
  

 令 和 ５ 年 ３ 月 

オールみやざき営業課 

いつも宮崎県の応援、ご支援をいただきありがとうございます。 

宮崎県オールみやざき営業課 ひなたプロモーション担当です。定期便３月号をお届けします。 

イベント参加や情報発信にご協力をお願いします。 

【 News ＆ Topics 】 

『ナッシージェット宮崎』 運航開始！ 

ソラシドエア初となる全面塗装の特別機 

「ナッシージェット宮崎」が３月２日から運航開始しました。 

機内もナッシー達で彩られ、魅力いっぱいの機体です！ 

 運航情報が特設ページで公開されていますので、 

ぜひナッシージェット宮崎に乗って宮崎にお越しください。 

 

             ／ 

             特設ページはこちら 

             ＼ 

 

 

みやざき餃子 支出金額・購入頻度 ２年連続日本一！！ 

２月７日に発表された総務省家計調査で、宮崎市の「ぎょうざ」支出金額・購入頻度ともに 

２年連続日本一となりました！ 

  

 ３月２７日まで、宮崎空港１階で、県内２０店舗の餃子を販売。 

 県外アンテナショップでも「みやざき餃子」販売していますので、 

日本一の餃子、せひご賞味ください。 

 

 

「日本のひなた宮崎県」サウンドロゴ が完成しました 

県のキャッチフレーズ「日本のひなた宮崎県」とロゴマークに加え、 

聴覚からアプローチするPR手法として、新たにサウンドロゴを制作しました。 

制作者は、串間市出身、みやざき大使の井手 綾香さん。 

雄大に包み込む優しさ、暖かさあふれるイメージで 

制作していただきました。 

ロゴマークと同様に、一般の方にも広く活用いただけるよう、 

ひなたポータルサイトで公開しています。 

様々なところでご活用ください！ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

みやざき大使・みやざき応援隊の皆様へ 

        ＼ 

宮崎県ひなた餃子

連合会HP 

        ／ 

／ 

ダウンロードはこちらから 

＼ 

https://www.solaseedair.jp/nassy-jet/
https://miyazakigyoza.jp/
https://miyazakigyoza.jp/
https://www.solaseedair.jp/nassy-jet/
https://miyazakigyoza.jp/
https://www.hinata-miyazaki.jp/other/2706/
https://www.hinata-miyazaki.jp/other/2706/


 

海外初！香港みやざき館KONNE オープン！ 

令和５年２月９日、香港に宮崎県の新たなアンテナショップ「香港みやざき館ＫＯＮＮＥ」が 

オープンしました。 

このアンテナショップは、本県では「堺みやざき館ＫＯＮＮＥ」、「博多みやざき館ＫＯＮＮＥ」に次

いで３例目となる「特約店方式」として設置しました。 

設置場所：香港尖沙咀（ミラ・プレース４階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 侍ジャパン 宮崎キャンプ 2023 が行われました 

3月8日から開幕する「2023 WBC（ワールドベースボールクラシック）」を前に、 

宮崎でキャンプが行われ、2月17日～27日の期間で約 18万人もの野球ファンが来場されました。 

 また、球場の外では「宮崎ぎょうざ」「宮崎牛」「完熟きんかん たまたま」のふるまいや 

県内特産品を使ったお弁当など、皆さんに楽しんでいただき、宮崎は大盛り上がりでした！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFP特設ページを作成しました！ 

ＬＦＰ（ローカルフードプロジェクト）とは、農林漁業者が加工・販売業者、観光業者など多様な関係

者と連携し、それぞれの強みを出し合いながら「地域食資源を活用した新ビジネス創出」に挑戦する仕組

みのことです。 

 県内でも多数の事業者が取り組まれており、取組を紹介するページを作成しました！ 

事業者紹介動画も制作していますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＼ 特設ページ ／ 

https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/45000/15403?city-product_original
https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/45000/15403?city-product_original


 
博多みやざき館KONNEが２周年を迎えます。 

博多バスターミナルの２階にあるアンテナショップ「博多みやざき館ＫＯＮＮＥ」がおかげさまで 

今年の３月２２日に２周年を迎えます。 

２周年を記念して、博多みやざき館ＫＯＮＮＥでお買い物をしていただいた方全員に 

日向夏ドリンクなど各種ドリンクを１本プレゼントする「２周年記念ありがとうキャンペーン」 

を行います。 お近くの方はぜひお越しください！！ 

キャンペーン期間：令和５年３月１０日（金）～３０日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県産品商談サイト「ひなたバイヤーズナビ」がオープン！ 

 宮崎県の県内事業者と全国のバイヤーがつながる商談サイト「ひなたバイヤーズナビ」が 

令和５年２月６日にオープンしました！ 

 登録対象者は、宮崎県の食や工芸に関する県産品を生産・製造・加工する県内事業者や 

スーパーマーケット・百貨店・小売店・外食業者等買い手となる事業者になります。 

 一般の方も、県産品を探したり、商品情報を見たりすることができます。 

 登録料や利用料は無料ですので、ぜひご利用下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIYAZAKI FOOD AWARD 2023 の受賞商品が決定しました！ 

令和5年 2月13日に県産食材を活用した新商品開発コンテスト 

「MIYAZAKI FOOD AWARD 2023」を開催し、20商品にわたる 

試食・プレゼンテーションを審査員が吟味した結果、 

最優秀賞にSPICE CHUNKY（宮崎市）の 

「オーガニックの町綾町の人参たっぷり生ドレッシング」が 

選ばれました！ 

 その他、審査員賞に選ばれた商品や最終審査会のアーカイブ動画 

は以下QRコードからご覧ください。 

 

 

 

 

＼ 博多みやざき館KONNEサイト ／ 

／こちらから＼ 

／ 

アーカイブ動画 

＼ 

https://hakata-konne.jp/
https://hakata-konne.jp/
https://hinata-buyersnavi.pref.miyazaki.lg.jp/
https://hinata-buyersnavi.pref.miyazaki.lg.jp/
http://miyazaki-foodaward.com/
http://miyazaki-foodaward.com/


 

 

金山にぎわいマルシェ（名古屋市）に出展します！ 

１日の乗降客が約４７万人を誇る金山総合駅の連絡橋イベント広場で開催されている 

「金山にぎわいマルシェ」に堺みやざき館ＫＯＮＮＥが出展します！ 

選りすぐりの特産品の販売、観光パンフレットの配布を行いますので、 

お近くの方は是非お立ち寄りください！ 

日時：令和５年３月１０日（金）１０時～１８時 

 

 
「焼酎ノンジョルノ宮崎 in三宮」開催します。 

3月 25日(土)～26日（両日とも11:00～18:00）、神戸三宮コレクション 

（神戸三宮センター街1丁目）内で「焼酎ノンジョルノ宮崎in三宮」を 

開催します！ 

宮崎県内６蔵元オススメの焼酎をお得に有料試飲できます。 

堺みやざき館 KONNEの出張物産展で、焼酎を含む宮崎県産品も販売！ 

ぜひお越しください！ 
 
 

京阪百貨店守口店駐車場敷地内でみやざき杉と宮崎の魅力フェア開催！ 

令和５年３月１８日（土）～１９日（日）の２日間、 

京阪百貨店守口店駐車場敷地内のゼロホーム守口住宅展示場で、宮崎県産木材ＰＲとあわせて、 

県産品、観光ＰＲや宮崎牛キッチンカー出店など、「みやざき杉と宮崎の魅力フェア」を開催予定。 

お近くの方は是非お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿で県産木材商品の出展！ 

 3月 16日（木）から3月 28日（火）まで、新宿パークタワー５階、 

国産木材の魅力発信拠点 MOCTIONに宮崎県産木材を使った木材商品の展示ブースが登場します！ 

県産木材の家具や小物をこの機会にぜひお楽しみください。 

連絡先：宮崎県木材協同組合連合会（TEL:0985-24-3400） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

／ 

MOCTION 

＼ 

＼ 

昨年の様子 

／ 

https://moction.jp/
https://moction.jp/


 

 

MIYAZAKI SHOUCHU FESTIVAL 2023 in 東京！ 

焼酎造りに欠かせない「麹」にスポットを当てた、伝統的酒造りに関するセミナーをはじめ、 

宮崎を代表する ２１ の蔵元の一滴渾身の焼酎を味わいながら、おいしい宮崎料理が堪能できる 

『 宮崎焼酎ノンジョルノ 』と、ミクソロジーの第一人者・南雲主于三氏プロデュースによる 

焼酎カクテルの祭典『 Shochu Mix Up 』を同時開催いたします。 

興味のある方、ぜひご参加いただき、宮崎焼酎のＰＲをお願いいたします。 

日  程：令和５年３月１８日(土) 

開場時間：11:45  開演日時 12:00  終演日時 18:00 

会  場：B&Cホール（東京都品川区東品川2-1-3） 

 

 

 

 

 

 

JALふるさと応援隊×新宿みやざき館KONNE カレーとチーズ饅頭をＰＲ！ 

3月 18日(土)～19日(日)、新宿みやざき館 KONNEにて、レトルトカレーとチーズ饅頭をＰＲする 

イベントを開催します！ 当日はＪＡＬふるさと応援隊も駆けつけます        ぜひお越しください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演劇「神舞の庭」東京公演開催 

「神舞の庭」は、宮崎を舞台に宮崎の今を生きる人々を描く、宮崎県立芸術劇場の演劇創作シリーズ

「新 かぼちゃといもがら物語」の一つで、今回で第７弾となります。 

３月１１日（土）、１２日（日）に東京・池袋の東京芸術劇場で開催されます。 

 

 

 

みやざきの木材を使って施設整備をしませんか？ 

 県では、県外への木材PRのため、店舗などのPR効果の高い施設の内装や外装の木質化を支援 

しています。 手触りに温かみのある宮崎県産木材でのリニューアルはいかがでしょうか。 

連絡先：みやざきスギ活用推進室（TEL:0985-26-7156） 

 

 

 

／ 

詳細はこちら 

＼ 

＼ 

詳細はこちら 

／ 

https://t.livepocket.jp/e/miyazaki_shochu_festival2023
https://t.livepocket.jp/e/miyazaki_shochu_festival2023
https://miyazaki-ac.jp/event/2022/11614/
https://miyazaki-ac.jp/event/2022/11614/


 

みやざきフードチャレンジ応援フェアを宮崎空港で開催します！ 

今年度、県の「みやざきフードチャレンジ応援事業」でクラウドファンディングによる商品開

発・販路開拓に挑戦した事業者の商品が購入できます。 

 試食もありますので、お気軽にお立ち寄りください！ 

日程：２０２３年３月２４日(金)～３月２６日(日) 

  時間：９:００～１８:００ 

販売商品：蜂蜜、豚骨トマトラーメン、ハーブティー、中国式ゆで餃子、 

辛めし炊き込みの素など 

 

 

 

 

 

 

宮崎食材を使ったレシピ動画を配信しています！ 

宮崎県日南市の郷土料理「かつお醤油節」を使った「究極のねこまんま」レシピを 

食と暮らしのメディア「macaroni」で公開中です。 

 オンラインセレクトストア「マカロニ商店」では、宮崎産「かつお醤油節食べ比べ３点セット」の 

販売を受け付けています。 

ぜひ、ご覧ください！！ 

 

 

 

 

 

 

「私の好きなMIYAZAKI」動画が完成しました！ 

県内在住の海外出身者が、母国語で宮崎の魅力を紹介する動画、「私の好きなMIYAZAKI」を 

制作しました。 

海外の方に宮崎の魅力が伝わるように、宮崎の自然と人とともに過ごす１日に密着し、 

宮崎にゆかりがあってもなくても、宮崎の魅力を感じられる内容となっています。 

ぜひご覧ください！ 
 

 

 

 

 

＼ 

詳しくはこちら 

3月9日から公開 

／ 

／ 

ご視聴はこちらから 

＼ 

＼ こちらから ／ 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/foodbusiness/20230220111257.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/foodbusiness/20230220111257.html
https://macaro-ni.jp/119089
https://macaro-ni.jp/119089
https://www.hinata-miyazaki.jp/other/2687/
https://www.hinata-miyazaki.jp/other/2687/


【 お知らせ 】 

みやざき応援団 公式Twitter・Facebook 

 宮崎県の最新情報などを随時投稿しています。ぜひフォローして、チェックしてください！ 

ツイッター                    フェイスブック 

      

 

 

 

宮崎県のふるさと納税 

宮崎県のふるさと納税を行っております。以下の４つのポータルサイトから納税いただけます。 

  「ふるさとチョイス・ＡＮＡのふるさと納税・さとふる・楽天ふるさと納税」 

                

 

                 

 

情報連絡票を同封しております 

 住所・氏名など変更があった方は、同封しております情報連絡票からご連絡をお願いします。 

また、応援団の皆様にメールによる案内を開始しております。メールによる案内を希望される方は、 

情報連絡票にてお申し込みをお願いします。 

 

皆様のお住まいに近い、宮崎県の県外事務所から、本県に関する情報や県人会に関する情報などの提供をさ

せていただくことがあります。 

  東京事務所 

電話：０３－５２１２－９００７   メール：myz-tokyo@pref.miyazaki.lg.jp 

 

  大阪事務所 

   電話：０６－６３４５－７６３１   メール：myz-osaka@pref.miyazaki.lg.jp 

 

  福岡事務所 

   電話：０９２－７２４－６２３４   メール：myz-fukuoka@pref.miyazaki.lg.jp 

 

 

 定期便に掲載しきれないイベント情報やお知らせも多々ございます！！ 

 お住まいの近くの、県外事務所のTwitterやFacebookもぜひフォローして、チェックしてみてください。 

 

 みやざき応援隊の活動についてのアンケートを実施しています！ 

１分ほどで終わる内容なので、ご回答いただけますと幸いです。 

 

 

 

 

 

 

／ 

詳しくはこちら 

＼（宮崎県庁HP） 

今回の同封物  ○県広報みやざき ２月号  ○ｍ－ｍｏｔｉｏｎ １・２・３月号 

         ○情報連絡票 

／ 

アンケート回答はこちらから 

＼ 

https://twitter.com/hinataMIYAZAKI1
https://m.facebook.com/hinatamiyazaki.miyazakiouendan/
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/allmiyazaki/kurashi/zekin/furusato.html
https://m.facebook.com/hinatamiyazaki.miyazakiouendan/
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/allmiyazaki/kurashi/zekin/furusato.html
https://twitter.com/hinataMIYAZAKI1
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=gKlc0UIG
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=gKlc0UIG


 

       ／ 

みやざき物産館KONNE  Yahoo!ショップ店 

＼                               ＼ 

ジモ ミヤ ラブ 

                             ／ 

 ＼ 

      みやざき観光情報 旬ナビ 

                  ／ 

                          

              ／                      

       新宿みやざき館KONNE 

＼                                    ＼ 

         日本のひなた宮崎県サイト 

                                          ／ 

                                         

 

             ＼                  ／ 

堺みやざき館KONNE                  博多みやざき館KONNE 

            ／                  ＼ 

 

 

    ／                                   ＼ 

みやざき本格焼酎応援サイト「だれやみ」        みやざき犬Facebookページ 

     ＼                                   ／ 

 

 

            ＼ 

東京事務所Facebookページ                     ／ 

            ／                     大阪事務所Facebookページ 

                                  ＼ 

 

 

       ／ 

福岡事務所Facebookページ 

      ＼ 

                                        ＼ 

                          みやざき犬×みやざき応援団公式サイト 

                                          ／ 

 

宮崎県オールみやざき営業課 担当：吉國 

電話：0985-26-7591 Fax：0985-26-7327 

E-mail:yoshikuni-taichi@pref.miyazaki.lg.jp 

＼ 

東京事務所 Twitter

／ 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/miyazakikonne/
https://www.jimomiyalove.com/
https://www.kanko-miyazaki.jp/
https://www.konne.jp/
https://www.hinata-miyazaki.jp/
https://www.nankai-grill.co.jp/konne/
https://hakata-konne.jp/
https://www.dareyami.jp/
https://www.facebook.com/miyazakikeeen/?locale=ja_JP
https://www.facebook.com/miyazakipref.tokyo/?locale=ja_JP
https://www.facebook.com/miyazakikenosakazimusyo/?locale=ja_JP
https://www.facebook.com/miyazakipref.fukuoka/?locale=ja_JP
https://ouendan.kanko-miyazaki.jp/
https://www.facebook.com/miyazakikeeen/?locale=ja_JP
https://www.hinata-miyazaki.jp/
https://www.konne.jp/
https://www.kanko-miyazaki.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/miyazakikonne/
https://www.facebook.com/miyazakipref.tokyo/?locale=ja_JP
https://www.facebook.com/miyazakipref.fukuoka/?locale=ja_JP
https://www.facebook.com/miyazakikenosakazimusyo/?locale=ja_JP
https://ouendan.kanko-miyazaki.jp/
https://hakata-konne.jp/
https://www.nankai-grill.co.jp/konne/
https://www.dareyami.jp/
https://twitter.com/miyazakip_tokyo
https://twitter.com/miyazakip_tokyo
https://twitter.com/miyazakip_tokyo
https://www.jimomiyalove.com/

