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409 (株)アグリス

八女市

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。

http://www.aglis.co.jp

704 (株)マルミツサンヨー

八女市

「出張利用 現在0%を30%に」を目指します。

国産原料にこだわった果実の缶詰やゼリーを作って
います。

http://www.marumitsu-sanyo.co.jp/

795 国光産業(株)

八女市

出張時に佐賀空港を利用してみます。

創業80年を迎えた九州最大のローソクメーカー。
最近では、抹茶キャンドルやケーキキャンドルなどの
http://www.kokkou.com/
本物そっくりのユニークな感動を与えるキャンドルを開
発している。

807 八女商工会議所

八女市

出張での有明佐賀空港の利用率を0％から50％を目指します。

商工業の振興と地域経済振興に活動しています。

八女市

現在、福岡空港100%利用を佐賀空港利用に変えていきたい。

1099 八女福島仏壇仏具協同組合

1100 (有)今里

八女市

http://www.yamecci.or.jp/

出張での有明佐賀空港の利用率を20%から50%にします。

創業明治40年から続く八女提灯の房と結びの専門
店。
現在は提灯の房だけではなく、ありとあらゆる房や結
http://www.e-fusa.com/
びを制作。
博多織の糸を使ったタッセルのアクセサリーもお作り
しています。

1110 (株)明治 九州工場

八女市

出張者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

株式会社 明治の最大の特徴は、幅広い商品をあら
ゆる年齢層のお客様に提供出来る事です。また、菓
子・乳業界のリーディングカンパニーとして、一層の存
在感を発揮すると共に、明治グループの食品会社とし http://www.meiji.co.jp/
て総合力を十分に発揮し、食の美味しさ・楽しさ・心身
両面での健康価値提供を通じて、お客様の生活充実
に貢献していきます。

1126 (株)主計物産

八女市

佐賀空港の積極的な利用に協力致します。

農産加工食品を取り扱っている会社です。
安全・信頼・安心をモットーに対応させて頂きます。

出張での有明佐賀空港の利用率をアップします。

(株)大石物産は設立40周年を迎えています。取扱商
品は、園芸用土、肥料、植木鉢、植物などです。「創業
http://www.ohishi-bs.co.jp/
40周年、有言実行！」の決意で、お客様に良い商品と
サービスを提供したいと思っております。

八女市

出張時には佐賀空港を積極的に利用するようにこころがけます。

はちみつ、はちみつ加工品、その他養蜂に関すること
をすべて扱っている会社です。
http://www.shoei-honey.co.jp/
お客様に安心、安全、安定したサービスと徹底したコ
ストパフォーマンスをご提供致します。

1166 ニコニコタクシー

八女市

福岡県筑後市、八女市、みやま市を中心に営業して
います。
・タクシーのお客様へ有明佐賀空港の利用を勧め、リムジンバス・無料駐車場
「新幹線筑後船小屋駅」「羽犬塚駅」にも待機中。
等空港ＰＲに努めます。
八女、瀬高、山川高速バス亭にも直でお迎え可能。
・社員、家族旅行で有明佐賀空港を利用します。
「今日のタクシーは感じがよかった」とお客様にニコニ
コしていただけるタクシー会社です。

1250 八女市

八女市

・職員への有明佐賀空港利用促進のための情報周知に努めます。
・時刻表の配布など来庁される方々への広報活動に努めます。

1361 (株)八女特殊和紙

八女市

1984年創業、九州唯一の販促用ポケットティッシュ製
東京出張時の起点空港を福岡空港から佐賀空港に変更いたします。それにと 造工場。また、酒瓶・菓子箱用などに使用する、ちぎり
もない、佐賀空港の利用率を20%から80%に引き上げます。なお、佐賀空港の 和紙の企画製造もおこなっております。地元製品・
http://www.yametokusyu.com
利用促進のために、関係企業・経営者などに周知をおこなってまいります。
サービスのＰＲに役立つよう、安定した良品のポケット
ティッシュ・ちぎり和紙を製造してまいります。

1426 株式会社中村製紙所

八女市

出張での有明佐賀空港の利用率を0％から30％にします。

和（なごみ）を創る紙屋
柔軟・迅速・安全・誠実

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

八女の中心地に位置し、観光・ビジネスに最適なホテ
ルです。屋上９階には展望風呂があり、足をのばして
http://yamegreenhotel.com/
お寛ぎいただけます。朝食無料、駐車場代無料（３ｔ以
上は有料）、館内Wi-Fi完備、全室VOD完備してます。

首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

シティホテル感覚の広い室内で快適な時間と空間を!!
和・洋朝食＆駐車場無料とたいへんお得♡♡
ホテル７階に直営の居酒屋「浜幸」を備え、八女の夜 http://www.avenue-group.jp/plaza/
景を眺めながらの食事・お酒は格別!!
宿泊者は食事代10％割引の特典あり。

1138 (株)大石物産

1156 (株)正栄

1546 有限会社八女グリーンホテル

1568 プラザホテルアベニュー

八女市

八女市

八女市

ふるさとの恵みを生かし
安心して心ゆたかに暮らせる
交流都市 八女

http://www.kazue-inc.com/

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

http://www.nakamurapaper.com/
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1578 タキロンポリマー株式会社

八女市

地元の佐賀空港を応援しています。

“プラスチック製品で、八女から世界へ”をスローガン
に頑張っています。

1588 川口金水園

八女市

出張での佐賀空港利用を社員共勧めます。

八女茶（奥八女茶）の専門店で、こだわりの茶を販売
http://kinsuien.com/
しています。

1592 株式会社古賀製茶本舗

八女市

首都圏、海外からの来訪者へ、有明佐賀空港の利用を勧めます。

八女茶を始め、九州のおいしいお茶を製造、販売して
https://www.koganoyamecha.co.jp/
おります。

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。

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。

1612 松鵜仏具店

八女市

https://www.takiron-p.co.jp/

http://yamebutsudan.or.jp/index.html

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
http://www.yamekandoucha.com/
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。

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

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。

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。

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。

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
http://www.hosp-yame.jp/
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。

1680 ユアーズ矯正歯科

八女市

・出張の際は利用させて頂きます。

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
http://www.yours-od.com/
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。

1690 野田製菓本舗

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。

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

1786 株式会社 中山吉祥園

八女市

利用時間があえば極力九州佐賀国際空港を利用します。

http://www.halal-tea.jp/

1671 公立八女総合病院企業団

http://www.santerra.jp/

http://www.yametya.com/

八女茶自園・自製・直売として営業しております。香味
http://www.yamecha.ecnet.jp/
新鮮な八女茶を御賞味下さい。

http://unoike.jp/index.htm

www.nodaseika.com
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1796 有限会社 橋村住設

八女市

社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

お客様に快適な水周り空間を提供していきたいと思っ
ております

1911 株式会社うなぎの寝床

八女市

出張の際の九州佐賀国際空港の利用率を5％にします。
来訪者に九州佐賀国際空港の良さを伝え、利用を勧めます。

福岡のモノを中心に、九州のものづくりを伝えるアンテ
httｐ://unagino-nedoko.net
ナショップを運営しています。

共生共感 共に生き、共に感謝
ほのぼのとあたたかい陽だまりの様な、ゆったりした
空間で一人ひとりの個性と自立を尊重し、利用者とス http://www.hidamarinosato.or.jp/
タッフが互いに感謝の気持ちを持ちながら、共に成長
してゆく生活の実現を目指します。

1916 社会福祉法人明和会陽だまりの里

八女市

出張の際、九州佐賀国際空港の利用率の向上に努めます。

1929 カワサキ機工株式会社

八女市

・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。

