マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1601 山田酒店

佐賀市

地元、佐賀の空港「有明佐賀空港」を応援します。

心のこもったお酒をおとどけします。

1602 のぞみ国際労務管理事務所

千葉県

・公私ともに有明佐賀空港を積極的に利用します。
・佐賀方面へ訪問されるお客さまへの有明佐賀空港のＰＲと利用を積極的に
勧めます。

お客様から信頼を頂けるパートナーとして、お客様の
様々な悩みに対し、社会保険労務士有資格者と実務
経験豊富なスタッフが全力でサポートさせていただき
ます。

1603 佐賀県社会福祉ユニオン

佐賀市

組合員に出張時、有明佐賀空港を利用するよう勧めます。

県内自治体の社会福祉協議会等で結成する労働組
合です。労働相談、介護・福祉相談も受け付けていま
す。

1604 独立支援工房 赤絵座

有田町

・出張の際には必ず有明佐賀空港を利用します。
・お客様に有明佐賀空港の利便性をピーアールしていきます。

独立支援工房赤絵座は若手陶芸家の工房として貸し
出されており作業風景の見学ができます。ロクロ体験
絵付け体験をすることができます。

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。

1606 株式会社磯家食品

大木町

出張の際は、佐賀空港の利用を推進いたします。

創業以来80年にわたり、素材の良さを活かした飴づく
りを行っています。飴以外に、ウエハース、小麦せん
べいなども製造しております。場合によりOEMもお受
けできます。

1607 株式会社木屋芳友園

八女市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用をお勧めします。

まろやかで美味しい八女茶・星野茶を製造販売してお
ります。ぜひ、星野村までお越し頂きお茶の美味しさ
を体感して下さい。

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。

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。

我社は可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

【WiSM21】WiSM21は、21世紀の医療をトータルでサ
ポートし、お客様のニーズと共に成長するシステムで
す。「病院の近代化が進むなか、取り巻く環境が厳しさ
を増しつつある医療施設においてWiSM21は医療の変
化に対応すべく、お客様の為に、ご用意させていただ
いた医療総合支援システムです。必要なときに必要な
システムを選び、ご利用ください。①医療・理化学機器
の販売・アフターフォロー②最新医療情報の提供③医
療機器の設置メンテナンス・保守契約④学会イベント
の企画・運営⑤旅行・広告代理⑥情報システムの提

http://www.wism-mutoh.co.jp/

地場の八女茶を主に卸及び小売販売

http://www.ishimatsuen.com/

1609 株式会社ムトウ 大川支店

1610 有限会社お茶の石松園

大川市

久留米市 佐賀空港を少しでも利用させて頂く様努力するつもりです。

http://www.pro-sr.jp/nozomi-office/

http://www.facebook.com/bokujo

1611 佐賀県陶磁器工業協同組合

有田町

佐賀空港利用を応援します

伊万里・有田焼の窯元組合です。
来年は、創業400年です。これを節目に世界にはばた
きます。

http://www.aritayaki.or.jp/

1612 松鵜仏具店

八女市

旅行で佐賀空港を利用します。

当店は明治37年より四代にわたり製造販売を行って
います。
誠心誠意をモットーにがんばってまいります。

http://yamebutsudan.or.jp/index.html
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1613 株式会社吉泉園

八女市

出張時には、有明佐賀空港を優先して利用します。

明治20年創業で、自然に支えられた伝統の業と継承
を基本に、緑茶の生産と販売を行っております。ひと
つひとつの製品を感動とともに、心を込めて「八女感
動茶」をお届けします。

http://www.yamekandoucha.com/

1614 サンテーラ株式会社 九州工場

八女市

出張での有明佐賀空港の利用を全従業員へ勧めます

『環境にやさしい農業用資材を提供します』
施設園芸用フィルム「クリンテート」「サンパワーマル
チ」「ハウス用資材」製造、加工、販売

http://www.santerra.jp/

1615 株式会社辻信祥堂

有田町

東京営業の際は、是非リムジンタクシーと有明佐賀空港を利用させて頂きま
す。

有田焼の素晴らしさを全国へ
すべては お客様の笑顔のために

http://tsujishin.jp/

1616 佐賀県飲食業生活衛生同業組合

佐賀市

佐賀空港の利活用を推進致します。

①日本の皆様や外国人観光客の皆様に喜んでいた
だけるよう、おもてなしの心で加盟店一同サービス致
します。
②食の安心安全を第一に東京オリンピックを加盟店
一同応援致します。

1617 佐賀縣護國神社

佐賀市

出張での佐賀空港利用を、現在の50％から80％にします。

1618 大坪製茶株式会社

八女市

当社は東京出張の際は佐賀空港を活用します！

1619 後の江製茶

八女市

出張での有明佐賀空港の利用率を0%から50%にします。

八女茶自園・自製・直売として営業しております。香味
新鮮な八女茶を御賞味下さい。

http://www.yamecha.ecnet.jp/

1620 株式会社福珠陶苑

有田町

・お客様に佐賀空港の利点を説明し、利用する事をおすすめする。
・自社出張も東京行きは、長崎空港から佐賀空港に切り換える様にする。

伝統＋革新。
新しい有田焼を伝統技術を培い、造りつづけます。

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

1621 電’sたなか

みやま市 利用は佐賀空港を使います。

1622 佐賀県ＰＴＡ連合会

佐賀市

・出張の折は佐賀空港を利用します。
・役員等に佐賀空港利用をすすめます。

1623 オーク・リーフ

佐賀市

東京往復は佐賀空港を利用させて頂き、お客様生徒さん方にもご利用をお勧
めします。

1624 有限会社元祖徳永飴総本舗

佐賀市

有明佐賀空港を利用します。

1625 佐賀県高等学校長協会

佐賀市

佐賀空港を応援します。

http://www.yametya.com/

あとあと安心
家電、太陽光、リフォーム

創業200有余年。砂糖、添加物不使用のあめがた専
門店。お土産として、また母乳が出やすくなったという
お声も多く、産前産後の滋養補給としても古くから重
宝されております。

http://www.tokunagaame.com

No

事業所名

所在地

1626 フルーツガーデン新SUN

佐賀市

宣言内容

佐賀空港を応援しています

事業所ＰＲ

全国より特に厳選したフルーツを取り揃えております。
パフェやタルト、ゼリー等フルーツを使ったスイーツに
も力を入れています。

我々『手作り家具工房日本の匠株式会社』は製造す
るのではなく、創造し続ける企業体を目指します。
何をすれば良いかではなく、何を為すべきかを明確に
し、日本の伝統を継承し、大川の家具作りを未来永劫
までに伝承し、常に家具作りに対するコンセプトを大
川の家具メーカーに対し提供し続け、家具作りのイノ
ベーションと伝統を守り続けるのが我々『手作り家具
工房日本の匠株式会社』の使命です。

1627 手作り家具工房日本の匠株式会社

大川市

弊社は首都圏への出張にあたり、有明佐賀空港を最大限活用いたします。
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。

1628 公益社団法人佐賀県栄養士会

佐賀市

佐賀空港を応援しています

食を通じた県民の健康づくりを応援しています。

1629 有限会社野中木工所

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用します。
有明佐賀空港をお客様へも紹介します。
有明佐賀空港利用率１００％を目指します。

天然木をいかした、デザインと品質に優れた家具を製
作しています。オリジナル家具からオーダー家具
やオーダーキッチンも承ります。

1630 丸田木工株式会社

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用します。
有明佐賀空港をお客様へも紹介します。
有明佐賀空港利用率１００％を目指します。

弊社は、創業50有余年にわたり高級婚礼家具で培っ
てきた素材へのこだわりや伝統的な技術工法を生か
しながら、常に独自の企画・デザインで、洋服タンス・
チェスト・リビングボード・TVボードなどを中心に一貫し
た自社工場生産を行っております。
また、『お客様に喜んで頂ける商品作りが私たちの物
づくりの最大の喜びです』をスローガンに、常に新しい
生活スタイルの提案を追求し続けています。

URL

http://www.shinsun.co.jp/

http://nihonnotakumi.co.jp/

http://www.nonaka2w.co.jp/index.html

http://www.maruta-m.co.jp/

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/

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。

1632 プロフィックス有限会社

山梨県

佐賀空港を利用させていただきます。

http:www.profix.tv

http://profix.tv/index.html

1633 学校法人清風学園

佐賀市

東京に行く際は、佐賀空港を利用します。

自然豊かな環境の中で、毎日、充実した総合的な教
育活動を行っています。

http://www.kase-youchien.com/

地球にやさしいスポーツ施設づくりにチャレンジし続
け、日本の大地にたくさんの幸せを咲かせます。

http://www.st-wako.com/index.html

1634 株式会社スポーツテクノ和弘九州支店

1635 佐賀県華道連合会

久留米市 社員が東京方面へ出張する際は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

佐賀市

有明佐賀空港を積極的に利用します。

・県内の文化、芸術、環境美化等に貢献する。
・佐賀県諸流合同いけばな展を隔年に開催。
・佐賀新聞社、佐賀駅、佐賀城本丸歴史館挿花を年
間継続。

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。

1637 有限会社副久製陶所

嬉野市

東京方面から来訪される方へ積極的に有明佐賀空港をご案内します。

手仕事の良さを感じていただきたいとの思いで商品作
りをしています。

1638 松本農園

鹿島市

出張で有明佐賀空港を積極的に利用します。

九州・佐賀よりこだわり野菜の産直便
美味しさも価格もスペシャル。
旬の野菜をお届けします。

http://soekyu.jp/
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1639 株式会社信徳 九州支社

佐賀市

佐賀空港を積極的に利用します。
来訪者にも佐賀空港をＰＲします。

株式会社信徳はマンション・ビル・医療施設などの建
物管理を手掛ける、トータルマネジメントカンパニーで
す。

http://shintoku.jp/

1640 株式会社ディーソル

東京都

出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

企業理念は、ＣＳＲの進行のもとに、
１．信頼される企業を目指します
２．社会に優しい企業を目指します。
３．新たに森林認証を取得し、地球環境への負荷を低
減し、持続可能な社会への貢献を目指します。

http://www.d2sol.co.jp/

特定非営利活動法人 科学技術者
1641 フォーラム

千葉県

出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。
来訪者に有明佐賀空港を勧めます。

多様な分野の企業ＯＢ、現役の技術者や研究者が組
織の枠を超えて集い、生涯現役を目指し科学技術を
通して社会に貢献する団体です。平成10年（1998）に
設立され、平成20年（2008）2月ＮＰＯとして認証されま
した。会員数は約170名です。貴方の参加をお待ちし
ております。

http://stf.or.jp/top/index.php

1642 小城重機建設株式会社

佐賀市

出張での九州佐賀国際空港の利用率を70％以上にします。

1643 レバレジーズ株式会社

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。
出張での九州佐賀国際空港の利用率を80％以上にします。

1644 チクウンサービス株式会社

鳥栖市

佐賀の熱きハートを世界へ。世界の文化と知識と経済を佐賀空港に。全世界 物流のご相談は利用の有無にかかわらずお気軽にで
の窓口に変えよう。
きる会社です。

1645 株式会社テックアイ

一般社団法人 佐賀県中小企業診断協

1646 会

1647 大和ハウス工業株式会社 久留米支店

1648 ワタナベ画材店

1649 ドリームスエフエム放送株式会社

1650 松尾樫工場

1651 株式会社ＳＩＮＧ

宣言内容

久留米市 九州佐賀国際空港を知ることから始めます。

佐賀市

東京出張、上海出張の佐賀空港利用率を80％以上にします。

事業所ＰＲ

http://ogi-juki.com/

レバレジーズ株式会社では、ＩＴ関連事業や人材紹介
事業を軸に、その他新規分野にもチャレンジしていま
す。佐賀支店では、電話業務、Webライター、データ入
力の３職種について、社内サポートオフィスとして運営
しております。スタッフの９割以上は、女性であり、多く
の女性が活躍する職場になっています。

首都圏からの人達に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

久留米市 社内スタッフ全員に佐賀空港の利用を呼びかけて参ります。

大川市

・首都圏出張時は、近くて便利な九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・個人旅行・家族旅行の際も、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。

久留米市 今まで利用したことのなかった佐賀空港の利用率を50％にします。

http://leverages.jp/

クリーンな環境づくりを目指し、日々進化する事業所
です。

http://tech-i.co.jp/

中小企業の経営コンサルタントとして新規事業の計画
支援、創業支援を行っています。生産、財務、労務診
断と幅広く対応可能です。

http://www.saga-shindan.com/

私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」とし
て、お客様と共に新たな価値を創り、活かし、高め、人
首都圏への移動には、公私共に九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進し が心豊かに生きる社会の実現を目指します。そして、
久留米市
ていきます。
お客様一人ひとりとの絆を大切にし、生涯にわたり喜
びを分かち合えるパートナーとなって、永遠の信頼を
育みます。

佐賀市

URL

http://www.daiwahouse.co.jp/

画材のことなら、おまかせ。
明るい笑顔で応対します。

筑後・佐賀エリアに向けて周波数76.5MHzで地域の生
活情報を発信しています。ドライブなどのお供にぜひ
お聴き下さい！

http://www.dreamsfm.co.jp/

・国内外の様々な木材の販売
・本物の木材にこだわった木工製品のご提案
・寺社建築や山車等の各種銘木の製造販売

http://kashifactory.com/

九州で唯一のシリコーンゴム専門工場です。
お客様のお役に立てる企業を目指してまいります。

http://sing-silicone.com/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1652 公益社団法人 佐賀岳翠会

佐賀市

九州佐賀国際空港利用率100％を目指します。

一般の方々、又、次世代へ詩吟の素晴らしさを伝え、
地域の活性化に努めたい。

1653 株式会社アルミス

鳥栖市

社員の出張時には、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

アルミ製電動バイク、アルミ農業用品、アルミ形材等、
アルミ素材のさまざまな商品を開発し提案していま
す。

http://alumis.jp/

久留米市

東京への出張、中国への出張の際には佐賀空港を利用します。
首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

大学病院等の医療機関、臨床検査センター向けのプ
ラスチック消耗品の製造・販売を行っています。

http://gino.jp/

子どもから高齢者まで社会生活において様々な困難
や困窮されている方々を支援しサポートいたします。

http://www.ookisyakyou.info/

1654 株式会社ジーノ

1655 大木町社会福祉協議会

大木町

職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
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を推奨します。

1656 佐賀県有明海漁業協同組合 たら支所

太良町

佐賀空港応援隊

1657 株式会社 島内エンジニア

佐賀市

ビジネス及び社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します

1658 有限会社 鵜ノ池製茶工場

八女市

首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

1659 医療法人 やなぎしまこども医院

小城市

首都圏からの来訪者や県内の知人に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

1660 立野木材工芸株式会社

大川市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
九州佐賀国際空港をお客様へも紹介します。

無垢材を使ったオリジナル家具・オーダー家具製造。
心地良く暮らしに馴染むよう、お使いいただくご家族の
声を大事に、真心を込めてお作りしております。

http://www.tatenomokuzai.info/

1661 株式会社チャイルド佐賀

白石町

出張等など積極的に九州佐賀国際空港を利用したい。

OEMの商品以外にブライダルインナー、カーシートカ
バー等、チャイルドオリジナルブランドとして製造販
売。

http://www.tomei-g.co.jp/child.html

1662 株式会社永池

佐賀市

出張での九州佐賀国際空港の利用率を上げる。

143年の歴史を誇る紙製品・事務機器・事務用品・オ
フィス家具の総合商社。
オフィスの「困った」をトータルに解決。

http://www.nagaike.net/

http://www14.plala.or.jp/yoshiistudio/

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

建設コンサルタント、地質調査、測量をメインに県内外
で事業を展開しております。
今もっとも力を入れているのが「ドローン」。
測量または他の産業分野での利活用に取り組んでい
ます。

http://www.shimauchi-eng.com/

http://unoike.jp/index.htm

1663 吉井スタジオ

みやま市 便利で近い佐賀空港を利用します。

ヘアー・メイク・お着付・写真撮影までをトータルでコー
ディネイト。
婚礼衣装・黒留袖・モーニング・訪問着・ゲストドレスか
ら小物まで衣装全般レンタル致します。

1664 杉野モータース

みやま市 九州佐賀国際空港を利用します。

感謝の心で真心サービス。
お客様のカーライフをサポートします。

No

事業所名

1665 井上籃胎漆器株式会社

1666 梶謙製磁有限会社

アクサ生命保険株式会社 久留米営業

1667 部

所在地

久留米市

有田町

宣言内容

事業所ＰＲ

～創業１００余年～ 井上らんたい漆器は、地元の真
可能な限り九州佐賀国際空港を利用するように心掛け、利用者の立場で実感 竹を使い久留米で製作した日本製籃胎漆器の店。
した九州佐賀国際空港の利便性・優位性のＰＲに努めます！
逸品と呼ぶにふさわしいこだわりの品をお届けしま
す。

http://www.inouerantai.jp/index.html

・九州佐賀国際空港利用率を50％から90％に増加します。
江戸時代から続く有田焼の窯元です。
・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ご案内します。
使う人が幸せを感じる焼物造りを行っています。
・社員旅行の時は、九州佐賀国際空港を利用します。

http://www.kajikenseiji.com/

・社員および社員の家族や友人・知人に九州佐賀国際空港の利用を勧めま
久留米市 す。
・出張時には、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

全国の商工会議所共済制度の引受をさせていただい
ております。商工会議所会員事業所の福利厚生の充
実のため、精進努力いたしております。

http://www.axa.co.jp/

紙製品・包装容器資材および事務機器・オフィスファニ
チャーを取扱います。時代に即した安心安全な商品を
ご提案からお届け後のメンテナンスまでしっかりサ
ポートさせて頂きます。

http://www.saga-harada.jp/main/

1668 原田株式会社

佐賀市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率１００％を維持します。
・東京方面より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。

1669 株式会社バンブーテクノ

八女市

私共バンブーテクノは、竹を中心とする天然資源を用
東京方面より来訪される方へ、九州佐賀国際空港を積極的にご案内いたしま
いた新たな産業を創出し、地域社会の発展に貢献す
す。
る会社を目指します。

1670 佐藤農場株式会社

鹿島市

社員はもちろん、友人・知人にも佐賀空港利用を勧めます！

八女市

公立八女総合病院企業団は八女筑後地域の中核病
院として主に急性期医療を担う「公立八女総合病
職員に対し九州佐賀国際空港利用促進に向け積極的に情報提供を行い、利 院」、全国でも数少ない緩和医療専門病院である「み
用率アップを目指します。
どりの杜病院」、介護老人保健施設として「回寿苑」を
運営しています。私たちは、地域の皆様が安心して暮
らすことが出来る地域づくりに貢献いたします。

1671 公立八女総合病院企業団

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。
家族、親族の旅行は積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

1672 民家レストラン伊萬里亭

伊万里市

1673 合資会社若竹屋酒造場

中国出張の際は、原則九州佐賀国際空港を利用します。
久留米市 出張の際の九州佐賀国際空港利用率７０％を目指します。
また、社員の個人的な利用も勧めます。

1674 株式会社コトブキ

1675 井樋建設株式会社

1676 佐賀県菓子工業組合

1677 株式会社Booksあんとく

URL

小城市

http://mikan-satou.jp/

http://www.hosp-yame.jp/

秘窯の里｢大川内山｣の入り口に、民家を改装して小さ
なステーキ屋を営んでいます。伊万里牛のステーキと
女将特製“手作り豆腐”でおもてなしいたします。伊万
里焼の器もお楽しみいただけます。

http://tabelog.com/saga/A4102/A410202/41000390/

創業元禄12年（1699年）と筑後地方では最も古い蔵の
一つです。築300年以上の土蔵では試飲ができ、築
200年の母屋では週末に食事ができます。

http://homepage3.nifty.com/wakatakeya/index.htm

関東方面への出張の際には、積極的に有明佐賀空港発着便を利用します！ トイレットペーパーの芯を製造しています！

久留米市 有明佐賀空港を積極的に利用します。

佐賀市

有機みかん生産量日本一！
青果のほかに、ジュースやジャム、ドライフルーツなど
加工品も製造しています。

組合員の事業所は九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

久留米市 東京方面から来訪される方へ有明佐賀空港を勧めます。

当社は、お客様に永きにわたり使っていただく建造物
を創る仕事であることを自覚し、誇りを持って誠実に仕
事に取り組んで参ります。

当組合は、組合員や菓子業界の発展のために、菓子
全般に対する教育情報提供事業や製菓技術講習会
の開催また共同購買事業、福利厚生事業など行って
います。佐賀県のお菓子には、すごい歴史のバック
ボーンがあり、老舗店も多く、お菓子を地域の文化とし
て育ててきた背景があります。継承された技術、伝統
を大切にし、さらに進化しながら、今後とも皆様方が喜
んで頂けるお菓子を提供できるように努力してまいり
ます。

本・CD等のメディア商品の販売や映像・音楽等のメ
ディアレンタルを通じて《地域と共に発展する店づくり》
をスローガンに地域になくてはならない店、情報発信
基地を目指している複合店舗です。

http://www.ibikensetsu.co.jp

No

事業所名

所在地

1678 有限会社きし川陶磁器店

有田町

出張には佐賀空港を活用します！！

大津町

輸出入事業部熊本オフィスは2014年4月に開設し、同
年5月に長崎税関長より通関業及び保税蔵置場の許
可を取得、さらに同年7月にはIATAより航空代理店
（支店）の認可を取得し、今日まで事業運営を行ってま
国際航空貨物の輸出手配において、九州佐賀国際空港の夜間貨物便を積極
いりました。全社では、成田輸出入センター・セントレ
利用し、佐賀県の更なる発展に寄与します。月間目標：２トン以上(CWTバー
アオフィスに続き、3番目に開設した国際航空貨物を
ス)
専門に取り扱う事業所でございます。佐賀空港の夜間
貨物便と、羽田の国際線ネットワーク、更には弊社の
海外ネットワークを活用した迅速できめの細かい国際
航空輸送サービスを提供しております。

八女市

八女地区で唯一の矯正専門院として、正しい知識と技
術の提供に義務があるとの信念を持ち、責任をもって
治療にあたります。常に最新・最良の治療技術を身に
つけるよう努めてます。スタッフ一同も、患者様とのコ
ミュニケーションを大切に、笑顔で診療にあたるよう努
めております。

株式会社ホンダロジスティクス輸出入

1679 事業部熊本オフィス

1680 ユアーズ矯正歯科

1681 吉金菓子舗

1682 佐賀宇部コンクリート工業株式会社

1683 瑞輝科学生物株式会社

1684 有限会社レボルーション

1685 株式会社ウィルエージェンシー

宣言内容

・出張の際は利用させて頂きます。

久留米市 佐賀空港を利用します。

佐賀市

出張での有明佐賀空港の利用率を９０％以上にします。

久留米市 出張の際には九州佐賀国際空港の利用を推進します

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。

久留米市 出張の時は佐賀空港を利用して、出張先でもPRします。

1686 九州国際高等学園

佐賀市

修学旅行等で九州佐賀国際空港を利用します。

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

1689 七浦地区振興会 道の駅鹿島

1690 野田製菓本舗

事業所ＰＲ

URL

良品 共栄

http://www.honda-logistics.co.jp

http://www.yours-od.com/

創業明治８年 水天宮お守り菓子のいつもじ・タイヤも
なか・かすりまんじゅう・久留米のおみやげに最適！

生コンクリートの品質向上と均一化を図ると同時に、
ご需要家皆様の工事工程に適応するよう円滑な納入
に最大の努力を続けて参ります。

次の世代のために今、私たちができること。地球上に
生きるさまざまな生物たちは、今の環境をどう感じて
いるのか。私たちは最新のバイオテクノロジーを通し
生物たちの声に耳を傾け、その声を伝えていきたいと
考えています。

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。

地域戦略の推進、人員の配置ならびに営業の効率化
を図るため、地域密着型の人材派遣サービスを提供
しております。

生徒一人ひとりに寄り添う教育を行います。

http://www.cosmet.ac.jp

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

hisaishika.com

鹿島市

“九州佐賀国際空港大好き人間”を増やして行きます！！

地産地消の安心・安全な農水産物が勢揃いしていま
す。韓国・沖縄コーナーに続いて千葉県香取市のコー
ナーもお目見えしました。是非、笑顔一杯の道の駅鹿
島へお越し下さいネ！！

http://michinoekikashima.jp

八女市

航空機を利用する際には、九州佐賀国際空港の利用を最優先に検討します。

創業明治25年、伝統の銘菓「黒棒」を作っています。
手しごとにこだわる老舗の味をお届けします。

www.nodaseika.com

No

所在地

宣言内容

1691 株式会社ミゾタ 東京支店

東京都

東京と本社（佐賀）の往来には、可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。

1692 株式会社カーピット森永

佐賀市

出張・研修では、九州佐賀国際空港を利用致します。

佐賀市

在職者のみを対象とした再就職者向けの公的受託財
・関東出張は可能な限り、九州佐賀国際空港を利用します。
団。全国にある都道府県事務所の一つで、業種・地
・首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の良さ・利便性をPRし、利用を勧 域・企業系列を超えて、全国ネットを通じて独自のシス
めます。
テムによる出向・移籍についての相談、人材情報の収
集・提供を無料で行っています。

1693

事業所名

公益財団法人産業雇用安定セン
ター 佐賀事務所

事業所ＰＲ

福祉車輌や手動装置等の取付け、整備などを致して
おり、各代車も完備しております。

URL

http://carpit-morinaga.com

http://www.sangyokoyo.or.jp/

1694 花のエーシン

久留米市

高速道路を使わず行ける九州佐賀国際空港、駐車場無料の九州佐賀国際空
全国に花が贈れます。
港を利用します。

1695 有限会社 エイワ産業

久留米市

金属は循環する。
・出張の際、可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。
・鉄をはじめとした日本に眠る無限の金属資源、それ
・来訪される方へ、九州佐賀国際空港の利用をお勧め致します。
を再資源化し、社会へと循環させていく。
・従業員、家族、関連会社、協力会社へ空港利用の際は、九州佐賀国際空港
・循環型、資源活用の“5R”を中心とした事業を展開し
の利用を勧めます。
ています。

www.eiwa-recycle.com/

1696 有限会社 シラキ工芸

八女市

出張も、プライベートでも九州佐賀国際空港の利用率を10％→50％にします。 伝統工芸品の提灯を八女で作ってます。

http://www.chouchin.com

1697 税理士法人 重松総合会計

久留米市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1698 子供服 婦人服 クロワッサン

みやま市

出張や旅行の際は、九州佐賀国際空港を利用します。又、お客様にも利用を お手ごろな子供服・婦人服のセレクトショップ。別名
勧めます。
“瀬高町のパルコ”

1699 川島金属株式会社

1700

第一生命保険株式会社 久留米支
社

埼玉県

久留米市

・九州佐賀国際空港利を積極的に利用します。
・来社される方に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。

当社は金型用、各種鋼材、非鉄金属の材料販売、特
注モールドベースの製作、金型設計製作、部品加工
の製作を行っております。「高精度」・「短納期」・「低価
格」を重視し、海外からの実習生を受け入れ技術指導
を行いながら生徒数を増やしております。また数多く
の光学、医療、電機、自動車メーカー様とのお取引に
より、面精度、寸法等、多くの技術を学ばせていただ
き、現在までその技術を蓄積し活かしております。材
料入手から加工工程をローテーション稼動する事のよ
り、短納期のご要望に対応し、CADデータ作成時の

http://www.kawashima-kinzoku.co.jp/

本社との往来に、「九州佐賀国際空港」の利用をお勧めします。

久留米市と「健康づくり推進に関する事業連携協定」
を締結しました。「認知症サポーター」登録を進めて、
認知症の理解を深める活動を推進しています。

http://www.dai-ichi-life.co.jp

