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鹿島市

焼いても煮ても型崩れしない弊社独自の結着加工肉
今迄、福岡空港のみの利用でしたが、訪問先との調整を行い、佐賀空港の利 「ネオミーツ」（商品登録済）で霜降り牛肉のような見た
http://www.kata-yama.co.jp
用を推進し、来訪者へもアピールしていきます。
目・形状・食味で低コストを実現。成型加工技術の可
能性は無限に広がっています。

132 鹿島市議会

鹿島市

＜宣言内容確認中＞
議会、議員の出張には、積極的に有明佐賀空港を利用します。

市民全体の奉仕者として市政の発展と市民生活の向 http://www.city.kashima.saga.jp/gikai/index.htm
上を目指す鹿島市議会
l

151 東亜工機(株)

鹿島市

・周りの人達に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・出張での有明佐賀空港の利用を３０％に増やします。

世界の海を駆けるシリンダーライナのトップメーカー

260 森鉄工(株)

鹿島市

・出張での有明佐賀空港の利用率を５０％から７０％にします。
・首都圏、関西圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

社会を支える液圧プレスの製造販売会社です。皆さん
の身の回りにある製品に使われる部品を製造する上
http://www.moriiron.com
で、欠かすことのできない液圧プレスを作り続け、国
内はもとより世界各国へ納品しています。

264 (株)ジェイエイビバレッジ佐賀

鹿島市

・東京方面への出張の際は、有明佐賀空港の利用を優先するよう勧めます。
地元佐賀県の農産物を原料とした安全・安心な製品
・東京、大阪方面からの来訪者へも有明佐賀空港のご利用をお勧めします。
づくりを通して地域・社会づくりに貢献します。
・プライベートな旅行にも、有明佐賀空港の利用をＰＲします。

http://www.ja-beveragesaga.co.jp

276 鹿島市

鹿島市

・職員出張時の有明佐賀空港利用率の向上を図ります。
・職員の「マイエアポートクラブ」への入会を推奨します。

新風創造・連携と発掘
～市民全体でつくるふるさと鹿島のまちづくり～

http://www.city.kashima.saga.jp

317 祐徳自動車(株)

鹿島市

「有明佐賀空港」の利用率を15％から30％に増加します。

想い出に残る楽しい旅を企画、提供しております。福
岡市のタクシー事業部門も大変ご愛顧いただいており
ます。また、ホームセンターユートクや食品スーパーも http://www.yutoku.jp
事業展開致しております。これからも地域社会やお客
様に信頼され愛される企業をめざします。

428 (有)MINEMATSU

鹿島市

便利になった佐賀空港の利用率を100％にしようとガンバります！

地域の皆様の健康と老化防止のお手伝いが出来るよ http://www.kashimacity.com/eat/dcafe/index.h
うに最大の努力を続けていきます。
tml

432 富久千代酒造(有)

鹿島市

東京出張での有明佐賀空港の利用を100％目指します。

「佐賀・九州を代表する酒」 「地元に愛され、地物と誇
りになる酒」を目指して、手作りによる酒造りを行って http://nabeshima-saga.com/
います。

433 (株)サロンモード

鹿島市

出張全て佐賀空港にします。

ヤングからプレタまで県下18店舗展開致しておりま
す。

434 合資会社光武酒造場

鹿島市

有明佐賀空港の利用率を30％から50％にします。

お酒のおいしさが人々の気持ちを豊かにしてくれて、
たくさんの人々が幸せを感じられるような酒造りを目 http://www.kinpa.jp/
指しています。

516 (株)アルファ建築空間

鹿島市

社員（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ます。

「住む人が笑顔になれる木の家づくり」をモットーにこ
だわりの家づくりのお手伝いをさせていただきます。
http://www.alpha-as.jp/
新築、リフォーム工事の他にも不動産業も行っており
ます。

517 浜蒲鉾(株)

鹿島市

交通の便は良いし、駐車場は無料で使いやすい。
利益が出たら社員旅行でも計画したい。

良質な魚のタンパク源を皆様方の食卓へお届けして
います。

526 (有)ゲミニー

鹿島市

・社員旅行では、佐賀空港を利用します。
・出張では、佐賀空港を積極的に利用します。

リンパサロン、ネイルサロン、エステサロンを展開中。
雑貨や化粧品等、色々取りそろえております。

529 鹿島商工会議所

鹿島市

役員、職員の出張（東京）については、有明佐賀空港の利用を100％目指しま
す。
管内の企業等について、有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://www.kashima-cci.or.jp/

591 明治安田生命 鹿島営業所

鹿島市

東京への出張・旅行の際は、佐賀空港を積極的に利用します。

※ ホームページへの事業所名公開は可、ただ
し、リンクやＰＲは不要

617 鹿島青果(株)

鹿島市

社員旅行に佐賀空港を利用します。

地域住民の台所！

622 (株)明電工九州

鹿島市

鹿島市内から佐賀空港まで低料金往復送迎便があって、今後は東京行きの
利用率を10％→90％にしたいと思います。

・官公庁及び一般企業の高圧受電設備の保安管理。
・高圧を主体に電気工事。省エネ。太陽光発電工事。

6 (株)エヌケーフーズ

http://www.toakoki.co.jp

http://www.salonmode.jp/
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鹿島市

出張や従業員の旅行について、極力佐賀空港を利用します。

創業90年の伝統と技術に裏付けされた信頼と実績に
より総合印刷業として、ユーザーの多種多様なニーズ
http://www.kashima-insatsu.jp/
にお応えしています。鹿島、佐賀、福岡、東京に営業
所を置き、幅広い営業活動を行っています。

鹿島市

・出張での有明佐賀空港の利用率を10％～50％を目標にします。
・加盟事業所に佐賀空港利用を推進する。

建設業労働さ害防止に関する諸活動

703 (株)ヨネクラ

鹿島市

・有明佐賀空港の利用率を50%から80%にします。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。
・取引業者に有明佐賀空港を利用する様PRします。

国産車、会社の部品卸業

708 一般社団法人鹿島市観光協会

鹿島市

・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から50％にします。
・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

鹿島市の観光推進とPRを行っております。

712 (株)マキノ 九州事業部

鹿島市

東京出張の有明佐賀空港の利用率を50％にします。

マキノは、「粉と水」の技術により、地球環境に貢献し
http://www.makino-co.co.jp
ています。

732 (有)川崎運送

鹿島市

1. 社員旅行で有明佐賀空港を利用するプランを作成します。
2. 東京出張の際は、佐賀空港を利用します。

一般貨物輸送を行っています。

679 鹿島印刷(株)

695

建設業労働災害防止協会佐賀県
支部藤津分会

http://www.kashima-kankou.com/

734 (株)カシマ美装

鹿島市

1. 佐賀空港をゼロから50％利用で頑張ります。
2. 研修旅行等の東京行きには佐賀空港を利用します。

㈱カシマ美装は、ビルの日常・定期清掃は、もちろん、
一般家庭のお掃除も承っております。キレイにするこ
とはもちろんのこと、私たちはその先にあるお客様の
「きれいになってスッキリした」という心が晴れやかな
状態を創出することに情熱とやりがいを感じて日々精
進しております。お客様の為に価値を生み出す快適
環境創造企業として、確かなサービスを提供いたしま
す。

758 医療法人誠晴會 納富病院

鹿島市

学会等の出張時には、積極的に利用させて頂きます。

納富病院を母体として、太良町に介護老人保健施設
ふるさとの森を併設して、医療・介護に貢献していま
す。

774 祐徳稲荷神社

鹿島市

・佐賀空港利用率を100％にアップします。
・佐賀空港を応援します。

777 鹿島機械工業(株)

鹿島市

・佐賀空港の利用アップに努めます。
・社員・家族旅行でも、佐賀空港を利用します。

お客様のカーライフの安心と安全を全力でサポートし
ます。

鹿島市

1.東京方面からの来訪者に有明佐賀空港の利用をご案内します。
2.出張の時は、有明佐賀空港を利用します。

建設荷役車両の性能の保持向上と、作業の安全を確
保するために、定期（特定）自主検査制度の定着化及
び検査・整備業の振興策などを推進しています。

鹿島市

出張での有明佐賀空港の利用率を出来るだけ多く利用します。

地元農家との契約栽培の「山田錦」と多良岳山系の伏
流水で醸した清酒。
http://www.nogomi.co.jp/
蔵は小さいですが「お客様から信頼される蔵元であり
たい」と目ざしています。

鹿島市

今後は佐賀空港を積極的に利用します。

経営指導

鹿島市

有明佐賀空港利用率を0%から20%程度に増加します。

常にお客様のニーズを取り入れた製品開発を実行し、
ファインセラミックスの押出技術を追求した ONLY
http://www.miyatetsu.jpn.com/
ONE 企業をめざしています。

1070 たいら商店

鹿島市

佐賀空港を「マイエアポート」として利用します。

地域の皆様方に新鮮な魚介類を提供しています。

1196 (株)オガワ

鹿島市

関東出張時、今迄福岡空港を利用しておりましたが、今後は有明佐賀空港
100％利用をめざします。

創業明治36年
製菓・製パンを通して、パティシエに新たなスイーツの http://www.ogawa-m36.com/
プロデュースに日々、努めています。

1330 佐賀西信用組合

鹿島市

・東京出張の際に「有明佐賀空港」利用の100％を目指します。
・職員へ「マイエアポートクラブ」への入会を勧めます。
・職員へ出張時だけでなく、プライベートでの利用を勧めます。

地域経済の発展、地域内の中小企業や個人のみなさ
まの資金の円滑化に寄与し、地域社会の発展に貢献 http://www.saganishi.shinkumi.jp/
できるよう日々努めています。

1638 松本農園

鹿島市

出張で有明佐賀空港を積極的に利用します。

九州・佐賀よりこだわり野菜の産直便
美味しさも価格もスペシャル。
旬の野菜をお届けします。

801

（社）建設荷役車両安全技術協会
佐賀県支部

810 (有)馬場酒造場

855

佐賀県有明海漁業協同組合 鹿島
市支所

892 宮﨑鉄工(株)

http://www.yutokusan.jp/
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1670 佐藤農場株式会社

鹿島市

社員はもちろん、友人・知人にも佐賀空港利用を勧めます！

有機みかん生産量日本一！
青果のほかに、ジュースやジャム、ドライフルーツなど http://mikan-satou.jp/
加工品も製造しています。

1689 七浦地区振興会 道の駅鹿島

鹿島市

“九州佐賀国際空港大好き人間”を増やして行きます！！

地産地消の安心・安全な農水産物が勢揃いしていま
す。韓国・沖縄コーナーに続いて千葉県香取市のコー
http://michinoekikashima.jp
ナーもお目見えしました。是非、笑顔一杯の道の駅鹿
島へお越し下さいネ！！

1757 株式会社 宮園電工

鹿島市

1925 行政書士 小笠原憲一事務所

・東京方面への研修出張等は九州佐賀国際空港を利用します。

電気・空気・水に関する事は何でもご相談下さい。すぐ
に対応致します

鹿島市

・ふるさと佐賀の安心と発展を目指し毎月佐賀に帰ります。

まちの法律家として、ふるさとの安心・発展を。

1982 株式会社 東伸不動産

鹿島市

・首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・社員に九州佐賀国際空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

おかげさまで４２年・・・
あなたの夢をかたちに・・・住まいと暮らしのパートナー

1984 株式会社川原 鹿島営業所

鹿島市

・東京方面へ出張する場合は九州佐賀国際空港を利用します。
・東京方面から来訪される方へ九州佐賀国際空港を積極的に案内します。

環境にやさしい土壌改良材の製造販売をいたしてお
ります。興味のある方はお手軽にお電話ください。

http://kawaghara-company.com

