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401 浜新硝子株式会社

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。

402 株式会社学映システム

佐賀市

東京方面出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

埼玉県

・本社出張（研修・商談など）時に、年５０往復以上佐賀空港を利用します。

404 信号電材株式会社東京営業所

東京都

現在０％である有明佐賀空港の使用率を５％にする。

405 ニシハラ理工株式会社

東京都

半世紀にわたって蓄積したニシハラ理工のめっき技術
は、半導体部品をはじめとして様々な電子部品に展
出張（当社佐賀工場及びお得意様訪問）の際は、有明佐賀空港を優先的に利
開されています。今後も徹底した品質へのこだわりと http://www.nishihararikoh.co.jp/
用いたします。又、お客様に対しても有明佐賀空港の利用をＰＲいたします。
信頼される技術力で「ものづくり」を通してお客様の御
要望にお応えしてまいります。

403

株式会社イケヒコ・コーポレーション
東京支店

406 ミタニマイクロニクス株式会社

407

弁護士法人朋楠 わかくす法律事
務所

408 三池港物流株式会社

409 株式会社アグリス

410 さがケアセンター そよ風

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 http://www.hamashin-g.co.jp/
ます。
学校・官公庁様向けに教育施設設備機器の販売、
リース、保守、メンテナンスまで一貫したサービスを提
http://www.gakuei.co.jp/
供いたしております。
ＩＳＯ２７００１認証（情報セキュリティ）取得企業。
経営理念
イケヒコ・コーポレーションは日本の住環境にマッチし
http://www.ikehiko.com/
磨きぬかれたインテリア商品を通じ地場産業の活性
化を図り、生活文化の向上に貢献する。

http://www.shingo-d.co.jp

東京都

出張での有明佐賀空港の利用率を４０％から５０％にします。

ミタニマイクロニクスは創業以来、ファインラインを追
求し続け高品質で安定度の高いスクリーンマスク、
フォトマスク、メタルマスク、厚膜応用製品、及び印刷
機等を供給してまいりました。
日々技術革新が進む中、より高精度に、よりスピー
http://www.mitani-micro.co.jp
ディにと高まるニーズにお応えすべく、最新の画像形
成設備の導入、優れた技術力の育成、そして生産性
の向上で次世代に備え、次なるファインラインの“ミタ
ニマイクロニクス”の確率と、一段上のクオリティ実現
に向けて前進してまいります。

佐賀市

東京での会議等の際には、基本的に佐賀空港を利用します。
東京経由で他の地域へ行く際にも、基本的に佐賀空港を利用するようにしま
す。

県内に３つのオフィス（佐賀、武雄、鹿島）をもつ唯一
の法律事務所です。
鹿島オフィスは、鹿島藤津地区唯一の法律事務所で
す。

・出張時には、有明佐賀空港を利用するよう努めます。
・社員に有明佐賀空港の利用を積極的に案内します。

当社は、三池港（福岡県大牟田市）において、当社専
用岸壁を有し、連続式アンローダー等の大型設備に
より、港湾荷役・陸上運送・倉庫業等の港湾関連事業
を行っております。また、これら事業のほかに、通関業
務、船舶代理店業務、曳舟業務等各種港湾サービス
を提供しており、船舶の入出港から貨物の荷役、保
管、輸送まで、トータルな物流サービスを提供すること
ができます。

東京方面へ出張する社員に、佐賀空港の利用を毎回必ず勧めます。

「いちご高設栽培システム」と「透析ケアーセット」で、
社会に貢献していきます。

出張・プライベートでの旅行では、佐賀空港を活用する。

毎日笑いの絶えない福祉施設です。ご利用者様も元
気に運動・趣味活動を行い、生きがいを持って来られ
ます。
介護が必要な方でも研修や実践で学んだ介護職員 http://www.medcajapan.com/saga/
（プロ）が家族の負担を担い、安心してお世話させて頂
きます。そよ風は「自立」をテーマに掲げ、ご自身の意
思を尊重致します。

大牟田市

八女市

上峰町

http://hounan-wakakusu.com/

http://www.aglis.co.jp

建築資材全般の卸・小売業。
建築リフォーム工事施工見積りします。

411 株式会社坂井建材店

大牟田市

412 医療法人悠久会 大牟田共立病院

当院は「思いやりのある暖かな医療」と「信頼される質
の高い安全な医療」を提供し、地域の方々の保健と福
祉の増進に努めることを理念として、慢性期医療を受
け持つ一般病院です。診療科は内科、心療内科、循
環器内科、消化器内科、リハビリテーション科を主に
・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、空港利用を促 糖尿病専門外来やもの忘れ外来も実施しています。
大牟田市 します。
また、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーショ
・出張及び職員旅行での有明佐賀空港の利用頻度を増やします。
ン、訪問医療、訪問看護の在宅医療に力を入れてい
ます。
（関連事業所）
介護老人福祉施設こもれび、グループホームなかまち
の家、ケアハウスま・めぞん、多機能型福祉施設ふら
ねコパン、レストランかふぇマトロ

413 （財）佐賀県遺族会

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を７０％から９０％にします。

戦争で亡くなった方の英霊顕彰や慰霊に会員一眼と
なって事業を推進。
遺族会員の処遇向上や相互扶助、厚生福利の事業
活動

414 日宝工業株式会社 佐賀営業所

佐賀市

・首都圏への出張には原則佐賀空港を利用します。
・来訪者へ佐賀空港利用を勧めます。

半世紀にわたり設備工事と施設サービスの専門企業
として培った技術力とマネジメントにより顧客に新たな
http://www.nippo-eng.co.jp/
価値を提供し、顧客の発展に寄与すると共に社会へ
貢献する。

415 田中酒造合資会社

佐賀市

弊社は佐賀空港を主要空港と定め積極的に利用し、また佐賀の特産品であ 創業370年の酒蔵です。創業以来の清酒業と世界で
る弊社“菱娘”をアピールすることで、佐賀への観光客の集客に寄与すべく全 唯一の菱焼酎を中心に関東方面でも市場を拡大中で http://www.sakefuyo.co.jp/
力を尽くすことを宣言します。
す。

416 ＪＳＲ株式会社

東京都

出張時佐賀空港を利用するよう社内でＰＲします。

合成ゴムなどの石油化学系事業から半導体用材料、
液晶ディスプレイ用材料などの情報電子材料まで幅
広い事業を、グローバルに展開している機能性高分
子材料メーカー。
http://www.jsr.co.jp/
精密材料・加工、環境・エネルギー、メディカルの３分
野を戦略事業として今後の成長の牽引役と位置づ
け、強化を図っている。（本社：東京都港区）

417 ニューロイヤルホテル

大牟田市

東京方面から来訪されるお客様へ、有明佐賀空港の利用を積極的に勧めま
す。

大牟田駅より徒歩７分。街の中心地にありながら静か
なホテル。館内日本料理ひさごをはじめ、近くにはコン http://www.newroyal-hotel.com/
ピに、飲食店がならぶ最高の立地条件にあります。

三井金属鉱業株式会社
418 レアメタル事業部三池レアメタル工
場

大牟田市

出張時には可能な限り有明佐賀空港を利用するとともに、来訪者に対しても
有明佐賀空港の利用を勧めます。

三井レアメタル工場は、電子工業等で欠かせない酸
化セリウムを主成分とする研磨材「ミレーク」やタンタ
ル・ニオブの酸化物、炭化物の製造を行っておりま
す。

http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/
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自然の山々に囲まれた椎葉山荘。四季折々の風情が
存分にお楽しみいただけます。間近に流れる渓流の
http://www.shiibasanso.com/
せせらぎはへやまで届き、野の草花は季節の移ろい
を心ゆくまで伝えてくれます。

419 椎葉山荘

嬉野市

東京羽田利用のお客様も年々増加の方向にあり、予約の際には佐賀空港を
積極的にご案内させて頂きます。

420 佐賀県石油協同組合

佐賀市

役員・職員の出張について有明佐賀空港の利用率を30％から80％にします。
佐賀県内のガソリンスタンドの組合です。
組合員事業所にも利用促進を呼びかけます。

http://www.oilsaga.jp/

421 京都屋

武雄市

有明佐賀空港の利用を、所属社員、顧客に促進します！！

大正ロマンの雰囲気を味わえる旅館

http://www.saga-kyotoya.jp/

422 医療法人吉松皮フ科

佐賀市

有明佐賀空港の利用数を今後も10％以上増加します

地域の皆様へ安心で最善の医療を!!吉松皮フ科

423 湯元荘東洋館

武雄市

お客様に佐賀空港利用をおすすめします

創業四百年の伝統を誇る武雄温泉“東洋館”は、慶長
http://www2.saganet.ne.jp/toyokan/
の頃、旅人の宿「諸国屋」として始まりました。

424 ホテル華翠苑

嬉野市

2010年春リニューアル。嬉野温泉で一番の高さ「空中
１．お客様へ「有明佐賀空港」のご利用を積極的にご案内いたします。
露天風呂」からの景観はまさに圧巻。嬉野の名泉と絶
２．社員の出張・プライベート旅行で、積極的に「有明佐賀空港」を利用するよ
http://www.kasuien.co.jp/
品の会席、そして真心こもったおもてなしで皆様をお
う促します。
迎えします。

425 佐賀富士ベンディング株式会社

佐賀市

有明佐賀空港100％利用しましょう

自動販売機による清涼飲料水の販売を致しておりま
す。年中無休24時間体制で、お客様に満足頂けるよう
日々努力しております。

426 佐賀県農業信用基金協会

佐賀市

出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。

保証機関として信用保証を通して農業をはじめ地域
経済の発展に努めてまいります。

427 日本工営株式会社 佐賀営業所

佐賀市

・東京本社への出張は、必ず有明佐賀空港を利用します。
・東京からの出張者には、有明佐賀空港の利用を働きかけます。

「誠意をもってことにあたり、技術を軸に社会に貢献す
る。」 日本工営株式会社は、皆様の住み良いまちづ http://www.n-koei.co.jp/
くりのお手伝いをする会社です。

428 有限会社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
tml
うに最大の努力を続けていきます。

429 協同組合鳥栖商工センター

鳥栖市

組合員と組合関係先に有明佐賀空港の利用を勧めます。
有明佐賀空港のＰＲに努めます。

昭和59年設立の事業協同組合です。組合事務局で
は、貸会議室・簡易郵便局・旅行業などを行っていま
す。

430 株式会社アイテク

http://www.tscenter.jp/

印材用として唯一の植林木である国産薩摩柘を使用
して木製印鑑材料の製造卸しを行っています。
http://www.itec-eco.jp/
又、ゴム印用の柄としてエコマーク認定の「スーパー
ウッド台木」の製造卸しも行っています。

佐賀市

・出張では、有明佐賀空港を優先して使います。
・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。

私たちは、一人ひとり一つひとつを大切にします。

432 富久千代酒造有限会社

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 株式会社サロンモード

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。

佐賀市

有明佐賀空港利用率を40％から80％に増加します。

・九州国際情報ビジネス専門学校
「情報システム科」「医療ビジネス科」「ビジネスキャ
リア科」「公務員科」
http://www.cosmet.ac.jp
・九州国際学園
「県立佐賀北高校通信制」「クラーク記念国際高校」技
能連携校

大川市

スタッフの出張はもとより取引先及び遠方のお客様にも有明佐賀空港をおす
すめします。

・男性 女性 5つのコンセプトのお店が1つのお店で展
開されています。
・インポートジーンズ2000本のセレクトは いま 東京 大
http://www.friends-international.co.jp/
阪 福岡では見られない携帯です。いい所どりのコンセ
プトショップをぜひ体験してください。
・駐車場も完備しています。

嬉野市

佐賀空港を利用出来る時は、必ず利用いたします。

佐賀の和牛をメインに取扱っている企業です。自社ブ
ランド「佐賀和牛」の名前を使った商品を取扱っており http://www.ichinosechikusan.com/
ます。

東京都

・出張での有明佐賀空港の利用率を70％から90％にします。
・本社（福岡県大川市）からの出張者には有明佐賀空港の利用を勧めます。
・支社⇔本社との往来には有明佐賀空港を利用します。

・関家具は商品企画、生産、販売、卸、小売まで行っ
ています。全国卸業売上高5位、創業40年間赤字なし
の企業です。
・若さあふれる会社です。全体平均年齢28歳、幹部社 http://www.sekikagu.co.jp/
員平均年齢35.5歳。
・東京（五反田・新宿）ショールームを起点に産地大川
への貢献を目指しています。

有田町

首都圏への出張は佐賀空港を利用します。

全国の食味コンテストで優秀賞を受賞した「ありたど
り」
九州ご当地グルメ「ありたどり唐揚げ」のピーアールで http://www.aritadori.com
佐賀空港を利用しています。地元佐賀のすばらしい農
産物をみんなで応援してください。

・出張での有明佐賀空港利用率を10％から30％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。

新聞・印刷分野に於ける輪転機とその周辺機器を生
産し、国内、海外市場で高い評価をいただいておりま
http://www.seiken-g.com/
す。また、産業機械の製作や中国より部品の輸入販
売にも取り組んでいます。

431

三井住友海上 佐賀保険金お支払
センター

吉野ヶ里町 首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://saganousinki.saga-ja.jp/

435 学校法人九州国際学園

436

株式会社大川衣料 Friends
INTERNATIONAL

437 株式会社一ノ瀬畜産

438

株式会社関家具 センベラ東京
ショールーム

439 ありた株式会社

440 西研グラフィックス株式会社

吉野ヶ里町

http://www.ms-ins.com/

http://www.salonmode.jp/

441 荒尾商工会議所

荒尾市

会員事業所に有明佐賀空港のＰＲを行い、マイエアポート宣言を推奨します。 企業を育て地域を伸ばす商工会議所

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

442 日本ファイバー株式会社

大川市

関東圏に横浜・千葉・埼玉の事業所、西海岸 千葉店・厚木店の出店により、
東京出張の際地のりの便利な佐賀空港を100％利用します。

九州・岡山・関東圏に20ケ店舗をもつ西海岸の会社で
http://www.nippon-fi.co.jp/
す。

444 不二ライトメタル株式会社

長洲町

社員へ佐賀空港利用を促進します。

当社は、1969年創業からアルミサッシ、押出形材から
始まり、一般アルミ加工品、精密加工品にて高品質、
http://www.fuji-lm.co.jp/
高精度、短納期をモットーに全国のお客様にご愛用い
ただいています。

No
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445 佐賀トヨペット株式会社

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。
・会社内あるいは来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

「もっとクルマの話、しませんか。Answer for you.」
佐賀トヨペットは皆様の「カーライフ・コンサルタント」と http://www.sagatoyopet.com/
してこれからも活動してまいります。

446 株式会社園田産業

大川市

出張の際は必ず佐賀空港を利用します。

ダイニングセットを中心に、ダイニング・リビングルーム
の家具をトータルで造っております。

447 有限会社貞苅椅子製作所

大川市

社員・家族みんなで利用して佐賀空港を応援します。

木製椅子、テーブルの製造を手掛けて50年
椅子の事なら「貞苅椅子製作所」へお任せください。

http://www.sadakari-isu.co.jp/

448 弘英館

小城市

東京出張の折は、有明佐賀空港を利用する事を宣言します。

佐賀市、白石町、江北町、小城市に小、中、高校生
600人が通塾する学習塾です。地域の学力向上のた
めにがんばっています。

http://www.koeikan.jp/

449 佐賀市北商工会

佐賀市

・出張の際は、佐賀空港の利用を原則とします。
・職員のプライベート旅行においても、佐賀空港を利用する様勧めます。
・商工会会員にも佐賀空港利用を勧めます。

地域商工業者の応援団として、各種支援を行い地域
http://www.sashoren.ne.jp/sagakita/
の活性化に貢献する。

450 ブティック千本

佐賀市

出張での有明佐賀空港利用率100％を維持します。

年齢を問わない洗練されたファッションを取り入れた
品揃えで36年の実績でお客様に支持を頂いてます。

嬉野市

出張等での有明佐賀空港の利用促進を推進致します。

友朋会では「患者さまのために」を理念として、地域に
貢献できる医療・福祉・介護を愛情を持って実践致し http://www.yuhokai.com/
ます。

452 インテリアツツミ

大川市

佐賀空港便がある方面への移動は、なるべく佐賀空港を利用します。

国産大川家具だけを全国に通販しています。

453 株式会社イシモク・コーポレーション

大川市

出張の際は有明佐賀空港を積極的に利用します。

1948年の設立以来、「トータル空間創造企業」として、
住宅や医療・介護施設、スポーツジム、公共施設など
多様な空間を構成する木質系製品の製造を行ってい
http://www.ishimok.co.jp/
ます。
「デザイン性」「機能性」「安全性」に優れた新しい空
間・生活スタイルの創造、ご提案をしています。

451

医療法人財団友朋会 嬉野温泉病
院

454 株式会社三光

宣言内容

伊万里市 会社並びに社員は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

事業所ＰＲ

URL

http://www.okawakagu.com/

商業印刷・冊子印刷など企画デザインから印刷・製本
まで一貫生産、Web制作・販促企画などクライアント様 http://www.sanko-jpn.com/
の幅広いニーズにお応えいたします。

455 株式会社エトウ

大川市

国内出張は、有明佐賀空港を利用します。

中国・ベトナム・マレーシアなどより家具を輸入し、コン
テナ単位の販売。国内では高級家具の生産。人と環
http://www.eto-web.com/
境に優しい住環境を提案し、リフォーム・住宅建設に
取り組みしています。

456 有限会社三丸家具工芸

大川市

出張時、佐賀空港を利用します。

民芸家具製造販売を行っています。
販売ギャラリー三丸家具民芸館では、デザイナーが直
接オーダー家具の提案をしています。

457 九州勤労者音楽協議会

佐賀市

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。

音楽の鑑賞と普及

458 戸上電機労働組合

佐賀市

首都圏への出張は、必ず有明佐賀空港を利用します。

459 税理士法人諸井会計

佐賀市

・首都圏への出張の際、有明佐賀空港利用率を70％から90％に高めます。
・首都圏から来訪される方へ有明佐賀空港の利用をお勧めします。

460 佐賀県遊技業協同組合

佐賀市

昭和36年、中小企業等協同組合法による協同組合
・東京出張の際は、佐賀空港発着便を優先利用する。
として認可を受けた県内のパチンコホールの組織で
・組合員、社員、従業員、家族、知人、友人に対して佐賀空港発着便の利用を す。
推奨する。
身近で手軽な大衆娯楽を目指し、不正行為の撲滅
活動、社会貢献活動などを展開しています。

461 株式会社サン

大川市

関東方面の出張の際には、必ず有明佐賀空港を使います。

創業昭和59年以来、順調に業績を伸ばしています。
従業員一人一人が責任感に富み、活気あふれる職場
です。今後一層の発展を目指しています。

462 佐賀県看護連盟

佐賀市

出張及びプライベートでの旅行では有明佐賀空港の利用を促進します

国民の健康と福祉の向上を目指し、安心・安全な看
護・介護を提供できる環境を整えるためにさまざまな
活動を推進しています。

463 株式会社ファインテック

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！！

佐賀市

・来訪者には有明佐賀空港の利用を積極的に案内します。
・これからも有明佐賀空港を利用し、利用率95％以上にします。

465 日興食品株式会社

佐賀市

旬のあらゆる国産原料を前処理「熱創造」から製品
化、くだもの加工の簡便化、多様化ニーズにお応えし
ます。
当社は創業依頼56年間にわたり、国産くだもの加工を
手掛け、独自の「熱創造・殺菌技術」を培ってきまし
た。果実缶詰のPHコントロール、低温殺菌から高温高
東京方面の得意先様と弊社工場間との往き来に関して、弊社上京の際に（レ
圧、レトルト殺菌を行うこの技術は、特にくだものの特
ンタカーキャンペーン）メリット等を積極的にご案内して、有明佐賀空港の利用
http://www.nikko-foods.co.jp/
性を生かす処理方法として、柑橘類のセグメントホー
を促します。
ル、ブロークン、砂のう（つぶつぶ）処理と、一般向け
から業務用大型缶まで果肉飲料および酒類、ゼリー
等に幅広く利用されています。果肉投入の組み合わ
せが、フレッシュ感と食感を生み出し、製品の価値観
を高めます。また（有明産）赤貝・水産品から牛肉・豚
角煮・やきとり類の畜肉品まで対応可能です。

466 株式会社テラオ

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。

464 味の素労働組合 九州支部

http://www.sagaroon.net/

常に「顧客満足」「御提案」「継続的改善」を第一に考
え、お客様の立場に立って情報を発信し、社会に役立
http://www.moroi.co.jp/
つ独創的な企業を目指し、徹底したサービスを行うこ
とを使命としています。

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

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

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

467 ギャラリー山﨑

佐賀市

佐賀空港を毎度利用しています。

2階には、7時からスナック「ギャラリー花野」がオープ
ンしています。ピアノ演奏しています。

468 安永法律事務所

佐賀市

出張での有明佐賀空港の利用率100％を維持します。

創立90周年の伝統を誇ります。

469 旭食品工業株式会社

みやま市 出張での有明佐賀空港の利用率を0％から80％にします。

URL

http://www.yasunaga-law.jp/

日本一の高菜漬の産地、福岡県みやま産の高菜漬を
http://www.asahi-food.com/
どうぞ

470 株式会社かわでん 九州工場

佐賀市

・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の関東方面への出張・旅行時に有明佐賀空港の利用を勧めます。

配電盤専業のリーディング・カンパニーとして、コンサ
ルティング、設計、製造、アフターサービスの一貫事業 http://kawaden.co.jp/
体制を構築。業界トップクラスの納入実績を誇る。

471 岡家具工業株式会社

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用し、路線拡大を目指します。

素材を活かした物作り

472 佐賀日産自動車株式会社

佐賀市

・現在、出張等での有明佐賀空港の利用率は100％
今後も積極的に有明佐賀空港を利用します。
・従業員やその家族がプライベートで首都圏へ行く場合も
有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀で一番誠実なカーライフディーラーになることを社
是とし、地域社会から必要とされる会社を目指してい http://www.saga-nissan.co.jp/
ます。

473 亀井税理士事務所

佐賀市

佐賀空港を利用して、佐賀県の発展に寄与しましょう。

適正申告を推進いたしております。

474 ICS税務会計事務所

佐賀市

事業所及び家族全員にて必ず利用していきます。

納税義務者の手助けをしております。

475

一般社団法人日本海事検定協会
九州第一事業所 三池事務所

大牟田市 社員に対し、有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。

http://www.okakagu-spaccio.co.jp/

http://www.nkkk.or.jp

477 株式会社百田陶園

有田町

現在、佐賀空港１００％利用 今後も１００％継続しよう！

伝統に感謝し、革新する。

478 牟田法律事務所

佐賀市

東京に行くときは、必ず有明佐賀空港を利用します。

法律相談が終わった時に相談者のホッとされる顔を
見るのが楽しみです。

479 有限会社マルヨシ民芸家具

大川市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
出張での有明佐賀空港の利用率を６０％から８０％に増加します。

TVボード、ワードローブ、チェスト、オーダー家具等を
製造

480 株式会社丸仙工業

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。

481 竹下製菓株式会社

小城市

東京への出張で有明佐賀空港の利用を100％にします。

我社は、地元に愛されるおいしい楽しいお菓子をつく
http://takeshita-seika.jp/
り続けます。

482 社団法人佐賀県エルピーガス協会

佐賀市

出張での有明佐賀空港の利用率を40％から70％にします。

エネルギーのベストミックス（ガス、電気、石油等の複
合的利用によるエネルギーの安定的供給及び利用） http://www.sagalpg.com/
の推進

佐賀市

東京出張の際は、有明佐賀空港を利用します。

労働災害を防止するための各種技能講習及び安全衛
生教育等を実施しておりますので、積極的な受講をお
願いします。

485 株式会社モーニン

大川市

関東方面の出張は、有明佐賀空港を利用します。

畳ベッド・スノコベッド・二段ベッド・別注ベッドなど、大
川工場で安全・安心な国産ベッドを開発製造していま http://www.mornin.co.jp/
す。

486 株式会社筑後物産

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
http://www.chikugobussan.co.jp/
ます。

487 みずほ証券株式会社 佐賀支店

佐賀市

出張等 利用機会がある度に 佐賀空港を利用する。

みずほ証券は、お客様に常に選ばれる最高のプロ
フェッショナルサービスを提供し、資本市場の担い手と http://www.mizuho-sc.com/
して、社会の永続的発展に貢献し続けます。

488 大和酒造株式会社

佐賀市

業務出張、プライベートでの空港の利用は、有明佐賀空港を社員・家族が利
用するよう勧めます。

昭和50年 窓の月酒造、あかかべ酒造、森田酒造、北
島酒造が合併、佐賀市大和町県酒造試験場跡に誕
http://www.sake-yamato.co.jp/
生しました。清酒肥前杜氏、焼酎竹伝説、いちごリ
キュールさがほのか 好評発売中。

489 有限会社岡インテリア工業

大川市

東京行きは、佐賀空港を利用し、
関係のお客様には、佐賀空港を勧めます。

特注家具製造専業81年
貴方の部屋に世界で一つの家具を製造いたします。

490 宮地商事株式会社

佐賀市

出張での有明佐賀空港利用率を100％にします。

ヒルティの佐賀県、大分県の代理店。耐震工事の施
工。

491 株式会社河口家具製作所

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
http://www.kawaguchikagu.jp/
ニングボード、リビングボードの専門店です。

492 佐銀コンピュータサービス株式会社

佐賀市

・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員に有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐銀コンピュータサービスは、デジタル社会がいかに
発展しようとも、「誠実」と「信頼」を大切にして地域社 http://www.scsweb.co.jp/
会のお役に立つ企業でありたいと想います。

484

建設業労働災害防止協会佐賀県
支部

493 大牟田市体育協会

http://momota-touen.jp/

http://oka-interior.com/

・出張で有明佐賀空港を利用する。
加盟団体（29）の強化発展と相互融和を図り、市民体
大牟田市 ・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
http://www.sports.omuta.fukuoka.jp/
育・スポーツの普及振興を実施しています。
・職員・加盟団体に有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨する。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

大川市

有明佐賀空港の良さを広げます！

私達は、私達が良いと思うもの、美しいと感じるものを
作り続けています。私達が作り出したものは、きっと皆 http://www.hiromatsu.org/
様の心にひびくと信じています。

佐賀市

職員・学生により積極的に有明佐賀空港を利用します。

本校は自動車学科、エアポートサービス学科の2学科
を設置する専修学校で、卒業時に専門士の称号が付
http://kounan-gakuen.jp/sakousen/
与されます。両学科とも、自動車業界、航空業界を担
うスペシャリストの養成を目指しています。

496 公明党 佐賀県本部

佐賀市

・首都圏からの訪問者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・出張では、佐賀空港を利用します。

政党事務所です。

497 株式会社みやざき木工

大川市

ワードローブ・チェスト等のトータル収納家具、TVボー
・関東方面出張の際には、100％有明佐賀空港を利用しているので、これから
ド、リビングボード、オーダー家具等を製造しておりま
も継続します。
す。病院・施設用家具にも対応しております。すべて
・お客様や関係者に有明佐賀空港利用を勧めます。
日本国内製造です。

498 佐賀県食糧集荷加工協同組合

佐賀市

・役職員の出張で100％利用に努めます。
・東京からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県で生産された米、麦、大豆を県内外へ販売し、
佐賀県産の啓蒙に努めている。

500 株式会社白谷運輸

大川市

出張での有明佐賀空港の利用率を20％から50％にします。

東北、関東、中部、北陸へ定期便運行 迅速・丁寧に
対応します。

494 広松木工株式会社

495

学校法人江楠学園 佐賀工業専門
学校

