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

1801 古賀窯業 株式会社

みやま市 業務及び社員旅行での九州佐賀国際空港の利用を致します。

1802 江崎酒類販売株式会社

・首都圏への出張用務は、九州佐賀国際空港を１００％利用します。
みやま市、柳川市、筑後市、大牟田市を中心にビー
みやま市 ・首都圏からの来訪者、首都圏への出張の多い取引先に対して、九州佐賀国 ル、清酒、焼酎などの全種類の卸売業、小売業を行っ
際空港の利用を勧めます。
ています。

URL

外構工事（レンガ等）及び築炉工事を致してます。

1803 佐賀県陶磁器卸商業協同組合

有田町

・組合ならびに組合員の出張、展示会出展の際は、九州佐賀国際空港利用を
推進します。
有田焼を販売する商社を有する協同組合
・首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港利用を勧めます。

1804 株式会社イケマコ

佐賀市

関東方面へ行く時は、九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀県産のおいしい農産物を作っています！

1805 株式会社佐賀プラント工業

江北町

出張での九州佐賀国際空港の利用率を70％以上とします。

あらゆる職場ロボット、自動化、ＩｏＴを導入し、お客様
の企業価値向上に貢献します。

1806 株式会社セブン・イレブン-ジャパン

佐賀市

関東及び他県からの出張の際、九州佐賀国際空港を使用する様、すすめて
参ります

お客様に近くて便利なお店を感じて頂ける様、品揃え
の充実を行っております。

1807 清本運輸株式会社

武雄市

① 出張では出来るだけ九州佐賀国際空港を利用致します。
② 社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

当社は一般の荷物から重量物までの輸送を行ってい
ます。常に『安全第一』に、お客様にとって安心信頼で
きる運送会社を目指しております。

1808 旅館 平浜荘

太良町

九州佐賀国際空港を応援致します。

かにの宿 港町 平浜荘 かに・魚 卸売直営店 い
らっしゃ～い。

1809 旅館 鶴荘

太良町

自身、従業員、家族などに九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

竹崎かにと地酒の宿 鶴荘

1810 日本産業機械株式会社

東京都

佐賀工場との往来には、九州佐賀国際空港を利用します。

カタログにない機械づくり。
９割以上が受注生産。
お客様が満足できる製品及び装置をつくります。

1811 株式会社キーワードマーケティング

東京都

・東京本社から九州佐賀支社、九州佐賀支社から東京本社への出張の際に
は、九州佐賀国際空港を利用するよう促します。
・佐賀の素晴らしさを社内外に伝え、九州佐賀国際空港を利用しての旅行を
大いにお勧めします。

私たちは、良い広告、優れたマーケティングを創造し
続けます。それが人の人生を、社会をＨＡＰＰＹにする http://www.kwm.co.jp/
と信じているからです。

1812 秀島酒店

太良町

出張、研修で九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀県内の美味しいお酒を販売しています。

1813 竹崎観光ホテル 梅崎亭

太良町

カニで有名な竹崎・・・・・１年中食べられます。自然が
・首都圏、各県、外国からのお客様に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
いっぱいでたら竹崎温泉も有名です。宿泊、お食事ご
・出張や旅行等で利用し多くの人に勧めます。
利用できます。カニ料理といえば「梅崎亭」です

1814 株式会社 天翔

佐賀市

九州佐賀国際空港を100％利用します。

太良町

佐賀県及び九州佐賀国際空港の活性化の為に協力します。

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

1815

有限会社 Ｍ・Ｋサポート くすりの
マース

1816 佐藤自動車整備工場

発展する会社です。

お車の事ならおまかせ下さい。「車検整備・一般整備・
板金塗装」誠心誠意で対応します。各種、保険も取り
扱ってます。

http://www.sagaplant.co.jp

http://www.jim-ltd.com/
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1817 株式会社 セイブ

有田町

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。

磁器発祥の地有田でガイシの製造販売を行っていま
す。ガイシは電気を送るお手伝いをする製品で、セイ
ブのガイシは世界中で使われています。トヨタ自動車
九州様の指導でより効率的な生産マネジメントを進め
ています。

1818 大坪産業 株式会社

佐賀市

出張での利用空港を可能なかぎり、九州佐賀国際空港とします。
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。

「共存共栄」を企業理念として掲げ、行動指針として
「お客様と共に」・「社員と共に」・「地球環境と共に・」
「地域社会と共に」を実践し、毎年厳しくなる環境問題 http://ohtsubo-saga.co.jp
に取り組みながら人や環境にやさしい社会づくりを目
指しています。

1819 和多屋別荘

嬉野市

1.出張での九州佐賀国際空港の利用率を増加させます。
2.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。
3.海外からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
4.社員へ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。

日本三大美肌の湯嬉野温泉の源泉を持ち嬉野川河
畔、20,000坪の敷地に佇む和風旅館です。

1820 陣内歯科医院

佐賀市

・出張や旅行の際は、九州佐賀国際空港を発着する便の利用100％を目指し
ます。
・東京方面へ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。
・社員の東京等への出張や旅行には、九州
佐賀国際空港を利用します。

開業75年、地域に密着して患者さんへ、歯科医療を通
して口腔の健康の獲得・維持・情報提供を行い、生活
を幸せにし、今日ここへ着てよかったと思われることを
目指しています。

1821 有限会社 原野製茶本舗

広川町

出張での九州佐賀国際空港の利用を増やします。

福岡県八女にて、八女茶の製造・販売をしています。
屋号「茶の葉堂」で直販しており、全国に奥八女茶と、 www.chanohado.com
茶菓子をお届け致します。

・東京出張に利用します。
・海外旅行も九州佐賀国際空港から行きます。

「美しく、さらに美しくよみがえる」が、わが社のテー
マ。美肌づくりを追求しています。

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。

1824 大同メタル佐賀 株式会社

武雄市

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。

名古屋市に本社を置く、大同メタル工業㈱の合金素材
製造工場として２０１５年４月に設立。「佐賀から世界
品質のバイメタルを創り出そう」

1825 千曲荘

佐賀市

千曲荘は、九州佐賀国際空港のお客様を笑顔でお迎えいたします！！

川のせせらぎを聞きながら、ゆっくりした時間を過ごし
ていただき、地元食材を使い、お客様が笑顔になれる
お食事をご提供いたします。心の故郷に帰って来たよ
うなどこか懐しい宿へお越し下さい。

1826 昭栄化学工業 株式会社

鳥栖市

従業員および来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を呼びかけます！

独創的な開発力と製造技術による、高度で多様な
ユーザーニーズに迅速かつ的確に対応した電子材料 http://www.shoeichem.co.jp
及び関連素材の開発、・生産

1827 お宿 夢千鳥

佐賀市

九州佐賀国際空港を応援します。

ぬる湯でラドン豊富な熊の川温泉にある小さなお宿で
す。

1828 株式会社 宮崎運輸

太良町

国内は100％九州佐賀国際空港を利用しています

佐賀県で収穫した野菜や果物を低温で全国各地へ

1829 有限会社 海人

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。

「お客様に夢をあたえましょう」を合言葉に、毎日元気
http://uminchu.jpn.com
いっぱいで営業しています。

佐賀市

社員（職員）方や、来訪者の方に、九州佐賀国際空港の利用を推進します。

「一生に一度は味わって頂きたい、鶴が見つけた秘湯
の湯」2200年前からの歴史ある古湯温泉、様々な伝
説、伝統を守りつつ、新しい地域へと生まれ変わろうと
している中、「鶴の恩返し よみがえりの宿 鶴霊泉」
kakureisen.com
も3年計画のリニューアルを終え、お部屋7室と大浴場
（天然砂風呂）が新しくよみがえりました。記念日、お
祝いなどあなたの大切な方への恩返しの場所にご利
用くださいませ。

1831 旅館 杉乃家

佐賀市

九州佐賀国際空港を応援します。

古湯温泉郷を見渡せる高台に建った宿。

1832 ホテルビアントス

鳥栖市

海外からの来訪者への九州佐賀国際空港の案内を積極的に勧めて行きま
す。

交通の要所で、運送関係企業様や海外からのお客様
http://www
が九州観光の中継地として多く利用頂いています。

1833 有限会社 川下建設

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

地域に貢献できる会社を目指しています。

1822 パリ―化粧品

1823

1830

福岡県教職員組合柳川・みやま支
部

鶴の恩返し よみがえりの宿 鶴霊
泉

久留米市

info@furuyu-suginoya.com
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1834 株式会社 夜灯見荘

1835

専門学校 久留米リハビリテーショ
ン学院

1836 有限会社 ジェイキャスティング

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

太良町

九州佐賀国際空港を応援します。

竹崎カニを主体に食する温泉で海鮮料理旅館

http://www.takezakikani.com

広川町

・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。
・出張での九州佐賀国際空港の利用を検討します。

「くるリハには4つの強みがあります」
・医療法人立の専門学校
・少人数、2学科、4年制
・良好な教育環境
・e-shoolによる学習システム

http://www.kurumereha.ac.jp

久留米市 周囲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。

パーティ、イベントの企画・スタッフ請負、MCマナー講
http://j-casting.area9.jp
演会

1837 キーコーヒー株式会社九州工場

鳥栖市

・東京方面への出張に関しては、可能な限り、九州佐賀国際空港の利用を検 当社は、レギュラーコーヒーの製造を通じてお客様に
討します。
・社内の掲示板に、九州佐賀国際空港利用促進のPRポス
品質で選ばれ、選んでいただいたお客様に満足でお
http://www.keycoffee.co.jp/
ターを掲示し、九州佐賀国際空港利用促進を図ります。
応えする人々の心を満たし続ける企業を常に目指し
ています。

1838 株式会社 江頭建設

佐賀市

・九州佐賀国際空港を、引き続き原則100％利用継続いたします。
・社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用するよう努めます。
・社員のプライベートな空の旅にも、九州佐賀国際空港を積極的に推奨しま
す。
・九州佐賀国際空港発着の旅を、筑後地域の方へも積極的
にご案内します。

1839 吉野ヶ里観光タクシー有限会社

1840 株式会社ヴィタスティーレ

1841 株式会社中原電工

吉野ヶ里町

大川市

当社は総合建設業として、地域社会の未来を考え、人
と自然にやさしい環境を作りあげる技術とサービスを
提供していきます。顧客と時代のニーズに、常に新しく
的確に対応し、未来志向の企業を目指します。

リムジンタクシー運行事業者として、九州佐賀国際空港の利用推進に努めて 365日24時間、地域の足として、いつでも、どこでも、ど
まいります。
ちらまでも、お客様に安全と安心を提供いたします。

・九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪者に九州佐賀国際空港を勧めます。

みやま市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

家具と雑貨を販売しています。ご要望に応じて、お好
みの家具をお探し致します。アウトレット商品もありま
す。

「時代を結ぶネットワーク」
刻々と変化する現代都市空間に複雑な回線を設置
し、暮らしを豊かにしていくのが私たちの仕事です。同 http://nakaharadenko.com
時に企業と個人・都市と地域を結びつける新たなる役
割を担います。

1842 有限会社 基山タクシー

基山町

地域のお客様に、リムジンタクシーサービスのPRに努めます。

24時間、いつでも、どこでも、安全に目的地までお送り
致します。

1843 鳥栖倉庫 株式会社

鳥栖市

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。

お客様の物流業務の効率化を、”物流一貫システム
（3PL）”として受託運営いたします。

1844 富士ビラ 山華の正

佐賀市

佐賀市を元気づける為、佐賀市の奥座敷。古湯温泉へのお客様を導く為に
は、九州佐賀国際空港の利用客の増大が欠かせません。更にはアジアのお 四季折々に心癒され、流れるのは上質な時間と空間
http://www.anem.co.jp/fuji/
客様、日本のお客様にもっと佐賀の魅力を知っていただく為にも、空港の更な の提供
る利用をすすめる事が必要です。

1845 旅館 大和屋

佐賀市

楽しめる温泉宿、声の届く温泉宿をモットーに、6尺酒
私達は、関東圏への出張や私的利用時はもちろんの事、佐賀への旅行を誘
樽風呂、エステルーム、佐賀の焼酎、梅酒が吞み放
導する為に、九州佐賀国際空港の利便性の良さを、HPやWebサイト等でPRす
題の焼酎バー、バラ風呂、胡蝶蘭風呂、レコードの聴
る事を宣言します！！
ける喫茶などを展開中。

佐賀市

・本部（東京）会議出席時の九州佐賀国際空港利用率を100％にします。
・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（アピール）
します。
・本部会議（東京）等の折に佐賀の魅
力を積極的にPRして、来県される方を増やし、九州佐賀国際空港利用を推進
します。

【平成4年 厚生労働大臣指定法人】
当センターでは、介護労働者の福祉の増進と魅力あ
る職場づくりをめざして、雇用管理の改善、能力開発・
向上及び介護労働者の適正な需給調整のための援 http://www.kaigo-center.or.jp/
助などを通じ、介護労働の重要性の認識と介護労働
者の意識の向上を醸成するなど、さまざまな支援事業
を実施しています。

1847 やよいがおか鹿毛病院

鳥栖市

・来訪者の方に、九州佐賀国際空港の利用をすすめます。
・出張や旅行は、九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進します。

平成30年1月きやま鹿毛病院と合併し1つの病院とな
http://kagehospital.or.jp
り、地域の皆様の健康を支えてまいります。

1848 ウェル後見ネット太田尾オフィス

茨城県

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1849 有限会社 センターサービス

佐賀市

九州佐賀国際空港を応援します。

1850 ケーブルワン白石営業所

白石町

出張での九州佐賀国際空港利用率を60％から80％に引き上げます。

1846

公益財団法人 介護労働安定セン
ター佐賀支所

http://wwww.tosusouko.co.jp

武雄、杵島地区でケーブルテレビ、インターネット電話
サービス事業を行っています。地域のため、ケーブル http://www.cableone.ne.jp/
テレビができることを全力投球！
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1851 株式会社 西圧

鳥栖市

油・空・水圧機器を中心に設計、製造、販売を行って
いる会社です。地方の小さな会社ですが、日本全国の
出張や社員のプライベートでの利用等で、積極的に活用していきたいと思いま みならず海外にもお客様のお役に立てる製品を開発、
http://www.nishiatsu.co.jp
す。
販売しております。現状に満足せず日々、進歩・前進
する事を常に頭に入れながら様々な事に挑戦してい
る会社です。

1852 鳥栖三養基医師会

鳥栖市

九州佐賀国際空港の利用に努めます。

1853 ユニティデザイン株式会社

佐賀市

出張での九州佐賀国際空港の利用率を60%から80％にします。

1854 蘇州瑞福龍電子有限公司

中国江蘇省

佐賀と東京の2拠点で活動する設計事務所です。

http://www.unitydesign.jp

・出張時における中国～九州地区往復には九州佐賀国際空港を積極的に利
用します。
美容・健康・安全安心をキーワードに九州産の食品・
・中国から九州地区へ旅行される中国の方に九州佐賀国際空港の利用を薦 衣類製品王を中国の方々に紹介しています。
めていきます。

佐賀市

東京方面から来訪されるお客様へ九州佐賀国際空港を積極的にご案内いた
します。

東京都

首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港利用を勧めます。
出張又は帰省に利用します。

2019年に会社設立140年を迎えます。140年の歴史で
培ったモノづくりの商品を銀座ショールームにて展示 http://wwwkoransha.co.jp
販売しています。

1857 自治労佐賀県本部

佐賀市

東京方面の出張において九州佐賀国際空港利用率１０％UPをめざします。
加盟組織に対し九州佐賀国際空港利用をすすめます。

賃金・労働条件の維持改善という労働組合の本来任
務とあわせて、健全な市民社会のための公共サービ
ス拡大と質の向上、自治・分権改革の進展をめざして
います。

1858 佐賀月星株式会社

佐賀市

九州佐賀国際空港を応援します。

鳥栖市

コカ・コーラウエストグループは飲料を通じて価値ある
プライベート旅行、出張等の場合は、九州佐賀国際空港の利用をご案内しま 「商品・サービス」を提供することで、お客様のHAPPY
す。
でいきいきとしたライフスタイルと持続可能な社会の
発展に貢献していきます。

佐賀市

関東方面への出張は、可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。

基山町

来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

1862 株式会社横尾土木

佐賀市

出張では必ず九州佐賀国際空港を利用します。
来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
お土産品の購入は九州佐賀国際空港の販売店を利用します。

私ども、横尾土木は地域密着型をめざし、信頼を高め
地域社会に貢献できる会社を目指しています。

1863 自治労佐賀県本部書記労働組合

佐賀市

東京への出張の際は九州佐賀国際空港を利用します。

働きやすい職場作りを目指して頑張っています。

1864 古賀電機(株)九州営業所

鳥栖市

本社よりの出張に九州佐賀国際空港利用を勧めます。

半導体装置その他の樹脂専門部品加工メーカーで
す。東京、上海に工場拠点を置き、中国、国内へお客
www.kogadenki.co.jp
様に満足していただける『樹脂部品』をご提供させて
いただいております。

1855 株式会社 炭化

1856

1859

株式会社 香蘭社 銀座ショールー
ム

コカ・コーラウエストプロダクツ株式
会社鳥栖工場

1860 株式会社スイソサム

1861

コカ・コーラウエストプロダクツ株式
会社基山工場

1865 伊藤ハムウエスト(株)

三養基郡 佐賀にお世話になって満50年。地元の空港として応援します。

http://tanka-eco.info/

水素関連製品の製造・販売を行うメーカーです。健康
的で新しいライフスタイルを提案してまいります。製品
http://suisosum.co.jp/
やサービスから新しい価値を創造し、豊かな社会の実
現に貢献します。

安心・安全で高品質な商品、お客様にご満足いただけ
http://www.itoham.co.jp
るサービスを提供し続けます。

1866 佐賀県地域生活定着支援センター

佐賀市

・出張などで他県へ移動する際に九州佐賀国際空港を利用することを宣言し
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ることを宣言しま
す。

高齢や傷害などの理由で支援が必要な刑余者に対し
出所後直ちに福祉サービスの利用ができるよう調整
を行い地域生活が送れるよう各関係機関と連携し福
祉的な支援を行っていきます。

1867 風がささやく離れの宿 山あかり

佐賀市

私達は佐賀空港を応援しています！！

おかえりなさい。こだまの郷山あかりへ
当館は全6棟すべて客室露天付の離れのお宿です。
露天風呂にゆっくり浸かりながら日頃の疲れを癒しに http://www.yamaakari.com/
来てみませんか？皆様のお越しを心よりお待ち致して
おります。

No

事業所名

1868 東京家旅館

所在地

佐賀市

宣言内容

事業所ＰＲ

・出張での九州佐賀国際空港の利用。
・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。

東京家の温泉はアルカリ性単純温泉で、湯温38℃と
ぬるめ。薄めず沸かさず循環せずの源泉かけ流しの
お風呂で、ゆっくりとおくつろぎください。

URL

1869 レグナテック株式会社

佐賀市

・九州佐賀国際空港での利用率を社内を上げて取り組みます。
国内線（関東）100％を目指します。国際線30％→60％を目指します。

上質な素材にこだわり、開発から製造まで一貫した安
心の国内生産体制により、小ロットから大口の注文ま
で対応可能です。
独自の多品種変量生産を活かした信頼と高品質の家
http:www.legnatec.co.jp/
具づくり行っています。家具をつくることは、人々の生
活を創ることです。国内にとどまらず、成果に向けても
活躍できるそんな夢のある家具産地、企業づくりを目
指しています。

1870 うれしの お茶ちゃ村

佐賀市

観光営業で台湾は行っております。
今後、佐賀～台湾便が開設されたら、応援したいと思います。

日本茶のふる里「嬉野」で茶畑に囲まれた大自然いっ
ぱいの中で工場見学 うれしのお茶ちゃ村へ

1871 いきいき唐津株式会社

唐津市

私たちは、九州佐賀国際空港を応援します！

私達「いきいき唐津㈱」は、歩きたくなる・暮らしたくな
る、50年後、100年後も色あせない心豊かな唐津を目 http://ikiiki-karatsu.jp
指、す佐賀県唐津市にある、まちづくり会社です。

1872 つかさ旅館

佐賀市

お客様、親戚、友人等、訪問者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

小さな旅館なので、心温まるアットホームなサービス
に心がけています。ぬる湯で疲れを癒し、ゆっくりとく
つろげる和風の客室を用意しております。料理には特
に力を入れております。

佐賀市

・東京への出張は、九州佐賀国際空港の利用100%を目指します。
・首都圏からの来訪者へは、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。また、職
員および家族の旅行についても、利用に努めます。

JF共済は漁協を通じて、漁業者の「暮らしの保障」に
万全を 期すことを通じ、魅力ある漁村・地域づくりに
貢献しています。

1874 ボスコ・モト鳥栖店

鳥栖市

社内出張における「東京―福岡」間の利用を、九州佐賀国際空港の利用も増 イタリアのオートバイウェアブランド「ベリック」「アレン
www.bosco-moto.com
やしていきます。
ネス」の直営店です。九州エリア唯一のショップです。

1875 合資会社 基山商店

基山町

出張の時など、できるだけ九州佐賀国際空港を使うようにします。

小さな蔵ですが、心を込めて作っております。
世界へも発信中です。

1876 社会福祉法人 洞庵の園

鳥栖市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を0％から30％にします。
・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。

軽費老人ホーム、グループホーム、小規模多機能、介
護付き有料老人ホームSORAが同一敷地内にありま
http://www.douan.or.jo/
す。選べるサービス、選べる費用負担、選べる生活援
助施設をご提供します。

1877 プラザホテル鳥栖

鳥栖市

社員のプライベート旅行時は、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

お仕事の方も、ご旅行の方も、心よりくつろいで頂ける
ような、アットホームなホテルを目指しております。

1878 合同会社むつごろう商店

佐賀市

佐賀発の出張（関東方面のみ）の場合は、原則、九州佐賀国際空港を利用し 国内外のネットワークを生かし、インドネシア産木材を
http://www.saga-genki.jp/
ます。
中心に「多品種少量小ロット」の注文に対応します。

1879 佐賀県農業共済組合連合会

佐賀市

九州佐賀国際空港をマイエアポートとして積極的に利用します。

1880 佐賀県漁業共済組合

佐賀市

東京方面の出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1881 株式会社ブリヂストン佐賀工場

上峰町

関東方面への帰省等に対し、九州佐賀国際空港の利用を積極的にPRしま
す。

1873

全国共済水産業協同組合連合会
九州事業本部佐賀支店

kihotsuru.com

NOSAI（農業共済）は台風や例外、干害等の災害によ
http://wwwnosai-saga.or.jp/
農作物への損害、生産財としての家畜のし

タイヤの強度を支える重要な部材であるスチールコー
ドを生産しています。トラック、バス、工業用ダンプ、航 http://www.bridgestone.co.jp
空機など様々な当社のタイヤに使われています。

1882 株式会社大幸商事

当社の成り立ちとしましては、祖父の代から数えます
と、私で3代目となります。昨今、老舗といわれる企業
が、古い体質のまま、この厳しい時代に適応できず
に、廃業や倒産という形で姿を消しております。老舗
であるという誇りそして、先代までが培ってきた「信頼」
を失うことなく、更なる事業の発展に邁進させて頂いて
おります。50年以上営業を続けさせていただいている
東京出張時には、佐賀空港の利用を原則100%利用することを宣言します。首 のは、その時々の情勢をしっかりと把握し、お客様の
大牟田市
http://www.taikouo-s.com
都圏からの訪問者に、佐賀空港の利用を勧めます。
ニーズを先取りできるよう心掛けている事と、様々な
情報を少しでも早く察知し、そしてその情報を必要な
方へスピーディーに行ってきたからだとも考えておりま
す。もちろん、「どこの不動産会社でも出来る仕事」か
ら、「当社でなければ」とご用命いただけるような仕事
が出来るようにしたいと考えております。これからも、
60年そして、100年以上経っても、お客様から必要と思
われる会社にしたいと考えております。

1883 株式会社ＣＲＣＣメディア

久留米市 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。

弊社くーみんテレビは地域の少年野球、ジュニアバ
レーボール、ミニバスケットボールの取材に力を入れ、
http://www.kumin.ne.jp
コミュニティチャンネル（くーみんチャンネル）の放送を
通して子供達の元気な姿を皆様にお届けしています。

No

事業所名

1884 上海稲承教育科技公司

1885 株式会社江頭エーザイ

所在地

宣言内容

1..新規事業として、年に数回、上海から佐賀へ、九州佐賀国際空港を利用し
たツアーを計画します。
2.弊社の職員が九州に出張するときは、九州佐賀国際空港を利用するように
中国上海市
努めます。
3.弊社のお客さんが九州に旅行すときは、九州佐賀国際空港を利用するよう
薦めます。

大川市

事業所ＰＲ

URL

上海にある語学学校を中心とした会社で、日本語や
英語教育等に取り組んでいます。1017年から新しく、
上海のお客さんを連れて、佐賀勧興や日本文化体
httｐ://www.dodoscs.com
験、佐賀県民との交流等を目的としたツアーを開始し
ました。

・九州佐賀国際空港の利用率を90%以上にします。
・東京方面からの訪問者に九州佐賀国際空港の利用を積極的に勧めます。

地域のお客様の健康と美容の相談ステーション

httｐ://www.egashira-e.com

1886 NPO法人高遊外売茶翁顕彰会

佐賀市

・肥前通仙亭には、外国よりツアー客が多数来館しています。NPO法人高遊
外売茶翁顕彰会は、九州佐賀国際空港を活用します。

佐賀出身煎茶の祖、売茶翁を発信する情報館です。
嬉野茶、有田焼、シュガーロードの菓子と共に売茶翁 httｐ://www.kouyugaibaisao.com
を発信する館です。

1887 株式会社アグリ

佐賀市

社用事は極力九州佐賀国際空港を利用します。

エネルギー、農産を主力に事業展開しております。

1888 株式会社 リョーサン

鳥栖市

出張の際は、九州佐賀国際空港を利用するようにします。

半導体・電子部品の購入の際は、お声掛けください。 httｐ://www.ryosan.co.jp

当校に来校される方へ九州佐賀国際空港の案内・紹介を行っていきます。

ライセンスは夢につながっている。運転免許は一生使
う宝物。スタートは南鳥栖から！！
httｐ://www.minamitosu.gr.jp
公安委員会指定技能試験免除、運行管理者講習他、
各種企業研修等承ります。

九州佐賀国際空港の利用を推進します。

「笑顔あふれる元気な地域密着企業」を目指します。

本社と佐賀事業所との往来には九州佐賀国際空港を利用します。

サスティナブル・テクノロジーは、チタニアが造り出す
「電荷成形・静電反撥」技術を通じて社会に貢献する
研究開発型企業です。

1889

鹿島興産株式会社 南鳥栖自動車
鳥栖市
学院

1890 喜多村石油株式会社

1891

久留米市

サスティナブル・テクノロジー株式会
東京都
社

1892 有限会社 パルツアーズ

1893 株式会社ミツセ

1894 株式会社松田家具 埼玉営業所

神奈川県 九州佐賀国際空港利用促進

白石町

埼玉県

httｐ://www.sit-jp.com/

佐賀旅行の際はお声をかけて下さい。

福岡空港利用を控え、九州佐賀国際空港をメインで利用します。

佐賀平野で育ったおいしい玉葱を、全国へとお届けし
httｐ://www.mituse.co.jp/
ます。

営業所・本社間の移動には、九州佐賀国際空港の利用を優先します。
大川での展示会の際、お取引先へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

私達は、仕事に誇りを持ち家具づくりを通じて、豊かな
環境づくりに奉仕します。

1895 唐津第一ホテル

唐津市

ホテルご利用のお客様に、佐賀空港の利用を勧めます。

唐津市内の中心部に位置し、ビジネス・観光に最適な
ホテル。1日のスタートをサポートする朝食サービスを httｐ://www.kugimoto.co.jp
無料でご用意！

1896 株式会社クレール・ド・銀月

みやき町

・出張での東京方面の時は、九州佐賀国際空港の利用を宣言します。
・社員にも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。

四季折々の新鮮なフルーツや木の実を使ってまごころ
httｐ:www.gingetsu.jp
を込めて作ったお菓子を販売しています。

1897 唐津第一ホテルリベール

唐津市

ホテルご利用のお客様に、佐賀空港の利用を勧めます。

ビジネスで訪れて、リゾート気分に浸れるリバーサイド
httｐ://www.kugimoto.co.jp
ホテル。宿泊者専用の大浴場を完備！

1898 在上海佐賀県人会

日本往復便につき３０％を目処に利用します。
所属員の各母体企業に対して利用増を提言します。
中国内関係者（所属員会社中国人を含む）に佐賀訪問及び空港利用を提案し
中国上海市
ます。
佐賀在住の親族縁者、知人友人に対し佐賀空港利用の中国訪問を提案しま
す

1899 森永デザート株式会社

鳥栖市

1900

上海在住佐賀県出身者や関係者の集まり。現在約４
０人前後の登録者数。年間１０～１２回程度の定期会
合や同好の集まりを持ち親睦を深めています。常時
新規参加者大募集中。

私たちは“おいしく、たのしく、すこやかに”をビジョン
社員の出張での九州佐賀国際空港の利用を勧め、定期的にＰＲに努めます。
（基本理念）に、冷菓の製造を通して、価値と感動をお
プライベート旅行では、九州佐賀国際空港の利用を案内します。
届けし、社会に貢献できる企業を目指します。

九州方面への出張においては無条件で佐賀空港を利用し、九州方面からの
日系で唯一中国政府の批准を受けた、合同能源管理
上海清環環保科技有限公司（ＳＴＥ
顧客にも佐賀空港を利用し上海に来ていただけるよう勧めます。
中国上海市
サービス企業であり、環境治理第三方サービス企業 www.ｓteｃo.aｓia
ＣＯ）
また、佐賀空港の国際化に向けてのアピール、協力など発展に積極参与いた
です。中国の環境問題解決に取り組んでいます。
します。

