マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

1901 上海第一精工模塑有限公司

1902 サクラシステム株式会社

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

中国上海市

上海に駐在するスタッフ及び家族の帰省の際は佐賀空港利用を優先して利用
をします。
家族、親戚、友人の呼び寄せの際も佐賀空港からの出発にて優先利用を推
奨します。

1991年から上海に進出しています。金型製作、成形、
プレス、メッキ、組立と一貫生産にてコネクターを生産
しています。駐在日本人スタッフは九州地区出身者が
多数在籍中。

http://wwwwww.daiiｃhi‐seiｋo.ｃo.ｊp/

ホームページ作成

http://saｋuｒaｓyｓteｍ.ne.ｊp

みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

URL

1903 パナソニック株式会社 佐賀事業所

鳥栖市

関東方面への出張や単身赴任帰省時に、九州佐賀国際空港の利用を勧めま 2018年、創業100周年を迎えるパナソニック。次の100
す。
年を作るために、私たちの挑戦は続きます。

1904 株式会社大島組

鳥栖市

出張の時、可能な限り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。

弊社は、おかげさまで、明治４２年に「大島組」として
土木請負業を創業いたしまして百有余年にわたり地
域のみなさまのご指導、御支援により継承伸展してま
いりました。これからも全社一丸となって日々努力して
いく所存ですのでよろしくお願い申し上げます。

1905 株式会社森光商店

鳥栖市

佐賀空港のサポーターとして利用者増加に向けた活動を行います。

今年創業140年の卸売業です。お客様の要望に沿っ
て選別、袋詰など自社工場で行います。

1906 ローレルバンクマシン株式会社

佐賀市

九州佐賀国際空港利用率を可能な限り利用するよう努力します。

日本銀行をはじめ各種金融機関、流通業界に幅広く
通貨処理機等を販売し、事務合理化・効率化に貢献し
ます。

http://www.lbm.ｃo.jp

佐賀市

①首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港利用をすすめます。
②飛行機利用の出張は、九州佐賀国際空港を利用します。

こくみん共済の全労済 皆さまにご利用いただき、まも
なく佐賀の地で55周年を迎えます。

www.zenrosai.coop

1908 原武登記測量事務所

鳥栖市

九州佐賀国際空港が「身近な」そして「なくてはならぬ存在」になりますよう支
えていきます！

土地建物についてお困り事がありましたら、お気軽に
ご相談下さい。まずはご相談から。

1909 株式会社トスデリカ

鳥栖市

社内およびグループ会社へ、九州佐賀国際空港をPRし、利用を積極的に推
奨します。

お子様からお年寄りまで、すべてのお客様に”元気の
もと”となるお惣菜を提供し、食を通じて豊かな社会づ
くりに貢献します。

1910 鳥栖ガス株式会社

鳥栖市

出張、来訪者について、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

当社は、お客様の生活を支える”エネルギー”の供給
を通して、地域社会に信頼され、貢献できる企業を目
指します。

1911 株式会社うなぎの寝床

八女市

出張の際の九州佐賀国際空港の利用率を5％にします。
来訪者に九州佐賀国際空港の良さを伝え、利用を勧めます。

福岡のモノを中心に、九州のものづくりを伝えるアンテ
ナショップを運営しています。

http://unagino-nedoko.net

東京都

我々は北部九州への玄関口「九州佐賀国際空港」の利用促進を図ります。

「立ちどまらない保険。」MS&ADの一員、三井住友海
上です。

http://www.ms-ins.com

1913 有限会社松木石油店

広川町

東京への出張で九州佐賀国際空港を利用します。

激安にレンタカー実施中
マッハ車検 広川店

1914 江本ニーアンドスポーツクリニック

広川町

当クリニックは膝とスポーツ疾患を専門としており、日
福岡・長崎・大分・熊本方面へとほぼ中央に位置するアクセスの良さで来院に
本国内のみならず定期的な海外研修や病院全体での
は九州佐賀国際空港もご利用されることもご提案いたします。また当院も社員
勉強会も多数行っており、海外の病院に行かなくて
研修、プライベート旅行など九州佐賀国際空港の利用を推奨します。
も、最先端の医療、治療を提供いたします。

1907

1912

全労済九州統括本部佐賀推進本
部

三井住友海上火災保険株式会社
東京南支店

1915 一番街総合診療所

1916 社会福祉法人明和会陽だまりの里

久留米市 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。

八女市

出張の際、九州佐賀国際空港の利用率の向上に努めます。

http://www.ｐaｎaｓoｎiｃ.coｍ/ｊp/hoｍe.htｍl

http://www.oｓhiｍa-ｇuｍi.ｃo.ｊp/

www.tosudelica.deria-ｆoods.co.jp

癌は怖くない！抗がん剤を使用しないがん治療の推
進！

www.beyondageclinic.com

共生共感 共に生き、共に感謝
ほのぼのとあたたかい陽だまりの様な、ゆったりした
空間で一人ひとりの個性と自立を尊重し、利用者とス
タッフが互いに感謝の気持ちを持ちながら、共に成長
してゆく生活の実現を目指します。

http://www.hidamarinosato.or.jp/

No

所在地

宣言内容

1917 ＧＩＮ ６ ＳＡＧＡ

東京都

九州佐賀国際空港をみんなにすすめます。

1918 株式会社アイワ自動車工業

鳥栖市

来訪者に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

佐賀市

首都圏への出張は、原則有明佐賀空港を利用します！

中小企業組合等の事務局の能力向上を支援します。

1920 江見製袋株式会社

鳥栖市

社員、取引先に佐賀空港の利用を推奨します。

くだものづくりのパートナーとして笑顔（えみ）をひろげ
ます。

www.emiseitai.co.jp

1921 九州セキスイハイム工業株式会社

鳥栖市

社員の航空機利用の際には、佐賀空港利用を推奨します。

当社は九州地域の「ユニット住宅生産工場」です。専
任の熟練した技術者と最新対外技術を融合した工場
で家づくり工程のほとんどを作り込むことで雨や風か
ら守りながら、ミリ単位の精度で高品質の家づくりを実
現しています。

http://www.heim-k.com

1922 一般財団法人 小城市体育協会

小城市

佐賀空港を応援します。

「スポーツの力で小城を元気に！」をスローガンに小
城市の体育・スポーツ振興にがんばっています。

http://www.ogi-sports.org/

1919

事業所名

佐賀県中小企業団体事務局代表
者会

事業所ＰＲ

URL

革小物をインターネット等で販売しています。

1923

株式会社 マルハニチロ物流鳥栖
物流センター

鳥栖市

・出張の際には必ず九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪される方へ積極的に九州佐賀国際空港をご案内します。

http://www.logi.maruha-nichiro.co.jp

1924

九州電力株式会社 鳥栖配電事業
所

鳥栖市

・出張の際には、原則として100％九州佐賀国際空港を利用します。
・東京、大阪方面から来訪される方へ、九州佐賀国際空港を積極的にご案内
「ずっと先まで明るくしたい」という九州電力の実現に
します。
向けて、事業所一同取り組んでいます。
・社員のプライベート旅行についても、九州佐賀国際空港利用を積極的に推
進します。

http://wwwkyuden.co.jp

1925 行政書士 小笠原憲一事務所

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。

1926 有限会社内川建設

神埼市

・出張の際、九州佐賀国際空港を利用します。

よろこび～この場所から始まる笑顔～
そんな想いを元に皆様の夢のお手伝いをさせて頂く
場所としてぜひ一度見て、触って、喜びを体験して下
さい。

1927 ヤチヨコアシステム株式会社

東京都

来期創業50年を迎えます。この度博多駅前Ｃ9ビルを
・九州佐賀国際空港の良さを広めるために、観光や出張での利用を多くの人 開業しました。「心の通うコミュニケーション ＯＡ」をス
に勧めていきます。
ローガンに営業、保守サービス両面で3年連続コニカミ
ノルタチャンピョンを獲得しております。

1928 有限会社三根自動車

みやき町 ・積極的に佐賀空港を利用していきます。

1929 カワサキ機工株式会社

八女市

・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。

1930 いぬお病院

鳥栖市

・職員に、九州佐賀国際空港の利用を案内します。

1931 ヨシムラ

久留米市 ・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

軽自動車からバスまでレンタカーもやってます。

「精神科」「心療内科」の病院をしています。悩んでい
て、困っている時にお見え下さい。

みなさんの大事な家を地盤から支えます。

1932 公益社団法人 佐賀県農業公社

佐賀市

・佐賀空港利用率100％を目指します。

農用地の貸借、売買並びに就農支援で佐賀県農業の
発展に寄与します。

1933 江口創食（あ佐賀や）

東京都

・九州出張の際には、必ず、九州佐賀国際空港を使います。

佐賀物産を多数取り扱っております。

www.uchikawa-k.com

http://www.yachiyocoa.com

http://www.minejidousya.com

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

和菓子店３代目による手作りの和菓子を提供しており
ます。当店自慢の”ひしぼうろ”も６年目を迎え、好評
価を頂いております。

1934 大串製菓店

神埼市

・出張や家族旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

1935 馬郡蒲鉾株式会社

佐賀市

・東京への出張の際には、九州佐賀国際空港を必ず使用することを徹底いた 佐賀のソウルフード、ミンチ天を製造、販売していま
します。
す。

1936 株式会社EWMファクトリー

佐賀市

EWMは、Webインテグレーションを軸として行政や企
業、地域社会の課題解決を行うソリューションカンパ
・社員が出張で飛行機を利用する際は、積極的に九州佐賀国際空港を利用し ニーです。東京と国内拠点(佐賀・福島)を結ぶニアショ
ます。また、プライベートで旅行する際にも、九州佐賀国際空港の利用を斡旋 アスタイルで、Webマーケティングや広報企画、デザイ
します。
ンからシステム開発、セキュリティサービスまで、総合
的なICTソリューションを一貫した自社体制で提供しま
す。

1937 白玉饅頭 元祖吉野屋

佐賀市

・首都圏への出張での九州佐賀国際空港の利用率を50%～80%にします。

創業明治１5年より白玉饅頭一筋で製造販売しており
ます。急速冷凍することで日持ちのしなかった白玉饅
頭が全国発送できるようになりました。出来立ての美
味しさをご賞味ください。

1938 特選和牛炭火焼 上場亭

唐津市

・上場亭は、佐賀空港を応援します。

新鮮で旨い佐賀牛をご提供します。呼子、唐津へお越
しの際は、ぜひお立寄下さい。ボリューム満点！！焼
肉は、上場亭へ。

1939 共立エレックス株式会社

有田町

・出張時、九州佐賀国際空港を、積極的に利用します。

半世紀にわたし一貫して電子回路用セラミックスの
メーカーとして歩んできました。セラミックスの技術をお
求めの方は是非当社へ。

http://www.kyoritsu-po.co.jp

1940 大東エンタープライズ

柳川市

・出張の際、九州佐賀国際空港の利用率を上げます。

北原白秋の故郷、水郷柳川。ゆっくりとした船旅をお
楽しみ下さい。

http://www.dedaito.com

1941 株式会社ローズテラス

佐賀市

・出張の九州佐賀国際空港の利用率を40％から80％にします。
・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。
・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奨励します。

・バラでオンリーワンの会社に
・バラでさがを元気にします
・バラ商品を佐賀から世界へ

http://www.rpze-terrace.co.jp

1942 O.H.S

佐賀市

・関東地方への出張は九州佐賀国際空港を利用します。

家具などの販路の拡大をお手伝いさせて頂きます。

http://ohs-web.com/

1943 三栄興産株式会社

唐津市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を2％から10％にします。
・従業員に九州佐賀国際空港マイエアポート倶楽部への入会を推奨します。
・来訪される方へ九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。

佐賀県は国内で主要な大麦の産地です。そんな地域
の「宝」を用いた「美味しい麦茶」を製造しております。
他にも健康茶・烏龍茶など、茶色のお茶全般を製造し
ております。

http://www.skk-sanei.co.jp/

1944 黒田木材商事株式会社

佐賀市

佐賀県産材・佐賀市産材の製品を安定供給できるよう
生産を行っています。新たにプレカット工場も併設し、
・取引先、お客様に九州佐賀国際空港利用を積極的に推進します。
佐賀県においては佐賀支店・富士大和製材・佐賀プレ
・社員のプライベート旅行は、九州佐賀国際空港を利用するように呼びかけま カット工場 総勢28名のスタッフでお客様のニーズに
す。
合わせた建築資材の販売を目指しています。「佐賀の
木」に囲まれて暮らす心地よさをお伝えできるよう取り
組んでいます。

www.kuroda-mokuzai.co.jp

1945 ローズテラスワールド

佐賀市

・出張の九州佐賀国際空港の利用率を40％から80％にします。
・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。
・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奨励します。

http://www.rpze-terrace.co.jp

1946 日本産業機械株式会社 佐賀工場

1947 医療法人 敬天堂

1948 一般社団法人 佐賀県歯科医師会

1949 有限会社 ダイワ板金塗装工業

・ブルガリアワインの専門店です。
・世界でも珍しいローズワインがおすすめです。

http://ewm.co.jp

www.yoshinoya-net.com

カタログにない機械づくり。
・東京本社、横浜工場と佐賀工場との往来には、九州佐賀国際空港を利用し
９割以上が受注生産。
ます。
お客様が満足できる製品及び装置をつくります。

http://www.jim-ltd.com/

江北町

医療法人敬天堂は病院、介護老人保健施設とそれに
伴う介護事業、訪問リハビリを含む訪問看護ステー
ションの事業を核として、在宅医療・介護への支援を
・出張先で九州佐賀国際空港の利用率を50％から80％にします。
視野に置いた地域包括ケアシステムの中でのほかの
・職員旅行でも行先によっては九州佐賀国際空港の利用を第一優先します。
医療介護福祉施設や行政との連携を密に行い、地域
の皆様に常に最善で効率的な環境を作り出すことを
目指しています。

http://www.keitendo.jp/

佐賀市

本会は、歯科医学、歯科医療に携わる本県内の歯科
医師を代表する学術団体です。
・出張での九州佐賀国際空港の利用を、30％から50％にします。
医道の高揚、県民歯科医療の確立、公衆衛生、歯科
・本会立歯科衛生専門学校の修学旅行で、空港を利用する場合は、九州佐賀
保健の普及向上並びに歯科医学の進歩発展を図り、
国際空港を利用します。
もって県民の健康と福祉を増進し、併せて会員の福祉
に寄与することを目的としています。

http://www/saga-dental.or.jp/

佐賀市

有限会社ダイワ板金塗装工業はふるさと佐賀の皆様
方のおかげで創業50年を迎えます。本当にありがとう
ございます。社員一同笑顔いっぱい、ふるさと佐賀の
地域に根差した元気で明るい会社です。
【事業内容】自動車(新車、中古車、自動車損害保険
の販売)、総務経理の一般事務、自動車の一般修理
整備、自動車板金塗装修理

みやき町

・出張時に九州佐賀国際空港を100％利用致します。
・積極的に九州佐賀国際空港利用促進に努めます

http://daiwa1970.co.jp/main/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1950 (株)大成物産

小城市

・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

1951 医療法人YT 美川眼科医院

佐賀市

・出張における九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進します。
眼科領域での地域医療に貢献し、確かな技術と最先
・社員のプライベート旅行について、九州佐賀国際空港の利用を推進します。 端の設備で、先進的な医療をご提供します。

http://www.yt-eyeclinic.or.jp

1952 佐賀県貨物自動車事業協同組合

佐賀市

・出張・研修の往復は九州佐賀国際空港を活用！

県内運送業者65社からなる協同組合

http://www.sagakakyo.jp

佐賀市

・来訪者に九州佐賀国際空港の利便性をPRし、利用促進いたします。
・出張は可能な限り九州佐賀国際空港を利用致します。

「技術力＋αの提案で選ばれる企業を目指して」
お客様第一を基本として、モノづくりの経験を通して、
「お客様が求めるものが何か」を常に考え、技術を研
鑽し続けること。求められる品質・納期の中で安定し
た技術を発揮し、安心していただける製品を提供する
こと。私たちは技術力のみならず、人材力や提案力を
通じ、お客様に喜ばれる企業集団となることを目指し
ます。

http://goko-steel.jp/

1954 西部電気工事(株) 佐賀支店

佐賀市

・関東エリアの出張は九州佐賀国際空港を利用します。
・社員のプライベートの旅行等にも九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

高度化する通信ネットワークの構築をはじめ、ICT技
術を駆使したビル設備のスマート化による快適なオ
フィスのご提供、環境保全に寄与した新エネルギー関
連システムの構築による安心・安全のまちづくりに貢
献することを目指して事業所運営に取り組んでいま
す。

www.sewibu-denki.co.jp

1955 九州シンクロトロン光研究センター

鳥栖市

・センター職員の積極的な九州佐賀国際空港利用を推進します。
・来訪者に対し、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

当センターは、佐賀県が産業利用、各種研究を目的
に設置した九州では唯一のシンクロトロン放射光施設
であり、2006年の開所以来、この放射光を用いた産学
官の課題解決の支援、地域産業の高度化、新産業の
創出等に取り組んでいる。

http://www.saga-ls.jp

1956 ももた耳鼻咽喉科

佐賀市

・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。

1957 古賀クリニック

佐賀市

・佐賀から東京への出張は100％九州佐賀国際空港を利用します。
・全職員に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

私たち古賀クリニックは佐賀のまちの保健室を目指し
ています。

www.koga-clinic.jp

・九州佐賀国際空港を積極的に利用します！！

創業40年。信頼と実績の不動産恵香、不動産のこと
なら何でもご相談ください。

1953 五光工業株式会社

1958 株式会社 不動産恵香

久留米市

水道機械販売

1959 株式会社 西村土木建設

佐賀市

・東京出張は全て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を勧めます。

九州佐賀国際空港の地元川副町で総合建設業を営
んでおります。

1960 JA共済損害調査株式会社

佐賀市

・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。

地域社会に貢献します。

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。

1962 佐賀県中小企業組合士協会

佐賀市

・首都圏への出張は、原則九州佐賀国際空港を利用します！

中小企業組合士制度の普及、また会員の健全な発展
とその所属員である組合士の資質向上のための研
修、情報の提供を行っております。

1963 佐賀県食品産業協議会

佐賀市

・首都圏への出張は、原則九州佐賀国際空港を利用します！

県内における食品産業の相互の連携を密にし、中央・
地方の意思の疎通の円滑化を図り、食品関連企業の
健全な発展に寄与しています。

1964 峰司法書士みね法務事務所

佐賀市

・社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀の法務・相続手続きの窓口となります。

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。

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。

佐賀市

・東京から来訪される方へ九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。
・社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

鉄鋼加工二次製品の販売及び仮設橋梁等鋼材の
リース業、県内一円に納品。
営業社員は、土木管理技士の資格を取得してお客様
のニーズに対応しております。
工事部は、橋梁維持補修工事を主に施工しておりま
す。

1961

社会福祉法人 太良町社会福祉協
議会

1966 株式会社 高太

http://tara-shakyo.or.jp

www.tajimaham.net
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URL

佐賀市

・職員や来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

「毎日元気な笑顔と明日への夢を」をモットーに、お客
様の思いを大切に夢と希望ある生活の「架け橋」とな
れるよう全力でサポートさせていただきます。

http://www.medical-samko.com

1968 若波酒造合名会社

大川市

・東京行の時は必ず九州佐賀国際空港を利用します。

若波の純米吟醸を筆頭に北海道より沖縄迄の全国５
０店位の特約店を中心に販売。今日、飛鳥Ⅱにも納入
開始。

www.wakanami.jp

1969 有限会社 平川食品工業

武雄市

創業昭和25年の豆腐専門店。
・関東出張での九州佐賀国際空港の利用率を現状の60％から80％に引き上 主に佐賀県産の大豆を用い、温泉湯豆腐をはじめ、
げます。
地域性の強いお豆腐類を製造し、全国に販売してい
ます。

1970 天山荘

佐賀市

・出張で九州佐賀国際空港を利用します。

1967

サービス付き高齢者向け住宅
レインボー富士川副

http://www.saga-hirakawaya.co.jp

ご利用頂きやすい価格とアットホームなサービスで営
業しております。ビジネス、ご家族、合宿等、佐賀県で
のご宿泊おまちしております。

・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 KIICHIROというブランドでだしのうまみを生かした調味
ますので、ぜひ利用したいと思います。
料やふりかけを製造販売

1971 (株)キイチロウ

みやま市

1972 (株)Ever Food

鳥栖市

・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用したいです！

佐賀県産の和牛や鶏肉で「生ハム」を製造していま
す。お近くの飲食店のメニューで見かけたらぜひ食べ
てみてください。

kurahashi@everfood.co

1973 ルーシーバースト

佐賀市

・出張や旅行でも積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

流行に敏感な20代、30代をターゲットにした婦人服の
お店です。広々とした店内ではお子様たちも遊ばせな
がらゆっくりとショッピングできます。

http://salonmode.jp

1974 (株)サンセールミキ 鳥栖工場

鳥栖市

・出張の際、九州佐賀国際空港の利用を促します。
・関東方面からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を促します。

医薬部外品製造認可工場

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。

1976 一般社団法人 佐賀県農業会議

佐賀市

・出張で上京する場合は、九州佐賀国際空港を優先的に利用します。
・東京からお見えになるお客様に、九州佐賀国際空港の利用を案内します。

農業委員会法に基づき、市町農業委員会に対する支
援を行う団体です。農地法や農業者年金法などの関
連業務も行っています。

http://www.sanoukai.jp/

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。

www.asukaen.com

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。

1979 株式会社 九州ディーソルBCP

神埼市

・従業員の家族もふくめて利用率を上げていきます。

データ入力から出力までノンストップでお手伝いさせて
いただきます。

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。

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

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。

http://www.tokukan.com/

www.d2sol.co.jp
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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。

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。

1986 佐賀県公立学校教頭会

佐賀市

・教頭会の全国大会及び理事会、中央役員研修会等で積極的に九州佐賀国 佐賀県教育の振興・充実と教頭先生方の資質向上を
際空港を利用します。
期して尽力しています。

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。

1993 佐賀県危険物安全協会

佐賀市

・九州佐賀国際空港の利用率を７０％から８０％へ増加する。
・会員に対し利用の働きかけを実施。

県内各地区協会が会員となっており、危険物等に関
する安全の確保を図っている。

1994 佐賀県医療労働組合連合会

佐賀市

組合員の出張旅行等で九州佐賀国際空港を利用します。

医療・介護・福祉職場の労働条件の改善をすすめ、安
全・安心の社会生活を前進させていきます。

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

・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。

自動車・電機及び農機具部品へのメッキ加工
加工内容（亜鉛、ニッケル、クローム、鈴、電解研磨）

社員、友人、知人に九州佐賀国際空港の利用とマイエアポートクラブへの入
会を推奨します。

工事専門店として培った豊富な実績と経験
施工現場で培ったお客様目線でのご提案
必ずお客様に喜んでいただけるよう社員一人ひとりの
技術力を高め、安全性、提案力、アフターサービスは
もちろん価格面においても満足度の高いサービスでお
客様に必要な「付加価値」をお届けするとともに地域
に根差した企業経営を目指しております。

1992

佐賀県有明海漁業協同組合 大浦
支所

1997 平井鍍金工業株式会社

1998 有限会社SUNシステム

1999 稲積合金株式会社

2000

佐賀県農業協同組合 杵藤エリア
みどり地区 たら支所

久留米市

小城市

久留米市 出張の際、九州佐賀国際空港の利用率をさらに高めることを目指します。

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。

日鉄合金の鋳造を専業とする会社です。

「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。

URL

http://kawaghara-company.com

tarashinrin@image.ocn.ne.jp

http://inazumigokin.jp

