
1 イワナガ・デザインフーズ(株) みやま市
有明佐賀空港の利用率を０％から１００％にします。

九州産の青果やお肉の販売から、その素材を使った
デリカ惣菜やお弁当の製造販売とレストラン事業を展
開しております。

http://www.taiyo.cc

144 (有)ミモレ・ダイコク みやま市
・月1～2回の東京⇔福岡間の出張で、有明佐賀空港を１００％利用します。
・遠方から自社へ来訪される方には、有明佐賀空港をご案内致します。

福祉部：『グループホーム　やまびこ』では、笑顔と安
らぎを第一に、入居者様お一人お一人の声にお応え
出来るよう、安心・笑顔の介護を心がけております。豊
かな自然の中で、四季折々の様々な行事やイベント
も、お楽しみ頂いています。

277 みやま市 みやま市

・職員が東京、大阪方面へ出張する際の有明佐賀空港利用率の向上を目指
します。
・有明佐賀空港の便利さを積極的に市民にアピールし、利用を推進します。

「人・水・緑が光り輝き夢ふくらむまち」みやま市は平
成19年に誕生しました。有明佐賀空港離着陸時には、
みやま市の豊かな自然と有明海沿岸道路などのイン
フラ整備が進む様子が眼下にご覧いただけます。博
多ナスをはじめ博多セロリ、山川みかん、福岡のりな
どの多彩な名産品がこのみやま市で生まれていま
す。

http://www.city.miyama.lg.jp

396 保健医療経営大学 みやま市
有明佐賀空港利用率を倍増します。

「経営学」に加えて「医療・医学」に関する学識を学び、
市場規模が拡大する保健医療福祉分野で求められて
いる「マネジメント力」を習得した人材を育成します。

http://www.healthcare-m.ac.jp/

469 旭食品工業(株) みやま市
出張での有明佐賀空港の利用率を0％から80％にします。

日本一の高菜漬の産地、福岡県みやま産の高菜漬を
どうぞ http://www.asahi-food.com/

513
筒井時正玩具花火製造所株式会
社

みやま市
飛行機を利用する際は、佐賀空港を利用します！

国内で3社しか残っていない稀少な線香花火の製造を
しています。また、スボ手牡丹は国内で唯一の製造所
であり、2種の線香花火を製造するのは、国内で弊社
のみです。

http://www.tsutsuitokimasa.jp/

515 (有)ヤスカネ・ジャパン みやま市
・有明佐賀空港利用率を100％にします。
・得意先（取引先）に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

オーストラリア、アメリカより飼料（牧草）の輸入をして
います。９月には弊社オリジナルペット（犬）用ビスケッ
ト「オメガプロわん」を発売します。

http://www.yasukane-japan.co.jp

576 (株)オニマル みやま市
東京方面への出張等の行程に佐賀空港利用を組み入れていくことに努めま
す。

あなたの身近にあるお弁当や冷凍食品、カップラーメ
ンなどの食品で、オニマルの漬物は、きっとお目にか
かっていると思います。創業100余年、古い伝統を活
かしながら、これからも「出会い」を大切に新しいもの
に挑戦していきます。

619 武藤ふとん店 みやま市
来訪者様に有明佐賀空港の利用を勧めます。

快適な寝具とオーダーカーテンは
当店におまかせ下さい。

655 JUNGLE GYM みやま市
まずは有明佐賀空港を利用してみます。
利用率を増やします。

クライミング体験が1コイン（500円）でできます！
http://www.jungleclimb.com/

667 コヨウ(株) みやま市
有明佐賀空港夜間貨物を利用して国際貨物を輸出したいと思います。

エコバイオ・ブロック?（水質浄化用ブロック）の製造。 http://www.koyoh.jp/

725 みやま市商工会瀬高本所 みやま市
職員の出張で有明佐賀空港を利用します。 地域活性化の為頑張っています。

769 いまもと歯科医院 みやま市
有明佐賀空港を利用してみたいと思います。

http://www.imamoto-shika.com/

782 (株)福岡サンレイクゴルフ倶楽部 みやま市
お客様、社員に有明佐賀空港の利用を勧めます！

佐賀空港からお車で約45分に位置するゴルフ場で
す。冬は北風をうけず積雪も少なく、夏は有明海から
の涼しい風が吹く、自然に恵まれた美しい眺望のゴル
フ場です。

http://www.sunlake.jp/

813 (株)八ちゃん堂 みやま市
社内で佐賀空港の利用を促進します。

冷凍たこ焼き、冷凍焼きなす、むかんを日本で初めて
製造・販売をしました。楽天市場内にお店があります。 http://www.hatchando.co.jp/

867 (株)アローズ・インターナショナル みやま市
出張には利用をこころがけます。

販売企画、販促商品、オリジナルグッズ　おまかせくだ
さい。日本最安値を目標にしています。

871 熊川食料工業(株) みやま市
・ 首都圏からの出張には、原則として佐賀空港を利用します。
・ 社員及びその家族、お取引先様へも積極的にご案内致します。

大正三年の創業以来、福岡県みやま市瀬高町産の高
菜のみを使用し、安心・安全でこだわりの商品をご提
供する高菜漬専門メーカーです。

http://www.kumagawa-takana.com/
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946 南筑後農業協同組合 みやま市
東京出張については、有明佐賀空港を積極的に利用し、東京方面から来訪さ
れる方にもご案内致します。

農家組合員の所得の向上と地域農業の発展の為に、
地域に根ざした実践活動を展開します。 http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/

977 菊美人酒造(株) みやま市

①出張の際は、可能な限り佐賀空港を利用します。特に中国出張の際は、佐
賀空港を利用します。
②国内・海外からの来訪者に佐賀空港の利用をすすめます。

1735年、江戸期創業。現社長は八代目。清酒「菊美
人」は柳川の詩人「北原白秋」がこよなく愛した酒とし
て有名。吟醸・純米・本醸造など、国内・海外にて江湖
の日本酒党愛されている。

http://www.kikubijin.co.jp/

1146 医療法人　弘恵会　ヨコクラ病院 みやま市

・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧め、有明地区の素晴らしさを積極的にＰ
Ｒします。
・職員に有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨し、地域の活性化
に務めます。

「病む人の心を大切に全人的医療を行う」を基本理念
とし、地域に求められる病院であり続けるため、患者さ
んに満足していただける「地域密着型の病院」を目指
しています。

http://www.yokokura.jp/

1154 瀬高自動車学校 みやま市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

・普通自動車、普通自動二輪車の免許が取得できま
す。
・企業の安全講習会も行っています。

http://www.sds.jds.gr.jp/

1157 八女茶業本舗(株) みやま市
関東出張の際は積極的に佐賀空港を利用します。

八女茶を中心に九州各地のお茶を取り扱っておりま
す。 http://www.yamecha.co.jp

1159 瀬高交通自動車(有) みやま市
東京へ行く際は積極的に佐賀空港を利用します。 速く、やさしく、快適に　せたかタクシー

1537 いすゞ自動車九州株式会社 みやま市
可能な限り利用します。

http://www.isuzu-kyusyu.co.jp/

1621 電’sたなか みやま市
利用は佐賀空港を使います。

あとあと安心
家電、太陽光、リフォーム

1663 吉井スタジオ みやま市
便利で近い佐賀空港を利用します。

ヘアー・メイク・お着付・写真撮影までをトータルでコー
ディネイト。
婚礼衣装・黒留袖・モーニング・訪問着・ゲストドレスか
ら小物まで衣装全般レンタル致します。

http://www14.plala.or.jp/yoshiistudio/

1664 杉野モータース みやま市
九州佐賀国際空港を利用します。

感謝の心で真心サービス。
お客様のカーライフをサポートします。

1698 子供服　婦人服　クロワッサン みやま市
出張や旅行の際は、九州佐賀国際空港を利用します。又、お客様にも利用を
勧めます。

お手ごろな子供服・婦人服のセレクトショップ。別名
“瀬高町のパルコ”

1794
総合衣料　黒田屋
（アンチエイジングWCT）

みやま市
・東京から来訪される方を九州佐賀国際空港のご利用へ案内します。
・出張は九州佐賀国際空港を利用します。

2017年・1月よりアンチエイジングコーナーを新設しま
す。より健康で、若々しく、美しくありたい貴方をサポー
トします。

1801 古賀窯業　株式会社 みやま市
業務及び社員旅行での九州佐賀国際空港の利用を致します。 外構工事（レンガ等）及び築炉工事を致してます。

1802 江崎酒類販売株式会社 みやま市

・首都圏への出張用務は、九州佐賀国際空港を１００％利用します。
・首都圏からの来訪者、首都圏への出張の多い取引先に対して、九州佐賀国
際空港の利用を勧めます。

みやま市、柳川市、筑後市、大牟田市を中心にビー
ル、清酒、焼酎などの全種類の卸売業、小売業を行っ
ています。

1841 株式会社中原電工 みやま市
社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

「時代を結ぶネットワーク」
刻々と変化する現代都市空間に複雑な回線を設置
し、暮らしを豊かにしていくのが私たちの仕事です。同
時に企業と個人・都市と地域を結びつける新たなる役
割を担います。

http://nakaharadenko.com

1902 サクラシステム株式会社 みやま市
九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 ホームページ作成

http://saｋuｒaｓyｓteｍ.ne.ｊp

1971 (株)キイチロウ みやま市
・今まで利用したことがありませんでしたが、関東への販路開拓を予定してい
ますので、ぜひ利用したいと思います。

KIICHIROというブランドでだしのうまみを生かした調味
料やふりかけを製造販売 http://www.tokukan.com/

2099 株式会社ライフ・エコ みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用して行きます。
ガーデニング資材を中心にネット販売をしています。
特に植木鉢の品揃えでは日本一を自負しています。
現在、中国・米国等への越境ECへの参入を検討中。

www.life-eco.jp

2104 有限会社　今村鉄工所 みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 imamura-metal-works.com
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2105 モロフジ株式会社 みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

ポリ袋・不織布バック・保冷袋のことならお任せくださ
い。
海外自社工場での一貫生産のため、「短納期」「高品
質」「小ロット対応」できます。

http://www.morofuji.net

2196 マルヱ醤油 株式会社 みやま市 東京方面からの来訪者に、九州佐賀国際空港を積極的に案内します。

対象１０年創業。しょうゆ、みそをはじめ、たれ、つゆ、
ドレッシング、鍋スープ、他各種調味料を製造・販売し
ています。消費者ニーズに合った安全で安心な商品
の開発に取り組み、販路は地元はもとより全国に拡大
しています。

https://www.marue-shoyu.co.jp

2256 みやまスマートエネルギー株式会社 みやま市 関東への出張等に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

みやまスマートエネルギー(株)は、みやま市の55％出
資によって、自治体による家庭等への電力売買を主
な目的として設立された日本初の事業会社です。事
業収益の還元を通じて、地域活性化に関する様々な
テーマへ取り組む、みやま市のまちづくりも担ってま
す。

http://miyama-se.com/

2317 堀永殖産 株式会社 みやま市
出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。
職員に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

美味しい商品（筍水煮・栗甘露煮他）を心をこめて製
造しております。

2367 九州ハウジング 株式会社 みやま市 出張時は佐賀空港を利用します。

2425 ラックデザイン 株式会社 みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用致します。 https://www.luckdesign.jp/

2445 高尾自動車株式会社 みやま市 仕事に、プライベートに、近くて便利な佐賀空港を利用します。
昭和３６年創業。福岡陸運局指定工場・新車・中古車
販売・車検・整備・鈑金塗装・各種保険取扱店。
クレーン作業も承っております。

2487 株式会社山鐡 みやま市 出張時には、九州佐賀国際空港を利用します。


