製造を手がけ、
唯一無二の存在を目指しています。現在の
取引先は九州内が３割、本州が７割。静岡
と関東に支店を置くことで販路は格段に広
がってきています。2017 年にはニュービ
ジネスの創出・育成を図るために設定され

た「九州ニュービジネス大賞」を受賞。国
内有数のラインナップ、保有商材の豊富さ
が認められ受賞にいたりました。「遊具な
らワン・ステップが一番、という地位を確
立したい。お客様には高い価値を提供し、
喜んでいただけるよう頑張っていきたい」
と社長。お客様のニーズにお応えできるよ
う、若いスタッフとともにさらなる飛躍を
目指しています。

代表取締役社長
山元洋幸さん
代表取締役社長
山元洋幸さん

お仕事拝見!!

ワン・ステップは子どもから大人まで、誰もがワクワクするような遊具アイ
テムのレンタル・販売・開発を行う会社です。主となるアイテムはエアー遊
具フワフワ。イベントなどには欠かせないアイテムです。現在取り扱ってい
るのは約400種類。新作も随時入荷していますが、この春には約40種類を入
荷。サスケチャレンジシリーズやダイナソーパークなど、フワフワの中でさ
らに潜ったり登ったりできるような凝ったデザインの商品が
揃います。近年はAR・VRアトラクションも入荷し、幅広い
客層を取り込んでいます。会社の成長に合わせて浜松・関東
支店も開設し、国内シェアは右肩上がり。イベントで困った
ときの頼れる存在です。

社是
心の底から
「感動」できる
シーンを創造する

コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

知られざる社内の様子や業務内容、
社員の生の声をお届けします。
県内で活躍する企業の内部を
のぞいてみます。

最初ペッタンコだったフワフワがあっという間に立体になり、大人でもワクワクするほどのクオ
リティーに。レンタル前や返却後には毎回広げて商品の点検を実施されます。モノが大きいので
大変な作業ですが、その手間が信頼やリピートにつながっているんだと思いました。

ミヤザキ

企業

今日は入荷したばかりのエアー遊具の点検
作業を行います！

見事なダイナソーパークが立ち上がると、その立体感の完成度に感動

あらゆる場所の高さや長さなどを
計測し、チェック

スタッフが中に入って撮影。PR動
画として利用されます。使い方や
楽しみ方をわかりやすく提案

全体が立体的に。
スタッフは大きさの
チェック

専用の機械を装着し空気を入れます
ジワジワと膨れてきた遊具。
どんなデザインなのかワクワク!!

商品レンタルのスケジューリング
やイベントの段取りなどを担当し
ています。メールや電話での問合
せが多いため、お客様が必要とし
ている商品を的確に提案したり、
分かりやすく情報をお伝えするこ
とが大切だと感じています。

「九州ニュービジネス大賞」受賞
（平成29年度）
九州地域におけるニュービジネスの
創出、育成を図ることを目的に設立
された賞。イベント向けに特化した
業務内容やその方法が受賞の理由

フワフワなどの商品は小さくコンパクトにして倉庫
に片づけます。重量が相当あるのでフォークリフト
で移動させ、決まった場所に入れます。そのため
フォークリフトの運転には自信をもっています。

WAKU WAKU

じゃ～ん!!
フワフ

ワで

気持ち
いいで

す！

試乗させてもらった
丹山隊員

体全体を使った遊びが
できる遊具内。子ども
たちがトリコになる
理由がわかりました！

フォークリフ
トの

操り達人

段取りの達
人

フォークリフ
トの

操り達人

段取りの達
人

坂元洋平さん坂元洋平さん 藤本亜紀さん藤本亜紀さん

懐か
しー

そ　の　　参 ワン・ステップの達人たち

どんなとこでも荷物を運んでス～イスイ

みんながうまくいくように段取りますよ！

　
詳しい企業情報は
P240をご覧ください。

潜入する企業は

潜入したのは

check !

丹山愛賀さん
（宮崎大学２年生）
丹山愛賀さん
（宮崎大学２年生）Part.1
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いざ、
お仕事拝見！

そ　の　　弐企業潜入調査隊
イベント会場などで、子どもたちに大人気の通称
「フワフワ」（エアー遊具）などを取り扱っているワ
ン・ステップ。社員数は20名と小規模ですが、やって
いることは全国が相手という元気な企業です。20
代の若手が多く明るくエネルギッシュ。イベントを
側面から支えている会社です。

株式会社ワン・ステップ

どんな会社？
そ　の　　壱

山元洋幸社長の声　

会社紹介

「選ばれる会社になるには他にはない企画
力と品質が重要」と語る山元社長。同社が
展開するイベント遊具事業はオリジナル商
品の開発やオーダー商品の製造を手がけ、
唯一無二の存在を目指しています。現在の
取引先は九州内が３割、本州が７割。静岡
と関東に支店を置くことで販路は格段に広
がってきています。2017 年にはニュービ
ジネスの創出・育成を図るために設定され

た「九州ニュービジネス大賞」を受賞。国
内有数のラインナップ、保有商材の豊富さ
が認められ受賞にいたりました。「遊具な
らワン・ステップが一番、という地位を確
立したい。お客様には高い価値を提供し、
喜んでいただけるよう頑張っていきたい」
と社長。お客様のニーズにお応えできるよ
う、若いスタッフとともにさらなる飛躍を
目指しています。

代表取締役社長
山元洋幸さん
代表取締役社長
山元洋幸さん

お仕事拝見!!

ワン・ステップは子どもから大人まで、誰もがワクワクするような遊具アイ
テムのレンタル・販売・開発を行う会社です。主となるアイテムはエアー遊
具フワフワ。イベントなどには欠かせないアイテムです。現在取り扱ってい
るのは約400種類。新作も随時入荷していますが、この春には約40種類を入
荷。サスケチャレンジシリーズやダイナソーパークなど、フワフワの中でさ
らに潜ったり登ったりできるような凝ったデザインの商品が
揃います。近年はAR・VRアトラクションも入荷し、幅広い
客層を取り込んでいます。会社の成長に合わせて浜松・関東
支店も開設し、国内シェアは右肩上がり。イベントで困った
ときの頼れる存在です。

社是
心の底から
「感動」できる
シーンを創造する

コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

知られざる社内の様子や業務内容、
社員の生の声をお届けします。
県内で活躍する企業の内部を
のぞいてみます。

最初ペッタンコだったフワフワがあっという間に立体になり、大人でもワクワクするほどのクオ
リティーに。レンタル前や返却後には毎回広げて商品の点検を実施されます。モノが大きいので
大変な作業ですが、その手間が信頼やリピートにつながっているんだと思いました。

ミヤザキ

企業

今日は入荷したばかりのエアー遊具の点検
作業を行います！

見事なダイナソーパークが立ち上がると、その立体感の完成度に感動

あらゆる場所の高さや長さなどを
計測し、チェック

スタッフが中に入って撮影。PR動
画として利用されます。使い方や
楽しみ方をわかりやすく提案

全体が立体的に。
スタッフは大きさの
チェック

専用の機械を装着し空気を入れます
ジワジワと膨れてきた遊具。
どんなデザインなのかワクワク!!

商品レンタルのスケジューリング
やイベントの段取りなどを担当し
ています。メールや電話での問合
せが多いため、お客様が必要とし
ている商品を的確に提案したり、
分かりやすく情報をお伝えするこ
とが大切だと感じています。

「九州ニュービジネス大賞」受賞
（平成29年度）
九州地域におけるニュービジネスの
創出、育成を図ることを目的に設立
された賞。イベント向けに特化した
業務内容やその方法が受賞の理由

フワフワなどの商品は小さくコンパクトにして倉庫
に片づけます。重量が相当あるのでフォークリフト
で移動させ、決まった場所に入れます。そのため
フォークリフトの運転には自信をもっています。

WAKU WAKU

じゃ～ん!!
フワフ

ワで

気持ち
いいで

す！

試乗させてもらった
丹山隊員

体全体を使った遊びが
できる遊具内。子ども
たちがトリコになる
理由がわかりました！

フォークリフ
トの

操り達人

段取りの達
人

フォークリフ
トの

操り達人

段取りの達
人

坂元洋平さん坂元洋平さん 藤本亜紀さん藤本亜紀さん

懐か
しー

そ　の　　参 ワン・ステップの達人たち

どんなとこでも荷物を運んでス～イスイ

みんながうまくいくように段取りますよ！

　
詳しい企業情報は
P240をご覧ください。

潜入する企業は

潜入したのは

check !

丹山愛賀さん
（宮崎大学２年生）
丹山愛賀さん
（宮崎大学２年生）Part.1
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いざ、
お仕事拝見！

そ　の　　弐
企業潜入調査隊

飫肥杉の製材から建築資材の生産などを
行う会社です。関連会社でウッドエナジー
協同組合も敷地内にあり、こちらでは集成
材や乾燥材などを製造しています。各社員
数は吉田産業80名、ウッドエナジー69名。
飫肥杉関連のことはおまかせ下さい！

どんな会社？
そ　の　　壱

会社紹介

代表取締役社長
吉田利生さん
代表取締役社長
吉田利生さん

お仕事拝見!!

吉田産業は1946年に現社長吉田利生さんの祖父により創業され、戦後の住宅
資材・造船材などの需要で戦後復興を支え、成長してきました。現在は飫肥
杉を使った原木の選別や製材、木製品加工を行っています。また、2001年に
はウッドエナジー協同組合を立ち上げ、製材した木を集成材加工できる工場
を新設。場内には大型乾燥機や接着剤の機械などを入れ、構造用集成材や乾
燥材の加工・販売など幅広く展開し一貫体制が整えられています。またJAS
認定工場であるため、製品の品質には特に注意を払い、高品質な商品を追求。
工場から出る木くずや皮などは、木製チップやブリケットなどに加工し燃料
として使用・販売したりして、木材から無駄を出さないシステムが確立され
ています。

会社の理念
「木」を余すことなく
「価値ある商品」へ

コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

製造の現場を訪ねるのは初めてで、木がどうやって製品になっていくのかよく分かりました。木
を無駄なく使うこと、より良い商品を作るために何度も検査やチェックをしていることなどを知
りました。集成材の繋ぎ目などの美しさに改めて驚きました。

ミヤザキ

企業

今日は入荷したばかりのエアー遊具の点検
作業を行います！

年1回の植樹祭
毎年４月に植樹祭を行っています。社員全員で地元の山に飫肥杉を植えることで、山の環境
を整え森林資源として育成しています。これまでに植えた杉の成長にも感動です。

年1回の植樹祭
毎年４月に植樹祭を行っています。社員全員で地元の山に飫肥杉を植えることで、山の環境
を整え森林資源として育成しています。これまでに植えた杉の成長にも感動です。

見事なダイナソーパークが立ち上がると、その立体感の完成度に感動

あらゆる場所の高さや長さなどを
計測し、チェック

じゃ～ん!!

そ　の　　参 吉田産業のスタッフです

　
詳しい企業情報は
P144をご覧ください。check !

吉田利生社長の声
「山の恵みに感謝し、森林資源の循環型社
会を構築していきたい」と語る吉田利生社
長。その言葉どおり、工場から出た木の皮
や木片、木くずなどは捨てずに再利用する
のが基本です。2004年、製材端材や木質
チップを利用して木質バイオマス発電を始
め、その蒸気は大型乾燥機による木材乾燥
などにも利用されています。
2015年には新会社パワーラインを設け、
人工乾燥した含水率の低い原料を高圧縮で
形成した木質再生加工薪「ブリケット」を

開発、全国に向けて販売しています。木材
の潜在的価値を見出し、ユーザー様に提供
することで、木材の可能性を感じ、身近に
思ってもらえればと、吉田社長は話します。
木材では「クロス・ラミネーテッド・ティ
ンバー（CLT）」（木の繊維が直角に交わる
ように張り合わせたパネルでコンクリート
並みの強度を実証）に取り組み、飫肥杉の
可能性をさらに広げるよう頑張っていま
す。「木」を余すことなく「価値ある商品」へ、
吉田産業の挑戦はまだまだ続きます。

今からいよいよ製材工場の中に入りま～す

板と板を接着剤でくっつけてより長い板に。継ぎ目もピッタリで美しい
木に含まれた水分量や強度を測り商品づくりに生
かします

乾燥室にセットされた木材。辺りには杉のいい
香りが満ちています

ペレットストーブなどの燃料となるペレット。
端材などの二次利用でこんな商品がつくられ
ています

生産本部長の
山下賢二さん

研磨担当の
濱松一俊さん

機械の刃は作業が
スムーズにいくよ
うに研磨機で定期
的に磨きます

場内は広く、作業所の上から見学

皮を剥いだ丸太が工場内を流れていきます 木を無駄なく利用するのが鉄則

場内はフォークリフト
が行き来して活気に
満ちてます

丁寧な仕事を
心がけています

びゅーてぃほー

デ
カ
ッ

吉田産業株式会社
潜入する企業は

Part.2

大型の乾燥機。吉田産業には数機備えられていて、他社
から仕事を請け負うこともあります

場内にあるバイオマス発電施設。工場から出
た木切れなどをチップにして燃料化、電力を
起こしています。まさに循環型の企業です。

お客様に
信頼される商品
づくりをして
います

自家発電

潜入したのは

平野亜実さん
（宮崎大学２年生）
平野亜実さん
（宮崎大学２年生）
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いざ、
お仕事拝見！

そ　の　　弐
企業潜入調査隊

飫肥杉の製材から建築資材の生産などを
行う会社です。関連会社でウッドエナジー
協同組合も敷地内にあり、こちらでは集成
材や乾燥材などを製造しています。各社員
数は吉田産業80名、ウッドエナジー69名。
飫肥杉関連のことはおまかせ下さい！

どんな会社？
そ　の　　壱

会社紹介

代表取締役社長
吉田利生さん
代表取締役社長
吉田利生さん

お仕事拝見!!

吉田産業は1946年に現社長吉田利生さんの祖父により創業され、戦後の住宅
資材・造船材などの需要で戦後復興を支え、成長してきました。現在は飫肥
杉を使った原木の選別や製材、木製品加工を行っています。また、2001年に
はウッドエナジー協同組合を立ち上げ、製材した木を集成材加工できる工場
を新設。場内には大型乾燥機や接着剤の機械などを入れ、構造用集成材や乾
燥材の加工・販売など幅広く展開し一貫体制が整えられています。またJAS
認定工場であるため、製品の品質には特に注意を払い、高品質な商品を追求。
工場から出る木くずや皮などは、木製チップやブリケットなどに加工し燃料
として使用・販売したりして、木材から無駄を出さないシステムが確立され
ています。

会社の理念
「木」を余すことなく
「価値ある商品」へ

コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

製造の現場を訪ねるのは初めてで、木がどうやって製品になっていくのかよく分かりました。木
を無駄なく使うこと、より良い商品を作るために何度も検査やチェックをしていることなどを知
りました。集成材の繋ぎ目などの美しさに改めて驚きました。

ミヤザキ

企業

今日は入荷したばかりのエアー遊具の点検
作業を行います！

年1回の植樹祭
毎年４月に植樹祭を行っています。社員全員で地元の山に飫肥杉を植えることで、山の環境
を整え森林資源として育成しています。これまでに植えた杉の成長にも感動です。

年1回の植樹祭
毎年４月に植樹祭を行っています。社員全員で地元の山に飫肥杉を植えることで、山の環境
を整え森林資源として育成しています。これまでに植えた杉の成長にも感動です。

見事なダイナソーパークが立ち上がると、その立体感の完成度に感動

あらゆる場所の高さや長さなどを
計測し、チェック

じゃ～ん!!

そ　の　　参 吉田産業のスタッフです

　
詳しい企業情報は
P144をご覧ください。check !

吉田利生社長の声
「山の恵みに感謝し、森林資源の循環型社
会を構築していきたい」と語る吉田利生社
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や木片、木くずなどは捨てずに再利用する
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チップを利用して木質バイオマス発電を始
め、その蒸気は大型乾燥機による木材乾燥
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人工乾燥した含水率の低い原料を高圧縮で
形成した木質再生加工薪「ブリケット」を

開発、全国に向けて販売しています。木材
の潜在的価値を見出し、ユーザー様に提供
することで、木材の可能性を感じ、身近に
思ってもらえればと、吉田社長は話します。
木材では「クロス・ラミネーテッド・ティ
ンバー（CLT）」（木の繊維が直角に交わる
ように張り合わせたパネルでコンクリート
並みの強度を実証）に取り組み、飫肥杉の
可能性をさらに広げるよう頑張っていま
す。「木」を余すことなく「価値ある商品」へ、
吉田産業の挑戦はまだまだ続きます。

今からいよいよ製材工場の中に入りま～す

板と板を接着剤でくっつけてより長い板に。継ぎ目もピッタリで美しい
木に含まれた水分量や強度を測り商品づくりに生
かします

乾燥室にセットされた木材。辺りには杉のいい
香りが満ちています

ペレットストーブなどの燃料となるペレット。
端材などの二次利用でこんな商品がつくられ
ています

生産本部長の
山下賢二さん

研磨担当の
濱松一俊さん

機械の刃は作業が
スムーズにいくよ
うに研磨機で定期
的に磨きます

場内は広く、作業所の上から見学

皮を剥いだ丸太が工場内を流れていきます 木を無駄なく利用するのが鉄則

場内はフォークリフト
が行き来して活気に
満ちてます

丁寧な仕事を
心がけています

びゅーてぃほー

デ
カ
ッ

吉田産業株式会社
潜入する企業は

Part.2

大型の乾燥機。吉田産業には数機備えられていて、他社
から仕事を請け負うこともあります

場内にあるバイオマス発電施設。工場から出
た木切れなどをチップにして燃料化、電力を
起こしています。まさに循環型の企業です。

お客様に
信頼される商品
づくりをして
います

自家発電

潜入したのは

平野亜実さん
（宮崎大学２年生）
平野亜実さん
（宮崎大学２年生）
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いざ、
お仕事拝見！

そ　の　　弐
企業潜入調査隊

株式会社オファサポートは、南九州自動車教
習所をはじめ、九州療養サポートセンターや
カーリハ＆菜園デイみなみなどを運営してい
ます。自動車教習所と介護の世界が融合した
事業は、これまでにないスタイルで大きな注
目と期待を集め、その成果も見られています。

どんな会社？
そ　の　　壱

会社紹介

代表取締役社長
服部幸雄さん
代表取締役社長
服部幸雄さん

お仕事拝見!!

オファサポートとは会社の理念である“One For All”のOFAから名付け
たもので、皆の笑顔のために力を尽くしていくことを表現しています。
南九州自動車教習所をはじめ、同じ敷地内にデイサービスの「カーリハ
＆菜園デイみなみ」と多機能型障がい児通所支援事業所みなみを併設。
デイサービスに来て車の運転に自信がない方はリハビリのプログラムを、
運転に不安を持っている方には自動車運転評価システム（SDAP）等で
客観的に自分の運転能力を計測したりと、自動車教習所と介護施設がう
まく連携し運営されています。SDAPは産官学連携事業として行われて
おり、最近では高齢者向けの講習でも利用されています。高齢化社会を
見据えて始めた事業が、人のため、社会のために役立っています。

会社の理念
・ “One For All”＝１人は皆の為に
・ 社員と会社が追求するベクトルは同じ
・ 期待を裏切らないサービス

コマツ宮崎
住／佐土原町下那珂2957・12（本社）
☎30・1112

自動車運転評価システムやデイサービスに設置されているコグニバイクなどに
もAIシステムが使われていることを知りました。高齢者の方も利用しやすく、
健康にも役立つものが設置されていました。私も人の役に立てるものをつくっ
ていきたいし、いろんな可能性に挑戦してみたいと思いました。（髙松談）

ミヤザキ

企業

今日は入荷したばかりのエアー遊具の点検
作業を行います！

見事なダイナソーパークが立ち上がると、その立体感の完成度に感動

あらゆる場所の高さや長さなどを
計測し、チェック

SDAPを使用する際にはこのような
メガネ型の装置を着けます

今回案内してくれたのは車校・
サービス事業部の日野行延さん

自動車運転評価（SDAP）システムは
このようなスタイルで

独自に
開発された
システム

教習所のコース横に作られ
ている「カーリハ＆菜園デ
イみなみ」。若い教習者も
多く活気をもらえそう

多機能型障がい児通所支援
事業所みなみ

じゃ～ん!!

　
詳しい企業情報は
P201をご覧ください。check !

服部幸雄社長の声
南九州自動車教習所を立ち上げて、その後
福岡に訪問リハビリマッサージを行う「九
州療養サポートセンター」、「カーリハ＆菜
園デイみなみ」等を立ちあげ、現在は九州
各県に直営12店舗、代理店７店舗を有し
ています。
カーリハは全国的にもめずらしい取り組み
ですが、その中で利用する自動車運転評価
システムは病院と大学、警察と連携を取り
ながら数値化を進めています。その数値を

ゆくゆくは社会に反映させていきたいと考
えています。
また教習所内には菜園もあって、教習車を
ながめながらリハビリを兼ねて野菜づくり
や収穫などができるのも弊社ならではで
す。教習所の教官には女性も登用し、女性
利用者に喜ばれています。さらに人数を増
やして、さまざまなニーズにお応えしてい
きたいと思っています。これからも時代に
あったサービスの展開をしていきます。

株式会社オファサポート
潜入する企業は

Part.3潜入したのは

篠原里奈さん 山﨑理央さん 髙松茉代さん
（佐土原高校情報技術科 ２年生）

篠原里奈さん 山﨑理央さん 髙松茉代さん
（佐土原高校情報技術科 ２年生）

SDAPの天井。運転能力をあらゆる
方角からキャッチします

コース内の菜園。収穫した野菜は施
設で食べたり持ち帰ったり

カーリハを実施中の車内。病気で手
足に麻痺が残ってしまったけれど
カーリハで復活。安定した走りを見
せてくださいました

デイサービスで利用する
コグニバイク。体と頭を
同時に使うスグレモノで
高校生でも息が上がる
ほど

南九州自動車教習所これがSDAP搭載車！今も進化中です

これがSDAP搭載車！今も進化中です

SDAPの雰囲気を味わう隊員。SDAPは定期的に体験
してみると自分の運転を客観的に見れます

カーリハ &
菜園デイみなみ
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菜園デイみなみ

19



代表者／理事長 河野一成　　所在地／都城市志比田町3782番地　　業種／医療
会社の特徴／年次有給休暇の取得率が 90％を超え、さらに、年次有給休暇とは別に特別な休暇制度
を設けるなど、働きやすい職場づくりを積極的に進めています。また、職員の資格取得に向けての
支援やメンター制度を取り入れるなど、職場定着への取組も積極的に行っています。

各種認定制度・表彰等について ①

働きやすい職場「ひなたの極」認証企業 （宮崎県）

働きやすい職場
「ひなたの極」
認証制度とは？

どんな企業が
認証されるの？

　仕事と家庭の両立の実現に向けた職場環境づくりを
積極的に行っている企業や事業所のうち、特に優れた
取組成果が認められる企業等を「働きやすい職場『ひ
なたの極』」として知事が認証する制度です。

① 所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進
　 に向けた取組成果がある！
② 育児、介護休暇等の取得、育休取得者等へのフォ
　 ローアップ体制が整っている！
③ 「仕事と家庭の両立応援宣言事業所」であり、その
　 応援宣言内容の推進に向けた取組を行っている！
　など、該当する審査項目の総得点の割合が85％以
上となった場合に認証します。　

　働きやすい職場「ひなたの極」認証制度で使用するロゴマーク
について広く公募したところ、県内外より281作品の応募があり、
審査の結果、儀間生織さんの作品が最優秀賞に決定されました。

ロゴマーク

株式会社岡﨑組（宮崎市） >> P37をcheck!

KIGURUMI.BIZ株式会社（宮崎市） >> P77をcheck!

株式会社グローバル・クリーン（日向市） >> P227をcheck!

江坂設備工業株式会社（宮崎市） >> P35をcheck!

株式会社明光社（宮崎市） >> P58をcheck!

株式会社サニー・シーリング（都城市） >> P86をcheck!

医療法人一誠会都城新生病院（都城市）

働きやすい職場「ひなたの極」認証企業 　 平成31年1月時点
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