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20 (株)柳川合同

柳川市

あなたの会社のパートナーとして
・出張時は、全社で佐賀空港利用を推進し、利用率９０％以上を目指します。
物流のことなら、株式会社柳川合同にお任せくださ
・関東方面からのお客様へ佐賀空港利用を提案する。
い。御社のための最高物流を提案させて頂きます。

52 (株)コスモプロジェクト

柳川市

・出張時の有明佐賀空港の利用を推進し、利用率向上（７０％以上）を目指し
ます。
・社員や来訪者に、有明佐賀空港の利用を積極的に勧めます。

139 (株)山九エンジニアリング

柳川市

社員出張時には往く時も復る時も、来訪者には来られる時も帰られる時も、社 私達は山林事業を支える企業です。
員揃って佐賀空港を積極的に推進します。
地球の温暖化を防ぐ山の緑を大切にします。

284 有明技研(株)

柳川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から20％にします。
・社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。

292 柳川藩主立花家別邸 御花

柳川市

柳川藩主立花家別邸、料亭、ホテル、資料館などが
私達御花スタッフは、出張の際できる限り有明佐賀空港を利用します。
存在する複合施設です。最近は、明示43年の建物を
又、関西、関東からおみえになるお客様には積極的に佐賀空港とリムジンタク
使った重要文化財での披露宴が人気です。うなぎの
シーの利便性を伝えます。このことはＨＰを通じでも同様にアピールし、佐賀空
セイロ蒸しをはじめとする有明海の珍味が味わえま
港を利用するお客様を増やすことを宣言します。
す。

294 柳川運輸(株)

柳川市

・有明佐賀空港の利用率を８０％以上とする。
・来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

当社は、産業と暮らしを支える社会的重要な使命とし
て「環境」「安全」等に取り組んでいます。

354 医療法人清和会 長田病院

柳川市

・首都圏、関西圏への出張は有明佐賀空港を推進します。
・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。

私たちは地域と連携した専門医療を提供し、患者さま
とご家族の安らぎを確保します。

http://www.seiwakai.info

389 柳川市

柳川市

職員出張時の有明佐賀空港利用を推進します。

柳川市は、米・麦・大豆を中心に九州の穀倉地帯の一
角を占め、有明海からもたらされる魚介類をはじめ、ノ
リなどの豊かな資源にも恵まれています。また、市内
には、掘割が巡る独特の景観が築かれ、城下町の掘
割は、川下りコースとして観光にも活用されています。

http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/

401 浜新硝子(株)

柳川市

※出張での有明佐賀空港の利用率を９０％以上にします。
※当社への来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
※社員へ航空機利用の際は有明佐賀空港を利用するようＰＲします。

ガラスを通して暮らしを見つめる。
人・環境に配慮した満足感あるモノ作りを目指してい
ます。

http://www.hamashin-g.co.jp/

463 (株)ファインテック

柳川市

従業員一同、佐賀空港を応援します。

届けます！“KIRERU”感動 世界まで！！

http://www.f-finetec.co.jp/

466 (株)テラオ

柳川市

首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

480 (株)丸仙工業

柳川市

東京出張の際には、有明佐賀空港を１００％目標に利用します。

491 (株)河口家具製作所

柳川市

関東出張の時は、100％佐賀空港を利用します。

天然杢を使った自然な家具作りを行っています。ダイ
ニングボード、リビングボードの専門店です。

http://www.kawaguchikagu.jp/

541 鶴味噌醸造(株)

柳川市

社員旅行、出張等、佐賀空港を利用します。

明治三年創業、140年以上の歴史ある味噌専業メー
カーです。味噌を使った即席おかず味噌なども製造し
ています。

http://www.tsurumiso.jp/

551 漢方薬局ＨＤなかむら

柳川市

有明佐賀空港の利用率を70％から95％にします。

漢方薬と健康養生食品専門店です。
子宝、ダイエット、アレルギー等でお悩みの方は、一度
ご相談ください。

http://osiawaseni.jp/

558 柳川 白柳荘

柳川市

東京方面から来訪される方へ有明佐賀空港を積極的にご案内します。

柳川名物「水郷柳川川下り」の乗船場も目の前。四季
折々の風情を見せる庭園になごみ、有明海が育んだ
旬の食材を織り込んだ創作料理を堪能できるくつろぎ
の宿。

http://www.hakuryusoh.co.jp/

熱、音、空気を科学し、快適な空間を提供する、断熱
材等の製造メーカーです。弊社のサーモウールは、高
い断熱性能と調湿性能により、快適な空間のみなら
ず。光熱費節約や省エネ、家屋の調寿命化などの「Ｅ
ＣＯ」を実現します。

金属・樹脂加工、板金・製缶加工の弊社は社内環境と
設備の充実を計り、品質、納期の管理に徹底しており
ます。提案型企業として、取引企業との信頼を強固に
すると共に、時代の変化にスピーディに対応できる変
化対応型企業への進化を目指しています。

http://www.ygu.co.jp

http://www.cosmo-project.co.jp/index.htm

http://www.ariakegiken.com

http://www.ohana.co.jp

http://www.terao-jp.com/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

明治15年 創業以来の伝統的製法に新たな発想を加
えた、独自の商品づくりに励んでいます。当社では工
場見学やかまぼこづくり体験もできますので、ぜひお
立ち寄りください。

559 関屋蒲鉾(株)

柳川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を50％から80％にします。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・有明佐賀空港を利用した観光客の誘致に努めます。

562 目野酒造(株)

柳川市

水郷で知られる柳川にて創業1890年の造り酒屋で
出張での有明佐賀空港の利用率を上げると共に、来訪者に有明佐賀空港の
す。「省くことよりも、貫くことを志として」をモットーに、
利用を積極的に勧めます。
今なお手造りにこだわり造り続けています。

567 (株)高橋商店

柳川市

業務出張及び従業員レジャーに、積極的に使用することを宣言します。

明治後期、酒類を営む当家十一代目が酒造りの過程
で生まれる酒粕の保存性に着目し、試行錯誤を重ね
ながら誕生した「有明漬」。そして、九州宮崎産ゆずと
の出会いが生んだ新感覚辛味調味料「ゆずすこ」など
受け継がれた伝統と、新たな革新を経てこれからもた
くさんの「おいしい」をお届けしてまいります。

570 ジョイフーズ(株)

柳川市

関東方面の営業の拡大の為、佐賀空港を利用します。

九州産野菜の冷凍加工・販売を致しております。

584 (株)タルミ

柳川市

・出張スケジュールの時間帯の見直しによる利用促進
・社員の余暇利用時期・社員慰安旅行時の利用推奨
・関東圏からの顧客の利便性向上のため社用車送迎PR
・グループ企業の社員へ空港視察をPRし、マイエアポートクラブ会員入会の気
運を持たせる。

(株)タルミは節句物・盆提灯の製造・卸・販売を業とし
ております。タルミグループは、創業百余年の歴史を
持つ老舗の実績と信頼を基に日本の美しい精神文化
を守り育む「ものづくり」に努めています。

586 (株)柳川海苔本舗

柳川市

出張での利用で、90％佐賀空港を利用します。

上質の有明海産を使った風味豊かな海苔製品をお届
けしています。

柳川市

出張に際しては、積極的に有明佐賀空港を利用します。

やまと学校では年２階、選手養成員を募集しておりま
す。
主な応募資格は、①年齢15歳以上30歳未満、②身長
172cm、③体重（男子）47kg以上55kg以下、（女子）
42kg以上50kg以下となっております。
応募に関する詳細は、やまと学校養成課（TEL:094476-5051）までお問い合わせください。

柳川市

地域活性化のために、佐賀空港を積極的に利用します。

安心安全をあい言葉に日々の業務を行っています。

635 西日本ガス(株)

柳川市

・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

当社は、柳川市及び八女市を供給区域として、一般
家庭、飲食店、工場、学校、官公庁、病院、保養施設
等約5,000件の需要家への都市ガスを製造供給し、公
益性の高い事業を運営しています。都市エネルギー
の一翼を担い安全でクリーンな都市ガスの安定供給
と保安の確保に努め、日夜精進しています。

652 (株)ランヴィエール勝島

柳川市

・東京や北海道へのアクセスは、佐賀空港を利用します。
・柳川へ来訪されるお客さまには、佐賀空港利用を推進します。
・個人旅行の出発は佐賀空港がとても便利ですので、100％推進します。

低料金で満足いただける料理を提供いたします。観
光旅行の昼食から個室での食事等、ご要望に合わ
せ、ご準備いたします。

671 医療法人幸栄会 二宮医院

柳川市

出張で有明佐賀空港を利用します!!

690 (株)三丸商会

柳川市

出張、旅行に佐賀空港を利用しています。

貸倉庫業（家具用外）

717 柳川商工会議所

柳川市

出張で有明佐賀空港を利用します。

商工会議所は、商工業を営まれる方々の経営に関す
るお手伝いはもちろん、会員の皆様の声をまとめ、行
政等に活発な意見・要望活動を行ない、会員の皆様
が活動しやすい環境づくりに取り組んでいます。

718 (株)古賀建設工業所

柳川市

・出張での有明佐賀空港利用率50％～80％を目指し、社員にマイエアポート
クラブへの入会を推奨します。
・有明佐賀空港夜間貨物便を利用します。

当社は、官公庁主体の土木を中心に安定した将来性
のある特定建設業です。

739 (株)荻島組

柳川市

首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

顧客の要望に応え信頼ある施工。
安全に正しく確実な施工。

742 (株)ヒラカワ

柳川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を40％から80％にします。
・首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

暮らしの中でお困りごと、ご不便、ご不満、何でも相談
を受け、皆様の健康づくり、し

787 (株)有明海苔

柳川市

出張の際に使ってみたいと思います。東京営業所にも利用を勧めたいと思い 種付から生産加工まで 乾のり・味付のり・焼のりの旨
ます。
いのり作りをめざしています。

587

(財)日本モーターボート競走会 や
まと学校

607 浦精麦(株)

URL

http://www.sekiya-kamaboko.co.jp/

http://www.kuninokotobuki.co.jp/

http://www.ariakezuke.com/

http://www.shunpou.co.jp/

http://www.boatrace.jp/yamato/

http://www.nishinihongas.co.jp/

http://www2.ktarn.or.jp/~ninochan/

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

http://www.reform-hirakawa.com/

http://www.ariake-nori.com/

No
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柳川市

出張の際は、有明佐賀空港を使います。

木材のことなら佐藤商会。
国内外の様々な木材を販売しています。山林森林か
ら学び、木材を加工する工程から学び、そこから生ま
れた知識をもとに、みんなと一緒に美しい地球を育て
ていけるような、取組や提案を続けていきます。

http://www.k-satoshokai.com/

889 (株)タンガロイ ヤマト工場

柳川市

・ 出張での有明佐賀空港の利用率を80％から100％にします。
・ 首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ 社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

私たちが提供する超硬切削工具は、自動車産業の分
野に多種多様に使用されています。それは、高精度、
長寿命と工具に求められている機能を満たす事はも
ちろん、得意先の生産環境や加工ニーズに対応する
ため、最新鋭のNCマシーンでミクロ単位で加工してい
る会社です。

http://www.tungaloy.co.jp/

921 (株)ヤスナガ

柳川市

中国に出張する際は、積極的に佐賀空港を利用します。

鋼板切断加工、曲げ加工、精密板金加工等のシートメ
タル加工全般を行っています。平成２０年には共同出
資で中国常州市に工場を設立し、中国に進出された
お客様のお手伝いをさせて頂いております。

http://www.t-yasunaga.co.jp/

957 (株)フコク

柳川市

出張及び社員旅行等に積極的に活用させて頂きます。

CCCChasic（ITOでつながる）
創業80周年を迎え、常に新しいことに挑戦し、進化し
ていきます。
現在は自動車・介護・寝具・建材と幅広く展開しており
ます。

http://fukoku.jpn.org/

961 (有)安永精工

柳川市

上海出張時は100%佐賀空港を利用します。

ダイヤモンド切削工具、CBN切削工具、超硬切削工具
の製造販売

http://www.yasunaga-sk.co.jp/pc/

992 田中食品産業(株)

柳川市

出張での有明佐賀空港の利用率を上げます。

明治30年の創業以来、米穀類（主食用白米・加工原
材料用米）の製造販売を主として、営業を行っており
ます。最近では、食材及び産地特産のギフト向けの商
品（食品）も販路拡大に頑張っています。

1033 柳川市観光協会

柳川市

有明佐賀空港を利用します。

ゆっつら～と、時流れ、水流るるまち、柳川へ

http://www.yanagawa-net.com/

1078 沖端漁業協同組合

柳川市

佐賀空港100%

1119 柳川リハビリテーション学院

柳川市

出張など首都圏への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促進しま
す。

平成2年に福岡県内の私立リハビリテーション初の養
成校として開校し、20年以上経過。
これまで優秀な人材を世に送り出してきました。

http://yanagawa.takagigakuen.ac.jp/

1120 柳川リハビリテーション病院

柳川市

出張など首都圏への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促進しま
す。

リハビリテーション医療を通じて、障害を持つ方々が1
日も早く社会復帰できるようお手伝いする西日本屈指
のリハビリテーション専門病院です。

http://www.kouhoukai.org/

1161 柳川高等学校

柳川市

教職員及び生徒が空港利用を宣言する。

国際科では中国（上海）や韓国から留学生を受け入れ
ており、佐賀空港を利用する頻度は高い。また、生徒
の研修旅行もアジアや東京方面に向いている。

http://www.yanagawa.ed.jp/

1169 (株)柳川自動車教習所

柳川市

・出張等で飛行機を利用する際には、有明佐賀空港を利用します。
親切・丁寧に接遇し、安全マインドを身につけた初心
・プライベートの場合も、空港を利用する人がいた場合には、有明佐賀空港は
運転者の育成に努めています。
無料駐車場や送迎バス優待券などがあり便利ですと積極的に勧めます。

1230 アクサ生命保険(株) 柳川営業所

柳川市

出張に際しては、積極的に有明佐賀空港を利用します。

アクサは保険を再定義します

1251 (株)サンウッディ

柳川市

・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・出張には可能な限り、佐賀空港を利用します。

当社はメーカー機能とともに商社機能も有していま
す。
自社関連会社で製造した製品を全国の有名百貨店や
量販店などに納入。卸という流通ネットワークを活用
し、売り場を経由して消費者の皆様に親しく愛用して
いただいております。

1258 (株)エイコー産業

柳川市

・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めています。
・社用にて飛行機を利用する場合は、佐賀空港を推進します。

競争の激しいインテリア産業の中で、ビジネス展開し
ており、お客様へ最適な商品を最良の技術・サービス
とともに提供することにより、インテリア家具および戸
建て住宅、マンションの内装、住宅設備サプライヤー
へと成長してきました。

1284 柳川市老人クラブ連合会

柳川市

会員が飛行機を利用する場合、有明佐賀空港を利用するよう奨励します。

1305 柳川商店街振興組合

柳川市

水郷柳川の地で、お客様の信頼に応える商店街を目
当組織の役職員及び組合員に対し、出張等での有明佐賀空港の利用を勧め
指しています。柳川へおいでの時は、お立ち寄りくださ
ます。
い。

821 (株)佐藤商会

No
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宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1311 柳川山門薬剤師会

柳川市

私たち薬剤師は、地域の身近な健康相談相手です。
当組織の役職員及び会員に対し、出張等での有明佐賀空港の利用を勧めま 医療・介護への貢献、青少年への薬物乱用防止教
す。
育、学校の環境衛生の向上等の活動を行っていま
す。

1315 柳川市商工会

柳川市

有明佐賀空港を柳川市商工会の会員に積極的にＰＲして、利用します。
職員旅行には有明佐賀空港を利用します。
佐賀空港利用率を10％から30％にします。

柳川市商工会は「行きます・聞きます・提案します」の
会員満足向上運動を展開しています。

1329 (株)ライフプラスワン

柳川市

東京、中国出張の際、有明佐賀空港を利用します。

インテリア敷物、小物製品のデザイン企画、製造、販
売まで行っています。

1478 九州洗罐工事株式会社

柳川市

佐賀空港利用を知人・首都圏の来訪者に勧めます。

人と自然にやさしい環境づくりをモットーに、エコ・再生
エネルギー事業等さまざまな事業に取り組み、地域・
社会に貢献します。

1493 株式会社龍政硝子店

柳川市

出張の際は可能な限り佐賀空港を利用し、会社及び個人でも利用します。

板ガラスの加工については、全て加工できる設備を所
有し、取引先のオーダーに応じる事が出来る。

1509 学校法人 杉森学園

柳川市

・東京方面から来訪される方については、有明佐賀空港を積極的にご案内し
ます。
・東京方面への出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

福岡県内の私立学校で２番目に歴史のある学校で
す。
今年創立120周年となります。

http://sugimori-hs.ed.jp/

1524 株式会社 津留建設

柳川市

出張は佐賀空港を積極的に利用します。

『０宣言の家』
ゼロ宣言の家、自分の家が一番好きと、心から言える
人を一人でも多く増やしたい。
造る物にも嘘がない真摯な心で造る家。

http://www.turuken.com/

1530 柳川療育センター

柳川市

出張など首都圏への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促進しま
す。

医療型障害児入所施設、療養介護事業所を併せ持つ
重症心身障害児・者の支援をする入所施設です。
来春（平成28年）、施設規模を拡張し、同じ柳川市内
に新築・移転予定です。

http://yrc.kouhoukai.org/

1537 いすゞ自動車九州株式会社

柳川市

可能な限り利用します。

1566 江崎工房

柳川市

柳川から20分と近い空港で便利であり、無料駐車場が最大の魅力です。
今後も対象路線がある限り利用します。

1591 益子医院

柳川市

今後も近くて便利な佐賀空港を利用させて頂きます。

1608 宝物産株式会社

柳川市

全社員に有明佐賀空港を利用するように積極的に薦めます。
また、来訪者にもご案内します。

http://www.yanagawashishokokai.or.jp/

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

盆提灯製造の中でも総手描絵専門店です。
他に柳川さげもん製造・節句品販売する事業所です。

http://www.mashikoiin.or.jp/index.html

地元九州産の原料を焙煎して作った、麦茶・玄米茶の
素を販売しています。

熟練の匠たちが製造する国産高級家具を大手企業及
び店舗へ販売
熟練した職人を擁する国内工場での高品質家具製造
を軸に、国産家具・輸入家具の販売をしています。
ベッドもチェストも作れる珍しい工場ですので、大手企
業の定番商品から、コントラクト商品まで幅広いニー
ズに対応できます。また、世界一厳しいと言われる日
本品質の商品を海外で生産するために、スタッフが海
外工場へ赴き、技術指導も行っております。

1636 株式会社スマート・リビング

柳川市

国内出張は、有明佐賀空港を利用します。

1684 有限会社レボルーション

柳川市

出張での有明佐賀空港の利用率を７０％から９０％にします。

高品質のアメリカンカジュアル衣料を提供しています。
REVOLUTION柳川店・福岡大名店・熊本帯山店で展
開しております。

1710 呉服のもろふじ

柳川市

・九州佐賀国際空港の利用を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。

-

1720 ＣＰサロン アンスイット

柳川市

肌の調子が気になる時、お手入れの悩み、気軽に相
九州佐賀国際空港の利便性を伝えていきます。
談いただけるくつろぎのサロン。
プライベート及び出張での利用はもちろんのこと、社員への利用を促していき
美しさがさらに続きますよう心を込めてお手伝い致し
ます。
ます。

http://www.morofuji.com

No

事業所名

所在地

1823

福岡県教職員組合柳川・みやま支
部

柳川市

九州佐賀国際空港の利用推進・拡大に努めます。

子どもたちの夢と希望をかなえる教育を実現するため
に、豊かな育ちと学びを支援するとともに子どもたちを
再び戦場に送ることのないよう平和をめざします。

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。

2004 株式会社 リノア・アコースティック

柳川市

東京への出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

快適な空間を音・映像により想像します。

柳川市

皆様方の知識や経験を活かし、活力ある地域社会づ
会員、職員関係者に対し、出張等の際は佐賀国際空港を利用することを積極
くりのためお力をお貸し下さい。多くの仲間が皆様の
的に推進します。
ご入会をお待ちしております。

2046 有限会社 成清板金工業

柳川市

社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

福岡県知事建設業許可登録 屋根工事業 板金工事
業
福岡板金工業組合に属し安心 安全責任施行保証制
度発行店

2047 九州エレクトロン株式会社

柳川市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

車載用デバイスの信頼性試験のバーイン基盤設計製
作及びメンテナンスパワーデバイスの信頼性試験の
受託事業
半導体関連装置に画像検査機能を加え納入

柳川市

出張等の際は九州佐賀国際空港を利用します。

お客様と共に日本農業の未来に貢献します。

2061 竹下産業株式会社

柳川市

九州佐賀国際空港を利用します。

弊社は自動化機器、省力化機器の製造販売を行う
メーカーです。
主力製品である全自動乾海苔製造装置「トライス
ター」は国内50％以上のシェアを誇ります。

2064 株式会社荒木鉄工所

柳川市

東京へ出張の際には九州佐賀国際空港を利用します。

創業51年。自動車、樹脂、半導体メーカー等の生産現
場で活躍する様々な機械を製造しています。

2072 有限会社 森鉄工所

柳川市

大いに九州佐賀国際空港を使用します。

2008

2060

公益財団法人 柳川シルバー人材
センター

株式会社福岡九州クボタ大和営業
所

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

http://www.dedaito.com

http://www.e-infonet.jp

http://www.takeshita-ind.co.jp

