
会社概要 

■会社名 
有限会社フジビジョン 

■本社住所 
〒８８０－０９１２ 

宮崎市大字赤江１０４番地４ 

Tel:0985-56-6300  Fax:0985-63-9779 

URL:http://www.fuji-vision.co.jp 

■設立年月日 ２００４年（平成１６年）３月１日 

■資本金 ４,０００千円 

■役員 
（役職名）    （氏名） 

取締役社長  満 留  豊 

■取引銀行 
宮崎銀行    大淀支店    普通預金 

宮崎太陽銀行 城ヶ崎支店  普通預金 

■決算期 ２月   

■営業概況 
富士フィルム株式会社の系列会社のフジカラー熊本宮崎

（現：富士フィルム㈱）の新しい事業部門として昭和６１年

１月に発足した企画映像部が平成１６年３月に営業譲渡を

受け分離独立し有限会社フジビジョン設立。２５年間におけ

るビデオ制作の総数は２万５０００本。地域に密着した映像

文化の創出として展開しております。コンピューターによる

デジタルイメージングの設備機能を強化し新しい時代・ニー

ズに対応すべく総合映像企業として努めております。 

■営業品目 
デジタル映像コンテンツ企画、制作・広報ビデオ制作・記録

ビデオ制作・番組制作・ＣＭ制作・各種ＰＲビデオ制作・各

種ダビング／編集・ＤＶＤ／ＣＤ制作・ＣＧ制作・マイクロ

フィルム制作・メディアコンバート＆デジタイズ・電照写真

（コルトン）製作・観光案内版製作・航空写真撮影・スタジ

オ撮影・広告代理店業務・視聴覚機器、情報通信機器、精密

機械器具等の販売及びリース・ＣＤ－ＲＯＭ販売、販売 

■主要取引先 
官公庁（国・県・市町村）・テレビ朝日・ＲＫＢ毎日放送・

フジテレビジョン・日本テレビ・テレビ東京・ＴＢＳテレビ・

共同テレビジョン・ＭＲＴ・ＵＭＫ・富士フィルム㈱ 

・㈱ナッシュスタジオ 

仕入先総数：２０社、得意先総数：１００社 

 

 



ビ デ オ 制 作 実 績 

 

広報・記録                            

発  注  先 内        容 作品数 

国土交通省大阪航空局 鹿児島空港事務所ＰＲビデオ １作品 

国土交通省航空大学校 航空大学校ＰＲビデオ ４作品（ＤＶＤ） 

国立宮崎大学 宮崎大学ＰＲビデオ １３作品（ＤＶＤ） 

国立宮崎医科大学 医学学会用ビデオ １作品 

地域振興整備公団 宮崎学園都市関連ＰＲビデオ ８作品 

福岡県新宮町 新宮町歴史民俗資料館映像ソフト ２作品（ＬＤ） 

福岡県玄海町 海の資料館映像ソフト ４作品（ＬＤ） 

愛媛県日吉村 武左衛門一揆記念館映像ソフト １作品（ＬＤ） 

高知県春野町 春野町歴史民俗資料館映像ソフト ２作品（ＬＤ） 

広島県沼隈町 山本瀧之助記念館映像ソフト １作品（ＬＤ） 

熊本県人吉市 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １作品（ＤＶＤ） 

人吉温泉観光協会 歴史物語制作事業（平成２３～２５年） ５作品（BD） 

熊本県相良村 第５４回ひのくに国体記録ビデオ １作品 

熊本県相良村 相良村野原遺跡記録ビデオ １作品 

熊本県相良村 相良村郷土芸能保存事業 ２作品（BD) 

熊本県水上村 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ７作品（ＤＶＤ） 

熊本県多良木町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ７作品（BD） 

熊本県五木村 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ５作品（BD） 

熊本県五木村 地域伝統行事映像記録保存事業 １作品（BD） 

五木村観光協会 観光 PR ビデオ １作品（BD） 

熊本県水上村 水上村の自然＆産業ＰＲビデオ ２作品（ＤＶＤ） 

熊本県栖本町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １作品（ＤＶＤ） 

熊本県栖本町 栖本町閉町記念保存版ビデオ １作品（ＤＶＤ） 

熊本県菊鹿町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ７作品（ＤＶＤ） 

熊本県菊鹿町 菊鹿町閉町記念保存版ビデオ １作品（ＤＶＤ） 

熊本県有明町 有明町閉町記念保存版ビデオ １作品（ＤＶＤ） 

熊本県城南町 城南町閉町記念保存版等ビデオ ３作品（ＢＤ／ＤＶＤ） 

熊本県あさぎり町 合併までの経緯＆あさぎり町ＰＲビデオ ２作品（ＤＶＤ） 

熊本県須恵村 須恵村閉村記念保存版ビデオ＆郷土芸能ビデオ ５作品（１作ＤＶＤ） 

熊本県鹿本町 鹿本町閉町記念保存版ビデオ １作品 DVD 

熊本県矢部町 矢部町閉町記念保存版ビデオ １作品 DVD 

鹿児島県 石油国家備蓄 志布志湾埋め立て工事ビデオ １作品 

鹿児島県天城町 ユイの館映像ソフト ５作品（ＬＤ） 

鹿児島県松山町 ふれあいｾﾝﾀｰ町民ｷﾞｬﾗﾘｰ映像ソフト ４作品（ＬＤ） 



鹿児島県大根占町 大根占町紹介ビデオ １作品（ＬＤ） 

鹿児島県蒲生町 蒲生町の文化財ビデオ １作品 

鹿児島県蒲生町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １０作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県祁答院町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ７作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県屋久町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ４作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県東串良町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ８作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県輝北町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ７作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県佐多町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ６作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県佐多町 佐多町閉町記念保存版ビデオ １作品 DVD 

鹿児島県頴娃町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ３作品（ＤＶＤ） 

鹿児島県頴娃町 頴娃町閉町記念保存版ビデオ １作品 DVD 

鹿児島県高山町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ５作品（ＤＶＤ） 

宮崎県総合博物館 宮崎県総合博物館映像ソフト ８作品（ＬＤ） 

県埋蔵文化財センター 宮崎発掘百年特別展映像ソフト １作品（BD） 

宮崎県水産試験場 宮崎県水産試験場淡水魚展示館映像ソフト ３作品（ＬＤ） 

宮崎県療育センター こども療育センターＰＲビデオ １作品（ＬＤ） 

宮崎県工業振興課 日向市細島４区ＰＲビデオ １作品 

宮崎県工業技術センター 工業技術センターＰＲビデオ ５作品（ＤＶＤ） 

宮崎県学園都市局 宮崎学園都市ＰＲビデオ １作品 

宮崎県総合農業試験場 バイオテクノロジーへの取り組み １作品 

宮崎県女性青少年課 日中友好九州青年の船 新たなる出航 ２作品 

宮崎県女性青少年課 日韓友好植樹の翼（編集） １作品 

宮崎県総務課 ＡＳＥＡＮ留学 ２１世紀のための友情計画 １作品 

宮崎県総務課 宮崎の文化（神楽・踊り・祭り） ３作品 

宮崎県水産課 つくり、育てる漁業 ２作品 

宮崎県文化課 宮崎学園都市遺跡群 １作品 

宮崎県総合博物館 博物館紹介 １作品 

宮崎県総合博物館 常設展示映像修正＆制作（H24) ２９作品（HD) 

宮崎県立芸術劇場 宮崎国際音楽祭「子供のための音楽会」他 １０作品 

宮崎県教育委員会 県立五ヶ瀬中等教育学校ＰＲビデオ他 ２作品 

宮崎県消防防災課 宮崎県ＶＯＤ用映像ソフト ５０作品 

宮崎県土木部 宮崎県産業開発青年隊ＰＲビデオ １作品 

宮崎県林政課 フォレストピア体験交流イベント（編集） １作品 

宮崎県栽培漁業協会 栽培漁業センターＰＲビデオ １作品 

宮崎県土木事務所 霧島砂防ＰＲビデオ １作品 

宮崎県港湾課 宮崎県ポートセールスビデオ ２作品（ＤＶＤ） 

宮崎県国保・援護課 語り継ぐ戦争と平和の尊さ ３作品（ＤＶＤ） 

宮崎県技能士会連合会 技能振興ＰＲビデオ「現代の名工」 ３作品 

宮崎市 みやざきｅ－ＣＩＴＹ映像コンテンツ ５０作品（ＤＶＤ） 



都城市 都城市歴史資料館映像ソフト １作品（ＤＶＤ） 

都城市 中央東部地区に残る史跡・古道 １作品（ＬＤ） 

延岡市 須美江フォミリー水族館映像ソフト １作品（ＬＤ） 

えびの市 えびの市歴史民俗資料館映像ソフト ８作品（DVD） 

西都市 西都市歴史民俗資料館映像ソフト １０作品（ＬＤ） 

綾町 自然との出会いコーナー映像ソフト ６作品（ＬＤ） 

小林市 小林市ほたるの館映像ソフト １作品（ＬＤ） 

日南市 日南市伊東記念館映像ソフト ３作品（ＬＤ） 

野尻町 野尻町歴史民俗資料館映像ソフト ７作品（ＬＤ） 

野尻町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ５作品（ＤＶＤ） 

野尻町 野尻原開田物語映像ソフト １作品（ＤＶＤ） 

野尻町 野尻町５０周年記念ビデオ １作品（ＤＶＤ） 

野尻町 ふるさと「野尻」紹介ソフト １作品（ＤＶＤ） 

野尻町 野尻町閉町記念保存版等ＤＶＤ ２作品（ＤＶＤ） 

山之口町 山之口町文弥節人形浄瑠璃の館映像ソフト １３作品（DVD） 

山之口町 弥五郎どんの館 映像ソフト ７作品（ＤＶＤ） 

山之口町 道の駅「ドリーム山之口」映像ソフト ８作品（ＬＤ） 

山之口町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ５作品（ＤＶＤ） 

北川町 北川町ホタルの館映像ソフト １作品（ＬＤ） 

山田町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ５作品（ＤＶＤ） 

木城町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ３作品（ＤＶＤ） 

高城町 高城町歴史民俗資料館映像ソフト ４作品 

須木村 須木村淡水魚展示館映像ソフト １作品（ＬＤ） 

須木村 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １作品（ＤＶＤ） 

須木村 須木村閉村記念保存版ビデオ １作品（ＤＶＤ） 

西米良村 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ４作品（ＤＶＤ） 

西米良村 西米良村小川城歴史民俗資料館映像ソフト １６作品（ＬＤ） 

西郷村 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ４作品（ＤＶＤ） 

宮崎公立大学 宮崎公立大学ＰＲビデオ １作品（ＤＶＤ） 

宮崎市 昭和６３年度～平成１０年度広報ビデオ ２１作品 

日向市 昭和６３年度～平成８年度広報ビデオ ２３作品 

宮崎市 中核都市 PR ビデオ １作品 

宮崎市 宮崎市観光 PR ビデオ ９作品 

宮崎市 宮崎市水道局広報ビデオ １作品 

宮崎市 宮崎市中央卸売市場紹介ビデオ １作品 

宮崎市 宮崎市環境業務課ごみ減量ＰＲビデオ 2 作品 

宮崎市 エコクリーンプラザ宮崎環境学習啓発映像制作 １作品（BD) 

宮崎市 宮崎市終末処理場ＰＲビデオ ２作品（ＤＶＤ） 

宮崎市科学技術館 宮崎ガスブース展示ソフト制作 ２作品（BD） 



宮崎市 大淀川学習館学習ソフト ５作品（ＤＶＤ） 

宮崎市 大淀川学習館学習３D シアター映像制作 ３D:１作品（HD） 

延岡市 延岡市企業誘致ＰＲビデオ ２作品 

都城市 都城市広報ビデオ １作品 

都城市 生涯学習推進ビデオ １作品 

都城市 民俗芸能保存事業 ３６作品（ＤＶＤ） 

都城市 歴史教育プログラム（みやこんじょ・ふるさと発見） ３１作品（ＢＤ／ＤＶＤ） 

都城市 遺跡紹介ソフト（むかし昔の都城～古代編～） １作品（ＤＶＤ） 

日南市 ふるさと文化再興事業（伝統文化伝承事業） ２作品（DVD） 

日南市 日南市民俗芸能ビデオ ３１作品（ＢＤ／ＤＶＤ） 

日南市 日南市民俗芸能大会ビデオ（H24) １作品（ＢＤ／ＤＶＤ） 

日向市 伝建 美々津町並みビデオ ２作品（１作ＤＶＤ） 

日向市 １市２町５村広域観光 PR ビデオ ２作品 

小林市 小林市観光 PR ビデオ ８作品 

小林市 H24 西諸畑地かんがい事業ビデオ制作 １作品（BD) 

小林市商工会 小林・えびの・西諸広域観光 PR ビデオ ２作品 

西都市 西都市観光 PR ビデオ １作品 

西都市 地域伝統芸術等映像記録保存事業 ３作品（ＤＶＤ） 

えびの市 えびの市広報ビデオ＆市観光 PR ビデオ ２作品 

えびの市 えびの市国際交流センターPR ビデオ １作品 

えびの市 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １作品 

えびの市 えびの市郷土芸能保存事業（H24) １作品（BD) 

えびの市 ふるさと文化再興事業 ４作品（ＤＶＤ） 

串間市 ふるさと文化再興事業（伝統文化伝承事業） １作品（DVD） 

串間市 串間市広報ビデオ １作品 

綾町 昭和６２年度～平成１５年度広報ビデオ ２２作品 

綾町 綾町有機農業 PR ビデオ ９作品(DVD＆BD) 

綾町 綾町観光 PR ビデオ １作品 

綾町 平成５年度～平成１２年度民俗芸能ビデオ ８作品 

高千穂町 高千穂町観光 PR ビデオ ２作品（ＤＶＤ） 

高千穂町 国指定 高千穂の夜神楽(周知編＆教材編) ２作品 

高千穂町 道の駅 映像ソフト １作品（ＤＶＤ） 

高千穂町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ２作品（ＤＶＤ） 

県北フォレストピア フォレストピアビデオ（５町村の民俗芸能） ４１作品 

五ヶ瀬町 国指指定 五ヶ瀬の荒踊り(周知編＆教材編) ２作品 

日之影町 地域伝統芸能等保存事業・町史ビデオ ２作品(DVD１作品) 

日之影町 日之影町広報ビデオ １作品 

北川町 北川町広報ビデオ １作品 

北方町 北方町広報ビデオ １作品 



北浦町 北浦町広報ビデオ １作品 

門川町 ふるさと文化再興事業（伝統文化伝承事業） １作品（DVD） 

門川町 門川町観光 PR ビデオ １作品 

高鍋町 高鍋町広報ビデオ ３作品 

高鍋町 アカウミガメビデオ １作品 

新富町 新富町広報ビデオ ５作品 

新富町 新富町日韓友好の翼ビデオ １作品 

佐土原町 下村窯跡遺跡ビデオ １作品 

佐土原町 佐土原町学校給食センター紹介ビデオ １作品 

西米良村 西米良村広報ビデオ・観光 PR ビデオ ３作品 

東郷町 東郷町広報ビデオ ３作品 

東郷町 若山牧水の生涯ビデオ １作品 

高崎町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １作品（ＤＶＤ） 

高崎町 高崎町広報ビデオ＆閉町記念保存版ビデオ ３作品（ＤＶＤ） 

山之口町 山之口町広報ビデオ＆観光 PR ビデオ ２作品 

山之口町 民俗芸能ビデオ「文弥節人形浄瑠璃」 ２作品(DVD) 

高城町 平成３年度～平成１３年度広報ビデオ １１作品(ＬＤ) 

三股町 三股町広報ビデオ ８作品（ＤＶＤ） 

三股町 三股町観光 PR ビデオ＆祭りＰＲビデオ ２作品 

三股町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 １３作品（ＤＶＤ） 

南郷町 南郷町広報ビデオ ２作品 

南郷町 ビーアンビシャス号記録ビデオ １作品 

北郷町 北郷町広報ビデオ＆飫肥杉ＰＲビデオ ２作品 

北郷町 平成５年度～平成１１年度文化財ビデオ ７作品 

須木村 須木村広報ビデオ １作品 

高原町 民俗芸能ビデオ ４作品 

高城町 民俗芸能ビデオ「あげ馬」 １作品 

高岡町 地域伝統芸能等映像記録保存事業 ８作品（ＤＶＤ） 

高岡町 高岡町再発見グループＰＲビデオ １作品 

西諸教委 小林市の文化財ビデオ他 ４作品 

 

ＳＰＶ制作                             

発  注  先 内        容 作品数 

シーガイア シーガイアＰＲビデオ ３作品 

北郷リゾート 北郷リゾートＰＲビデオ ２作品 

清水建設㈱ オーシャン４５ＶＰ＆社員教育用ＶＰ他 ４作品 

太陽工業㈱ オーシャンドームＶＰ １作品 

日本国土開発株 シーガイアシステムモールＶＰ １作品 

佐藤工業㈱ 宮崎県看護大学ＶＰ＆美化センター  ＶＰ ２作品 



富士通㈱ ＰＤＰ－ＰＲビデオ ２作品(ＬＤ１作品) 

富士通日立プラズマデ ＰＤＰ２番館ＰＲビデオ ２作品(ＤＶＤ１作品) 

日向市観光協会 橘ひょっとこ踊りレッスンビデオ（販売用） １作品（DVD) 

宮崎交通㈱ 高速バスＶＰ他 ６作品 

宮崎ガス㈱ 宮崎科学技術センター・ガスコーナー映像他 ２作品（BD） 

千代田病院 建設記録ビデオ＆PR ビデオ ２作品（BD） 

宮崎県経済連 みやざきブランドＰＲビデオ ４作品 

宮崎空港ビル㈱ 宮崎空港ビルＰＲビデオ他 ６作品 

宮崎日日新聞社 宮日紹介ビデオ ３作品(ＬＤ１作品) 

第一不動産 ＰＲビデオ １作品 

宮崎女子短期大学 宮崎女子短期大学ＰＲビデオ ４作品 

オービック専門学校 オービック専門学校ＰＲビデオ １作品 

宮崎女子高等学校 宮崎女子高等学校ＰＲビデオ ４作品 

宮崎学園高等学校 宮崎学園高等学校ＰＲビデオ ３作品（ＤＶＤ） 

南九州大学 南九州大学ＰＲビデオ ３作品 

えびの高原国際高校 えびの高原国際高校ＰＲビデオ 1 作品 

熊本製粉（株） フラワーマンションＰＲビデオ １作品 

宮交エアラインホテル 宮交エアラインホテル館内案内ビデオ １作品 

日章福祉会 日章福祉会紹介ビデオ １作品 

南九州環境管理グループ 南九州環境管理グループ紹介ビデオ １作品 

㈱西村 各種ＶＰ ５作品 

都農ワイン 都農ワインＰＲビデオ １作品 

都城農協 ＪＡ都城広報ビデオ １作品 

東郷織物 東郷織物ＰＲビデオ １作品 

竹田青果㈱ 竹田青果ＰＲビデオ １作品 

高千穂道路 オーガニック工法ＰＲビデオ １作品 

ＭＳＧ専門学校 ＳＭＧ専門学校ＰＲビデオ １作品 

宮崎くみあい食肉 食肉センターＰＲビデオ １作品 

日章学園 日章学園紹介ビデオ他 ４作品（ＤＶＤ） 

中外テクノス 東市来町省エネ紹介ビデオ １作品 

ラスパ高崎 ラスパ高崎紹介ビデオ １作品（DVD） 

九基工業㈱ ＳＰＶ １作品 

赤江機械工業㈱ ＳＰＶ ４作品 

正和プラント㈱ ＳＰＶ ２作品（DVD） 

サンハウスウエダ ＳＰＶ １作品 

スマッシュ井口 ソフトテニスレッスンビデオ（販売用） ２作品（DVD） 

古賀病院 案内ビデオ １作品 

綾の手紬染織工房 綾の手紬染織工房ＰＲビデオ １作品 

マリンエキスプレス ＳＰＶ ２作品 



サンテクノ ＳＰＶ ２作品 

南九州ゴルフアカデミ ゴルフレッスンビデオ １作品 

尾鈴豚友会 ＳＰＶ ２作品 

平川塾 ＳＰＶ １作品 

マキノグリーン ＳＰＶ １作品 

ＣＭ制作 

宮崎県 マックス 霧島ロイヤルホテル 

延岡市 尾鈴ＪＡ 生駒高原 

えびの市 児湯食鳥 日興コーディアル証券 

小林市 松山町・志布志市 宮崎トヨタ 

綾町 オービック専門学校 宮自販 

高千穂町 ダンロップトーナメント レストラン松月 

三股町 オーシャンドーム 神楽酒造 

門川町 マクドナルド 日向碁石の里 

木城町 アサヒビール カレオクラブ 

須木村 サッポロビール 宮崎県貯水槽清掃組合 

山之口町 宮交エアラインホテル 焼肉夾竹園 

小林商工会 青島パームビーチホテル 坂下観光農園 

諸塚村 こどものくに 風来軒 

大根占町 アサヒルミネ サンヒル日南 

ドリーム山之口 宮崎交通 南風産業 

サンピア都城 えびの高原国際高校 宮崎観光ホテル 

フジカラーグループ みやざき会館 ペアーレ延岡 

番組制作                            

おくさま９３０、チュンチュンアンテナ ・特番「宮崎産業経済大学」 

生スタ９５５、あっぱれ宮崎、ゴジヤジ ・おじゃったもんせ鹿児島 

・新ひむかふるさと自慢 ・なるほどザ忘年会 

・光ちゃんの当たって砕けろ・・ひむか探訪 ・日産「モコカメ」 

・宮崎とび歩き・女将さん出番ですよ ・特番「アクサレディース PRO/AMA」 

・情報キャッチング・キリンお天気情報 ・特番「アマチュアゴルフ大会」 

・宮崎が元気・親の目子の目 ・特番「神秘とロマン海の旅」 

・平成子育て日記 ・特番「ジュニアゴルフ選手権大会」 

・特番：ブライダル情報局 2011 ・特番「神武大祭」 

・特番：レディースゴルフ大会 ・特番「スケッチ大会」 

・特番：高校 OB「ゴルフ甲子園」 ・特番「シニアゴルフ選手権大会」 

・特番「小林市少子化対策」 ・特番「えびの市じょいふるたんぼ」 

・ブカツの天使 H21 ・特番「山之口町シルバーヤングフェスタ」 

・ゴルフ熱中塾 ・特番「川南町４０周年」 

・九州が知りたい ・特番「山之口町４０周年」 



・電撃黒潮隊 ・特番「三股町５０周年」 

・アイランドみやざき ・特番「えびの市観光ＰＲ」 

・特番「M―Face 情熱・宮崎人」 ・特番「えびの市豊年祭り」 

・特番「もっと感動したい」 ・特番「宮崎市地域コミニティー税」 

・特番「大根占町６０周年」 ・ＮＨＫ－ＢＳ「綾町紹介」 

・特番「青島太平洋マラソン」 ・天気予報フィラー「小林市」 

・特番「ダンロップアマトーナメント」 ・天気予報フィラー「日之影町」 

・特番「小林浩美のドリームゴルフ」 ・天気予報フィラー「三股町」 

・特番「プロ野球チャﾘティーゴルフ」 ・CS：子ども放送局「椎葉村焼畑」 

・特番「リトルシニア野球」 ・天気予報フィラー「サンオブサン」 

・特番「日向市カップ少年サッカー」 ・天気予報フィラー「ＭＫプラント」 

・特番「鵜沢政則宮崎の釣り」 ・天気予報フィラー「青島リゾート」 

・特番「イオン宮崎」 ・天気予報フィラー「宮崎観光ホテル」 

・特番「水防２００５」 ・ズームアップ・経営セミナー・トクダネ 

・特番「高速道開通」 ・快適マイワーク・アドリブランド 

・特番「大淀川サミット」 ・あまから問答・快適マイワーク 

・特番「都城国際弓道大会」 ・テレビ博物館・スーパーモーニング 

その他                             

発  注  先 内        容  

航空大学校 練習機 A-36 コックピット A1 ポスター １作品 

水産試験場 水産試験場小林分場パンフレット １作品 

宮崎市 おさかなポスター（鰹）A2 １作品 

宮崎市 市街地避難地案内板 一式 

宮崎市 観光案内版 ８基 

小林市 観光案内板 ４基 

高千穂町 観光案内板 １基 

都城市（旧山之口町） 観光案内板 ３基 

野尻町 観光案内板 ２基 

野尻町 ふるさとパンフレット（A4:20 頁） １作品 

F・H・P 会社案内パンフレット １作品 

延岡市 須美江フォミリー水族館映像システム １基 

高千穂町 道の駅「高千穂」案内映像システム １基 

西米良村 西米良村小川城歴史民俗資料館映像システム ２基 

志布志市（旧松山町） ふれあいｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ映像システム １基 

宮崎県水産試験場 水産試験場淡水魚展示館映像システム １基 

えびの市 えびの市歴史民俗資料館映像システム（３面マルチ） １基 

都城市 都城市歴史資料館映像システム １基 

日南市 日南市伊東記念館映像システム １基 

野尻町 野尻町歴史民俗資料館映像システム １基 



小林市 小林市ほたるの館映像システム １基 

都城市（旧山之口町） 山之口町文弥節人形浄瑠璃の館映像システム １基 

都城市 民俗芸能デジタイズ事業 BD 

五木村 写真デジタル保存事業 DVD 

五木村 映像・音声デジタル保存事業 BD・CD 

都城市（旧山之口町） 弥五郎どんの館 映像システム １基 

小林市（旧須木村） 淡水魚展示館映像システム １基 

山鹿市（旧菊鹿町） ふるさと「きくか」CD 一式 

山鹿市（旧菊鹿町） 広報誌「きくか」デジタル DVD 一式 

天草市（旧有明町） 有明町の写真：デジタル DVD 一式 

小林市 小林市・市歌 CD 制作（H24） 一式 

野尻町 昭和２０年代からの写真データ CD 制作 一式 

宮崎県遺族会館 戦争遺品のデジタル DVD 一式 

 


