マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

82 太良町

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

太良町

有明佐賀空港の利用率を現行の３０％から５０％に増加します。

748 太良町商工会

太良町

1. 佐賀空港を利用します。
2. 会員に佐賀空港の利用を促進します。

小規模事業所の手助けを行っています。

749 太良町観光協会

太良町

1.佐賀空港を利用します。
2.会員の方々にも佐賀空港の利用を勧めます。

「“月の引力が見える町” 太良町」をキャッチコピーに
太良町への観光客の増加をめざし、日々頑張ってい
ます。

874 (株)ユーテック

太良町

① 出張での有明佐賀空港の利用率を30％から70％にします。
② 社員旅行があれば佐賀空港を利用します。

地方の一企業ですが最新の女性のファッションも手が
ける会社です。

1506 合同会社田島柑橘園＆加工所

太良町

有明佐賀空港を利用します。
何故？
朝早く当日の仕事に間に合います。安さも有明佐賀空港！

おいしさと健康を求める方は、我家のみかん・ジュー
スを！！
スペインとの交流で振興をはかります。

1525 株式会社川武潜水興業

太良町

北陸圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

潜水士全員でガンバルゾ！！

太良町

佐賀空港応援隊

1656

佐賀県有明海漁業協同組合 たら
支所

URL

http://www.town.tara.saga.jp

http://www.kashimacity.com/tara/tajimakankituen/index.html

http://www.jf-sariake.or.jp/

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を８０％にします。

町内唯一の病院として、整形外科を中心に、救急・小
児・内科・在宅医療に力を入れています。

・出張には九州佐賀国際空港を利用するようにします。
・従業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。

大正8年創業以来、土木建築業の専門業者として工
法や技術開発に力を注いでまいりました。和の精神に
徹し、社会に喜ばれる企業を目指して、業務にまい進
しています。

1754 町立太良病院

太良町

1755 増田建設株式会社

太良町

1761 株式会社 肥前建設

太良町

1762 峰下建設 株式会社

太良町

１．九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
２．社員にも周知し、九州佐賀国際空港の利用を促します。

1766 星降る露天とかにまぶし 豊洋荘

太良町

地域業界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。

星降る露天風呂「十方空」と「かにまぶし」で、心と体を
http://www.nikani.com
癒してほしい。

1768 株式会社 うらかわ

太良町

・九州佐賀国際空港を利用します。
・出張、旅行も積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

「安全を第一に！地域に貢献し必要とされる企業を目
指してます」

1771 有限会社 有明石材

太良町

九州佐賀国際空港を東京迄の交通手段の第一として利用します。

・建設骨材の製造販売
・一般土木の施工を行います

1772 一福荘

太良町

ご来店のお客様へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

大自然の中、心温かい宿をめざしています

1775 副島建設 株式会社

太良町

・積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・社員へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

地域に根ざし、社会の基盤の整備、環境造りに貢献す
る会社を目指しています。

1776 竹崎かに料理 割烹 大磯

太良町

私は、九州佐賀国際空港を利用します。

竹崎かに料理 割烹 大磯
0954-67-0623
慶事・法事・仕出し・ランチ（予約要）

www.hagakure.ne.jp/tarahpdo/

地域に貢献できる会社を目指しています

soekkj@star.saganet.ne.jp

No

事業所名

所在地

1777 たら竹崎温泉 海上館

太良町

竹崎カニと有明海の天然魚介を中心に「たらんまえ」
・東京方面から来訪されるお客様に九州佐賀国際空港を積極的にご案内しま
の食材でおもてなし！露天風呂からは、移り変わる有
す。
・九州佐賀国際空港利用率を50%から80％にします。
明海の多彩な表情が楽しめる旅館です

1778 荒川商事

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

1779 エボックバーガー

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

「毎日食べたくなるハンバーガー」100％ビーフ、フレッ
シュレタスとトマトオニオンのやみつきハンバーガーと
生ポテトのポテトフライ

1780 オレたちのカキ焼家

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

「冬期限定・海鮮バーベキュー」新鮮なカキや貝類だ
けでなく、豊富な串物もあります。なんと、3,000円に1
枚、入浴券がついてます。

1781 有明海の湯

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

有明海を望みながらの湯浴み。内湯2つに露天風呂に
ミストサウナに貸切露天風呂は8棟もあります。

1782 蟹御殿

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

竹崎かに料理を堪能できる御宿。宿泊だけでなく、御
食事でも利用できます。

1791 株式会社 太良観光ホテル

太良町

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。

海に一番近い宿で、露天風呂は海に浮かんでいるよ
うに感じる。カニをおいしく食べられる宿。

1808 旅館 平浜荘

太良町

九州佐賀国際空港を応援致します。

かにの宿 港町 平浜荘 かに・魚 卸売直営店 い
らっしゃ～い。

1809 旅館 鶴荘

太良町

自身、従業員、家族などに九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

竹崎かにと地酒の宿 鶴荘

1812 秀島酒店

太良町

出張、研修で九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀県内の美味しいお酒を販売しています。

1813 竹崎観光ホテル 梅崎亭

太良町

カニで有名な竹崎・・・・・１年中食べられます。自然が
・首都圏、各県、外国からのお客様に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
いっぱいでたら竹崎温泉も有名です。宿泊、お食事ご
・出張や旅行等で利用し多くの人に勧めます。
利用できます。カニ料理といえば「梅崎亭」です

太良町

佐賀県及び九州佐賀国際空港の活性化の為に協力します。

1816 佐藤自動車整備工場

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

お車の事ならおまかせ下さい。「車検整備・一般整備・
板金塗装」誠心誠意で対応します。各種、保険も取り
扱ってます。

1828 株式会社 宮崎運輸

太良町

国内は100％九州佐賀国際空港を利用しています

佐賀県で収穫した野菜や果物を低温で全国各地へ

1833 有限会社 川下建設

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

地域に貢献できる会社を目指しています。

1834 株式会社 夜灯見荘

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

竹崎カニを主体に食する温泉で海鮮料理旅館

http://www.takezakikani.com

太良町

・九州佐賀国際空港を利用します。
・出張、旅行も積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

太良町の地域福祉の推進に全力で取り組み、地域共
生社会の実現を目指しています。お困りごとは気軽に
ご相談ください。

http://tara-shakyo.or.jp

1815

1961

有限会社 Ｍ・Ｋサポート くすりの
マース

社会福祉法人 太良町社会福祉協
議会

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

http://kaijyoukan.com

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

佐賀・長崎産の豚肉に特化した自社でさばいたお肉
の卸と、その肉を原料にして手作りハムソーセージを
製造しております。小さくてもピリッと光る企業を目指
しています。

1965 有限会社田嶋畜産

太良町

・関東への出張時には必ず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お客様へ、九州佐賀国際空港をおすすめします。

1975 農事組合法人 多良岳

太良町

・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。
わさび栽培、九州最大のわさび苑です。観光農園とし
・社員(職員)に九州佐賀国際空港マイエアポートクラブへの入会推奨します。 て開放しています。

1977 株式会社 明日香園

太良町

・九州佐賀国際空港を社員みんなで利用します。

オリジナル品種のケイトウ栽培とユリの栽培をしてい
ます。オリジナルケイトウを佐賀から世界にPRして広
めていきたいです。オランダへ輸出していただきたい
です。

1978 有限会社 割烹ひさご

太良町

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％から90％にします。

結婚式や、法要出席で町内外より集客させていただ
いて居ります。名物竹崎かに、郷土料理を主に最大集
客人数は300名～400名になります。

1980 緒方医院

太良町

・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

地域医療中心に努力しています。

1981 有限会社 馬場観光タクシー

太良町

・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。

1983 株式会社 野口建材店

太良町

・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

建築材料、管工事、水周リフォーム等幅広く事業をし
ております。

1985 株式会社中尾鋼板工業

太良町

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％から80％にします。

建築板金業において、地域の発展のために貢献すべ
く日夜努力しております。

1987 勇栄丸

太良町

・社員旅行、出張では九州佐賀国際空港を利用します。

当店は有明海が一望できる見晴らしの良いかき小屋
です。海を眺めながらのかき焼きは格別です。勇栄丸
では自分でカキ養殖を行っていて、安心、安全、新鮮
なカキを提供しております。

1988 太良町森林組合

太良町

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％から80％にします。

森林の恵みに感謝し、地域十院の安全と安心を守る
ため適正な森林整備に努めます。

1989 海望

太良町

・お客様に旅行をするときは九州佐賀国際空港を利用するようにすすめてい
ます。

有明海の眺望がすばらしい！！季節の食材をよりお
いしくカニ・魚類・貝類を食べていただくようしておりま
す。

1990 竹崎海産

太良町

・当店スタッフは九州佐賀国際空港を利用します。
・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。

当店は漁師直営店でかき筏２基を所有、竹崎かきを
養殖しています。夏場はかに、くらげを採ります。通年
いろんな海産物を炭火で豪快に焼けます。

1991 和風レストラン 川した

太良町

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。

竹崎かにを使った料理を提供しています。
＜かにの姿煮、かに釜めし、かにみそ汁、かに雑炊な
ど＞

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。
関東方面への出張には積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

1995 大成丸海産

太良町

首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。

店内で販売している逸品を、焼き場にて自由に焼いて
お召し上がり頂けます。

1996 有限会社三宝

太良町

社員旅行で九州佐賀国際空港を利用したいです。

竹崎かに、牡蠣、カニパスタ、刺身、市場直送

太良町

首都圏の取引先等に九州佐賀国際空港のPR並びに利用を勧めます。

「多良みかん」「竹崎カニ」で有名な太良町のJAさがた
ら支所です。組合員の「農業生産の拡大」「農業所得
の増大」「地域の活性化」に取り組んでいます。

1992

2000

佐賀県有明海漁業協同組合 大浦
支所

佐賀県農業協同組合 杵藤エリア
みどり地区 たら支所

URL

www.tajimaham.net

www.asukaen.com

tarashinrin@image.ocn.ne.jp

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

2001 有限会社 太良清掃

太良町

社員旅行については、九州佐賀国際空港を使います。

浄化槽管理・清掃についてたら地域一円で信頼あつ
い会社です。

2002 ツツミポンプ圧送

太良町

社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

ポンプ圧送で地域に貢献しております。

2007 大福丸

太良町

社員旅行で佐賀空港を使います

竹崎カニ・カキのBBQがお客様に大変喜ばれておりま
す。

2010 有限会社 大生海事工業

太良町

首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

港湾土木において働きがいのある職場作りを目指し
ています。

URL

