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133 (株)高山福岡支店

筑後市

本社（東京）との往来には、有明佐賀空港を利用します。

菓子の卸業ですが、ＰＢ商品「まちのお菓子屋」「買物
専科」等を取り扱っております。

http://www.takayama-inf.com

486 (株)筑後物産

筑後市

0%の利用率を50％にする。

乾燥剤、一般フィルムを販売し、食品の物流に貢献し
ます。

http://www.chikugobussan.co.jp/

509 (株)家具の大丸

筑後市

出張での有明佐賀空港利用を30％増加します。

筑後市で家具の直販店舗を運営してます。

528 石橋工業(株)

筑後市

大麦などの穀物の加工販売と、サイロ貯蔵、外食店
舗の運営等を通じて、食生活面からの健康づくりに貢
東京方面への出張時は、積極的に有明佐賀空港を利用し、当社への来訪者
献することを目的に肥沃な筑後平野を潤す豊かな
へ有明佐賀空港の利用を勧めます。
「水」の恵みを活かしながら常に安全安心な高い品質
の製品を提供してまいります。

531 (株)山万

筑後市

有明佐賀空港の利用を前向きに考えます。

筑後市花ござ会館
畳工事のためのモデル和室あります。見に来てくださ
い。
国産花ござを沢山展示即売しています。

614 九州ダンボール(株)

筑後市

・出張での有明佐賀空港の利用を推奨します。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

経営理念である「いい人 いい箱 いい会社」を目指
し、段ボール製造を通じ、地場産業及び社会の発展に
貢献します。

674 (株)コスモ

筑後市

出張する時有明佐賀空港の利用を0％から50％にする。

介護は笑顔の快護を目指す

678 筑後自動車学校

筑後市

・出張で有明佐賀空港の利用率を0％～20％にします。
・社員に有明佐賀空港にマイエアポートクラブへの入会を推奨致します。

・車の免許は全車種当校で取得できます。
・企業の安全運転教育を実施中

761 (株)アクセス・ジャパン

筑後市

佐賀空港を応援します。

アクセス・ジャパングループは、フィットネス・スイミング
スクール、アウトソーシング物流、県や市の指定管理
事業、不動産事業、障害者雇用支援事業等、幅広く
事業構成しております。

http://www.accessjpn.co.jp/

848 筑後商工会議所

筑後市

会員企業様をはじめ事業関係先に佐賀空港の利用促進をPRします。

筑後地域の経済発展と地域活性化を目指して頑張り
ます。

http://www.chikugo.or.jp/

878 日中技術交流協同組合

筑後市

月に1～2回有明佐賀空港を利用

国際交流 より一層すすむように

887 筑後市シルバー人材センター

筑後市

周囲の方々（関係者）に出張・旅行の際、佐賀空港をすすめます。

公共、家庭、企業のお仕事引き受けます。

http://www.mitsunobu.co.jp/

http://www.mugibijin.co.jp/

http://www.i-yamaman.co.jp/

http://www.e-cosmo.jp/

936 (株)ミツノブ

筑後市

・積極的に佐賀空港を利用致します。
・来客者に佐賀空港を利用される様にします。

絣伝統の「久留米織」と「現代スタイル」のコラボレー
ション
糸→染→織り→絣製加工仕上げ、一貫工場にて生
産、久留米手づくり半史、久留米袖織ホームウェア、
作務衣、紳士シャツ、婦人ジャケット、ブラウス、チュ
ニックを製造。
久留米織の生地を現代的な最新の技術で新しい
ファッション感覚の洋服を作ります。肌になじむ着やす
さ、飽きのこないデザイン、お客様第一に心をこめて
作製します。

962 筑後市

筑後市

・東京方面への出張・旅行等の際には、有明佐賀空港の利用を推進します。
・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。

平成23年3月12日に九州新幹線「筑後船小屋駅」が開
業した筑後市は、国内有数の炭酸含有量を誇る船小
屋温泉をはじめ、筑後広域公園、水田天満宮恋木神
社など、見どころいっぱいです。ぜひ一度、お立ち寄り
ください。

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

1020 西吉田酒造(株)

筑後市

佐賀空港の利用が0%だったのを10%まで使用率を上げます。

創業明治26年 筑後市唯一の焼酎蒸留所です。伝統
の技を使い、新しいことに挑戦しています。代表銘柄
本格麦焼酎「つくし」白ラベル・黒ラベル、釈云麦など

http://nishiyoshida.jp/

1035 日本マレニット(株) 九州支社

筑後市

東京出張では、佐賀空港を利用致します。

木材用防腐・殺虫剤の製造販売

http://www.malenit.co.jp/

1077 Auto house Eguchi

筑後市

有明佐賀空港使用率100%
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1095 ラサ工業(株) 羽犬塚工場

筑後市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
また、福岡空港の利用率100％から有明佐賀空港利用を10％利用に勧めま
す。

社名の「ラサ」は沖縄本島から東南に約400kmのとこ
ろに位置する当社所有のラサ島（正式名称：沖大東
島）で肥料の材料となるリン鉱石を採掘したことに由
来します。羽犬塚工場は大分県日田市の鯛生金山の
工作工場として設立され、鉱山、精錬機械の製造・修
理を行っていました。現在はこれらの技術をベースに
一般産業用廃棄物及び骨材やリサイクル物の被砕
機、選別機の製造を主な事業としております。最近で
は東日本大震災復興事業における「がれき処理設備」
を岩手県宮古市に納入しました。

1103 ヤンマー建機(株)

筑後市

１．出張での有明佐賀空港の利用率を30%から50%にします。
２．社員に有明佐賀空港の利用を推進します。

わたしたちは自然と共生し、生命の根幹を担う食料生
産とエネルギー変換の分野でお客様の課題解決し、
未来につながる会社とより豊かな暮らしを実現しま
す。

1128 (株)カマチ鉄工

筑後市

社員に有明佐賀空港利用を勧めます。

1145 東興産業(株) 九州営業所

筑後市

当社は社員旅行をする際には、有明佐賀空港を使用します。

1179 (株)ビーエフユー

筑後市

出張での有明佐賀空港の利用率を80%にします。

1288 クロレラ工業(株)

筑後市

・佐賀空港の利用促進活動を行います。
・佐賀空港利用を３０％まで上げます。

1339 (株)ABF

筑後市

・佐賀空港利用率を35％から70％位に増加します。
不況に負けない！！
・年2回の展示会をしてますので、来訪者の方には、佐賀空港利用を積極的に
再び元気な家具店へ復活！！
案内します。

筑後市

社員出張等の際、有明佐賀空港を利用致します。

当社は化粧箱、段ボール、その他全ての包装資材及
びデザインを組合わせて、お客様に最適の包装を提
案し、「喜んで頂けるパッケージ」の提供を目指してい
ます。

http://www.hinode-shiki.co.jp

1386 (株)デリカフレンズ

筑後市

有明佐賀空港を応援し、利用を前向きに考えます。

安心・安全で美味しいおにぎり・弁当をコンビニ向けに
作っています。

http://www.delica-friends.co.jp/

1398 丸愛綿業(株)

筑後市

出張の際の佐賀空港利用率を20%から60%に増加します。
プライベートで行先・時間が合えば、積極的に有明佐賀空港を利用します。

タオルを中心に様々な繊維製品を取り扱っておりま
す。
その他にも非常に機能性の高いシャワーヘッドも現
在、輸入販売をいたしております。

http://www.aroma-sense.jp/

1498 株式会社久保鉄工

筑後市

社用・私用を問わず、社員・家族及び会社関係者に佐賀空港の利用を勧めま 金属の機械加工において、お客様と合同で目標の
す。
QCTの達成を目指しております。

1519 株式会社ユナイテッド・コム

筑後市

営業所との往来は佐賀空港を利用します。

1528 筑後市観光協会

筑後市

・会員様に佐賀空港の利用促進のＰＲを行います。
・東京方面から来訪される方へ、佐賀空港を積極的にご案内します。

匠の技が織りなす久留米絣、船小屋の炭酸泉、恋の
神様が鎮座する恋木神社、そして福岡ソフトバンク
ホークスのファーム本拠地、こうした筑後市の魅力を
発信します！

http://chikugo.net/

http://www.elmont.co.jp/

1375

日之出紙器工業株式会社
アートパッケージセンター

当社は運動施設の維持管理機の販売を行っておりま
す。

クロレラ工業は、「人類に健康と幸福を」を目指す研究
開発型企業です。

http://www.chlorella.co.jp/

http://www.kubo-iw.com/

1549 ホテルエルモント

筑後市

首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

充実の設備とくつろぎの都市型ビジネスホテル。
筑後市の中心地であるＪＲ羽犬塚駅前にあります。
ゆっくりめのセミダブルベッドやダブルベッドに、空気
清浄器や全館Wi-Fi通信を完備。うれしいモーニング
無料サービスやレディースフロア、禁煙フロアもありま
す。
佐賀や福岡県南部の素敵な旅ができますよう、お手
伝い致します。

1551 国民宿舎 筑後船小屋公園の宿

筑後市

有明佐賀空港を応援します。

筑後広域公園に隣接し、矢部川や樟の原生林などの
景観が美しい静かなホテルです。

http://www.kouennoyado.jp/

1557 ホテルアベニュー筑後

筑後市

宿泊頂いたお客様へ利用案内を提案します

筑後市で一番大きなホテルです。
121室ありますのでご利用お願いします。

http://www.avenue-group.jp/chikugo/
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1571 水田天満宮

筑後市

首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

福岡県文化財 水田天満宮御本殿（九州二大天満宮）
全国一社 良縁幸福 恋木神社
全国各地および外国より参拝多数

http://www.mizuta-koinoki.jp/mizuta/

1581 株式会社グランドホテル樋口軒

筑後市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

創業120余年の伝統を引き継ぎ、心からのおもてな
し。
眺めのよいお部屋と評判の創作料理で極上の時間が
過ごせます。

http://www.higuchiken.co.jp/

1599 株式会社浅川家具

筑後市

地元の空港である「佐賀空港」を利用します。

創業117年。
筑後卸配送センター、本社、筑後小売店大使館ここ
ろ、佐賀小売店家具のこころ
よろしくお願いします。

http://www.asakawakagu.co.jp/index.html

1605 中尾牧場

筑後市

・有明佐賀空港の利用率を20％から50％に増加します。

筑後市で酪農を営んでいます。牛舎の一角で牛乳を
はじめ乳製品を販売しています。

http://www.facebook.com/bokujo

1631 株式会社シギヤマ家具工業

筑後市

弊社から、首都圏へのアクセスが良い空港です。
積極的に利用したいと思います。

シギヤマ家具は、環境にやさしい材質や考えられた
機能性で絶えず新しい家具を創造しています。
ただ単に生活の為の道具としてでは無く、豊かな生
活のお手伝いをするインテリアとして、皆様の生活に
ふさわしい高品質の家具達をお届けします。

http://www.shigiyama-kagu.co.jp/

1687 あまの歯科医院

筑後市

首都圏への利用に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

-

1688 ひさいし歯科・矯正歯科

筑後市

社員旅行、出張（学会・講習会）には九州佐賀国際空港を利用します

一生自分の歯でおいしく食事ができるように心をこめ
たサポートができるよう、つねに治療技術の研鑽と医
療サービスの向上に取り組んでおります

1744 有限会社城崎設備工業

筑後市

東京方面への航空機利用を九州佐賀国際空港を優先します。

少数精鋭で地域に奉仕しています。空間・衛生設備の
設計・施工・建築設計・設備設計、オールラウンドにこ
なします。

www.hisaishika.com
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現在は、国内No.1、世界No3の会社です。
2068 株式会社 アクティオ

筑後市

出張時は、九州佐賀国際空港の利用を推進していきます。

商品ラインナップは豊富に取り揃えていますので、
建設に関わる機材レンタルは、当社にお任せくださ
い。

https://www.aktio.co.jp/

