マイエアポート宣言事業所 一覧
No

2101

事業所名

株式会社 日工あかね工業 佐賀
出張所

2102 医療法人 正和会

2103

有限会社エムアンドアールメディカ
ル

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

佐賀市

社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀市

東京出張の際は積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

医療と介護の連携を図り地域包括ケアを推進して参り
ます。

佐賀市

東京出張の際は積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

住宅型老人ホーム、通所サービス、居宅介護支援事
業を中心に地域の介護に貢献して参ります。

URL

http://www.shida-hp.com

2104 有限会社 今村鉄工所

みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2105 モロフジ株式会社

みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

ポリ袋・不織布バック・保冷袋のことならお任せくださ
い。
海外自社工場での一貫生産のため、「短納期」「高品
質」「小ロット対応」できます。

http://www.morofuji.net

みやき町 首都圏からの来訪者に九州佐賀湖億歳空港の利用を勧めます。

通念を通して、美味しい有機野菜を、無農薬で栽培し
販売しています。

info@saganvege.com

https://www.kuroki-nouen.com

2106

農業生産法人 株式会社サガンベ
ジ

imamura-metal-works.com

2107 黒木農園

白石町

・九州佐賀国際空港の利用を90％にします。
・東京からの来訪者に利用を勧めます。

おいしいれんこんを首都圏に販売しています。

2108 川田食品

鹿島市

九州佐賀国際空港を使用します。

有明海海産物の珍味製造販売してます。

2109 有限会社 創菓苑

佐賀市

九州佐賀国際空港をできるだけ使うぞ！

地元の材料を使ってお菓子を作っています。
地産地消がアピールポイントです。

2110 六田竹輪蒲鉾企業組合

みやき町 出張での九州佐賀国際空港の利用率を50%～80%にします。

http://annanookarimoho.hishaku.com

創業明治20年
お客さまのえがおにささえられ
6ta-kamaboko.com
お客様のニーズに答えられる商品づくりを目指してい
ます

2111 株式会社みろくや秀麺工房

上峰町

九州佐賀国際空港をできるだけ使用します

九州の旅ラーメンん
無添加の和風だしラーメン

http://www.mirokuyashumen.net/

2112 えがちゃん農園

佐賀市

出張時、九州佐賀国際空港の利用率を100％を目指す。

独自の栽培方法で育てるはねにんにくを使った加工
品などオリジナル色の強い商品を開発

http://egachan-nouen.com

小城市

・出張では九州佐賀国際空港を使います。
・東京からのお客様に利用を勧めます。

・小城鍋島家Tenという古民家カフェをやってます。ぜ
ひ、140～150年の古民家へどうぞ!!

2114 株式会社エヌ・エフ・ティ 熊本工場

南関町

基本方針：常に一歩先のモノづくりに取り組む魅力あ
熊本、大牟田、佐賀近辺の従業員で、出発や到着時刻が、希望する便がある る会社
場合は、積極的に九州佐賀国際空港を使用します。
半導体封止用の金型・装置及び、その周辺機器の製
造・販売

www.nft-g.co.jp

2115 グッドタイムホーム15・昇開橋

佐賀市

①首都圏在住のご家族様に、九州佐賀国際空港を利用して頂くよう声かけ致 自由と安心の暮らしを提供する”グッドタイムホーム昇
します。
開橋”60歳以上であればご入居できるホテルのような
②職員及び家族の旅行に、九州佐賀国際空港を利用します。
高齢者住宅です。

http://goodtimehome-shokaikyo.com

2116 株式会社 アオキ

八女市

ご来店のお客様へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
会社・個人等の九州佐賀国際空港利用をこころがけます。

居酒屋八蔵・パスタの王様・（焼き鳥の極み）とり源な
どの飲食店を展開する地域密着型のローカルチェー
ン店です。佐賀県には、鳥栖と吉野ケ里にお店があり
ます。３世代でご利用できる飲食店です。

http://www.yagura-jidori.com

2117 角味噌醤油

武雄市

・東京への出張で九州佐賀国際空港を必ず利用します。
・首都圏からのお客様に九州佐賀国際空港を勧めます。
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

江戸時代（寛延３年）、糀・もやし処として創業以来、大
正３年に味噌醸造を手がけるようになりました。その
後まもなく、醤油醸造を手がけ、現在では加工食品、
調味料の製造販売元としても皆様にご愛顧頂いてお
ります。

http://narusemiso.jp/

・東京への出張（研修）は、原則全て九州佐賀国際空港発着便を利用する。
・社員・またその家族にも九州佐賀国際空港の利用を積極的に働きかける。

創業４０年、新鮮なホルモンを吉野ケ里から全国へ！

http://www.mitahoru.jp/

2113

一般社団法人 文化芸術の泉
アール・フォンテヌ

2118 三田川ホルモン専門店

吉野ヶ里町

http://fontenu.net
http://ogi-nabeshima.com

No

事業所名

2119

軽費老人ホーム おおかわケアハ
ウス

2120

ヤマエ久野株式会社 酒類大牟田
支店

所在地

大川市

宣言内容

・出張等での九州佐賀国際空港の利用率を５０％から８０％にします。
・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。

大牟田市 九州佐賀国際空港を積極的に利用いたします。

2122 株式会社 橋本製菓

南関町

九州佐賀国際空港を利用します。

2123 合同会社 KoKo'oLAB

大川市

スタッフの公用では、佐賀空港を積極的に利用します。
また、私的な旅行などでも積極的な利用を推進します。

事業所ＰＲ

入居者の皆様が、ご自宅にいるように心穏やにゆった
りとした生活を、スタッフ一同、心を込めたサービスを
提供させていただきます。

様々な障害をお持ちの方が本気で一般就労を目指す
手伝いをしている事業所です。

大牟田市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2125 株式会社 ヤマダ

久留米市

2126 唐津商工会議所

唐津市

唐津市と佐賀市の双方に要件のあるお客様に、片道の佐賀空港の利用を勧 地域経済の発展と和文化の風薫る街・唐津を目指し
めます。
ています。

2127 有料老人ホーム毎日元気ハウス

八女市

佐賀空港へのアクセスメリット、マイエアポートクラブ入会のメリットを伝えま
す。

毎日元気に生活して頂けるようにご入居者様に寄り
添った介護を心がけています。

2128 株式会社スリーエム保険企画

佐賀市

・首都圏への出張の際は原則として九州佐賀国際空港を利用します。
・首都圏からの来訪者には九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

保険を通じ、お客様のご家庭のお金を守るお手伝い
をしております。

2129

株式会社 シオガイ精機 九州事業
大牟田市 首都圏への出張時は、積極的に「九州佐賀国際空港」を利用します。
所

2130 三池物産株式会社

2131 ひだか歯科

大牟田市 九州佐賀国際空港を積極利用します。

http://okawa-ch.kouhoukai.org/

酒類卸売業における長年の実績と豊富な品揃えをも
とに、新しい提案を生み出し、業界の進化に貢献しま
す。

2124 自見産業株式会社

・出張での九州佐賀国際空港の利用を推進します。
・取引関係各社へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

URL

http://www.jimi.co.jp

小麦粉、ミックス粉、米、乾麺、そして、電解水による
環境衛生機器を取り扱っています。“食”のおいしいと
安全をお手伝いします。

http://www.karatsu.or.jp/

小型マシニングっセンター４台、大型マシニングセン
ター１台保有し、金属加工を行っている。また、東南ア
ジア、中国からの仕入れ部品を当事業所で検査を行
い、万全の保証を行い客先へ納入。

http://www.shiogai.co.jp

私たち三池物産は１９４７年に福岡県大牟田市にて設
立された会社です。以来、数多くのお客様に産業機械
設備を販売して参りました。従来と同様に皆様方の暖
かいご支援を賜りたく心よりお願い申し上げます。

www.miike-bussan.co.jp

太良町

社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

優しいスタッフばかりです。

2132 介護老人保健施設 水郷苑

柳川市

介護の必要なご高齢者の尊厳を守り、安全に配慮し
ながら、在宅復帰・在宅生活の支援を行う施設です。
医師をはじめ、看護職・介護職・理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士・管理栄養士・介護支援専門員など
出張など首都圏への航空機利用の場合、九州佐賀国際空港の利用を促進し
多職種がチームで自立をお手伝い。看護やリハビリ
ます。
テーションをはじめとする医療サービス、入浴、食事、
排泄、レクリエーションなどの日常サービスを提供し
て、ご利用者の生きがいや楽しみの創出、一日も早い
在宅復帰を目指します。

2133 ケアサポートハウス大川

大川市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
又、来客者に対しPRしていきます。

５F、６F 高齢者優先住宅として入居者さまに親しまれ
ています。

2134 有限会社 篠原渓山

有田町

出張の際は、佐賀空港を利用します。
従業員に旅行の時は佐賀空港を利用することを薦めます。

有田焼窯元です。手描きにこだわり、料理が主役のう
つわづくりをモットーにしています。

2135 社会福祉法人 高邦福祉会 特別養

大川市

職員に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

ともに「笑顔」 ともに「想い」 ともに「つながり」
日々の生活の中で「笑顔」が絶えない、ぬくもりある暮
らしを支援します。一人ひとりの「想い」を尊重して、あ
なたが暮らしてきた時間をつないでいきます。人と人と
の「つながり」を大切にして、地域の中で暮らしを継続
できるように支援します。

2136 株式会社 栄城不動産鑑定事務所

佐賀市

社員の出張には九州佐賀国際空港を利用します。
社員の家族も九州佐賀国際空港を利用するように勧めます。
来客や友人の来佐にも九州佐賀国際空港を利用するように御願いします。

的確で迅速な不動産鑑定を心がけ、地域の発展と
人々に役立つ仕事をしていきます。

2137 株式会社 山口新建木材センター

佐賀市

出張には九州佐賀国際空港を利用します。
社員の家族にも利用をすすめます。
来客や友人の来佐に利用を促します。

地元の方々に住まいを通して家庭内事故防止に努め
ています

http://suigouen.kohoukai.or.jp/

https://www.keizan-shop.com

No

事業所名

2138 株式会社 富士商会

2139 有明カントリークラブ

所在地

大川市

宣言内容

関東方面への出張の際には、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

大牟田市 社員旅行や首都圏との往復には九州佐賀国際空港を利用します。

職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

2140 らいふサポートセンター柳川

柳川市

2141 株式会社 アドインパクト

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。
・首都圏への出張時は、九州佐賀国際空港を利用します。

2142 公益財団法人 さが緑の基金

佐賀市

東京方面の出張については、引き続き佐賀空港を利用します。
また、東京方面から来訪される方には佐賀空港利用を案内します。

事業所ＰＲ

鉄を通じて、お客様や地域に貢献します！

URL

http://www.fujishoukai.jp/

有明海を臨む絶好のロケーションとコースのアンジュ
レーションが、絶妙な戦略性の高いメンバーズゴルフ
場です。

ディサービスセンターりはらいふ.（老人ディサービスセ
ンター）
フィットネスクラブのようなイメージで気軽にご利用い
ただける、短時間型ディサービスです。
アップライフ（障害福祉サービス）
就労継続支援Ａ型の事業所です。

http://lsc-yanagawa.kouhoukai.org/

インパクトに残る広告でお客様をサポートいたします。

2143 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会 東京都

九州佐賀国際空港の良さをＰＲし利用を心掛け、推奨します。

共創価値 CSV の実現に向けて、「健康」「環境」
「コミュニティ」関連の課題解決に取り組んでいます。

2144 大川ライオンズクラブ

大川市

九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。

地域に密着したさまざまな活動を行う奉仕団体です。

2145 株式会社NF－X

東京都

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。

インターネット広告のオペレーションを行っています。
立ち上げメンバーを募集しています。

職員に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

療養から在宅医療まで一貫した充実の体制と環境で
患者さまとご家族を支えます。

http://mizuma.kouhoukai.or.jp/

採用と集客の新しい情報発信を創造するCIENS

https://ciens.jp

首都圏への出張時に佐賀空港を利用します。
また首都圏から佐賀への出張者に佐賀空港の利用を勧めます。

私たちは優れた製品とサービスを通じて、世界中の
人々の豊かで快適な住生活の未来に貢献していきま
す。

https://www.lixil.co.jp/

大牟田市 関東方面への出張の際には積極的に佐賀空港を利用するよう心がけます。

これまでにわたり培ってきた回転機械の仕上技術・技
能を主に、社会のお役に立てればと思います。機械や
機器の据付、
点検整備、回転機設備診断、安全弁等特殊弁の整備
等で
お困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。

http://seibu-kikou.jp

2146 医療法人社団高邦会 みずま高邦会 大木町

2147 CIENS株式会社

2148 株式会社LIXIL 佐賀住設営業所

2149 西部機工株式会社

久留米市 出張時、九州佐賀国際空港を優先的に利用することを宣言いたします。

佐賀市

・九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
2150 大正エム・ティー・シー株式会社 大牟大牟田市
・九州佐賀国際空港キャンペーン等、PR情報は社内掲示板で周知します。

私たちは医薬品原体のタウリンを製造しています。
タウリンには、私たちの身体や細胞を正常な状態に戻そうとする
作用があり、筋肉、脳、眼の網膜、心臓、肝臓に高い濃度で含ま
れています。胆汁酸の分泌を盛んにし、肝細胞の再生を促進、細
胞膜を安定化させ、肝臓の働きを助ける作用があります。又、腎
臓にも作用し、身体から塩分と水分を取り除くことで血液量を減ら
し、血圧の上昇を抑える効果があります。

2151 NPO法人 のんびらぁと

多久市

出張での九州佐賀国際空港の利用率を５０～８０％にいたします。

・障がいの方（子供から大人まで）の支援をしていま
す。
・就労の支援のためのレストラン（2ヶ所）の経営など、
地域に根ざした活動を通して、障がい者に対する理解
を深めてもらうよう努力しています。

2152 前田不動産鑑定事務所

佐賀市

私は、九州佐賀国際空港を利用します。

ふるさと佐賀で元気に頑張ります。

2153 日本政策金融公庫 佐賀支店

佐賀市

・出張の際は九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・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。

・日本公庫は、「一般の金融機関が行う金融を補完す
ること」を旨としつつ、国の中小企業・小規模事業者政
策や農林漁業政策等に基づき、法律や予算で決めら
れた範囲で金融機能を発揮している政策金融機関で
す。

2154 大川木材団地協同組合

大川市

・近くて便利な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。

2155 大家建築企画設計室

小城市

・出張・旅行には九州佐賀国際空港を利用する。
・家族にも利用を勧めます。
・来客・友人の来佐には利用を促進します。

建築工事における造成工事から建築までを
AE2159:AG2159全て設計管理を実施する。

https://www.ccbji.co.jp/

No

事業所名

所在地

宣言内容

2156 カドヤ株式会社 九州営業所

大川市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2157 株式会社MK総合研究所

佐賀市

・就航地への出張時には、先ず優先して九州佐賀国際空港を利用します。
四半世紀に及ぶ在京シンクタンク（三菱総研）時代に
・就航地周辺から御来社になるクライアント等には、最寄りの九州佐賀国際空 培ったノウハウと人脈を活かし、「五十而知天命」、郷
港の利用を推奨します。
里に戻り独立開業いたしました。

2158 佐賀県安全運転管理者協議会

佐賀市

会議等で佐賀空港を100％利用します。

2159 株式会社 徳一工業

大牟田市 国内の航空機移動は、九州佐賀国際空港を「マイエアポート」とします。

事業所ＰＲ

URL

交通安全の推進

環境衛生、機械式駐車設備の、設備等の製作・据付
け・修理を行っています。
住みよい未来へ、これからの仕事を手助けする企業
です。

2160 有限会社 トマト

大川市

私達事業所はツキ板、化粧合板の製造、販売をして
おります。
・首都圏出張での利用率を90％にします。
近年は首都圏の方に出荷する量が増え、首都圏に出
・中国出張時の利用率を上げます。
向く事が多くなっています。又、海外貿易にも力を入れ
・中国からの客人を九州佐賀国際空港を利用していただく様に呼びかけます。
る様になり、中国、韓国から来日される方も増えてい
（韓国）
ます。
今後は海外へ出向いていくことも多くなると考えてい

2161 公門税理士事務所

佐賀市

出張での九州佐賀国際空港の利用率を40％から60％にします。

2162 株式会社 ジョイックストラベル

神埼市

国際及び国内の旅行手配及び貸切バスによる旅行の
出張や旅行の際は九州佐賀国際空港を利用し、九州佐賀国際空港のPRを行い
手配も行っております。

www.joix.jp

2163 有限会社 ジョイックス交通

神埼市

出張や旅行の際は九州佐賀国際空港を利用します。

九州内及び関西・東海・関東地区への輸送を行ってお
ります。

www.joix.jp

2164 有限会社 ジョイックスシステム

神埼市

出張や旅行の際は九州佐賀国際空港を利用します。

新型ジャパンタクシーを導入して神埼市市内及び佐賀
市内でタクシー業を営んでおります。

www.joix.jp

当社は、キャッシュフロー経営を支援しています。

http://okawa-tomato.com

https://kumon-21.com

・首都圏からの来訪者、又は地元からの上京者の方々に佐賀空港利用をおす
2165 自由民主党福岡県第七選挙区支部 大牟田市 すめ致しま す。
・職員の出張には積極的に佐賀空港を利用します。

2166 古賀誠筑後誠山会

大牟田市 首都圏からの来訪者、又は地元からの上京者の方々に佐賀空港利用をおすすめ致します。

2167 株式会社 柳川合同トランスポート

柳川市

・出張等は、全社で佐賀空港利用を推進し、利用率90％以上を目指します。
・関東方面からのお客様へ佐賀空港利用を提案します。

柳川合同グループの輸送の中心として、各種車両を
用いて全国各地への輸送を展開しています。チャー
ター・混載・地場共配とグループのネットワークを生か
した輸送でお客様に安心していただける輸送サービス
を提供します。

http://www.ygu.co.jp

2168 株式会社 関東柳川合同

埼玉県

・出張等は、全社で佐賀空港利用を推進し、利用率90％以上を目指します。
・関東方面からのお客様へ佐賀空港利用を提案します。

YGグループの中で、関東圏のみならず、各拠点ネット
ワークを活かし関西・九州向けの輸送を担っていま
す。グループ全体でお客様に安心していただける輸送
サービスを提供します。

http://www.ygu.co.jp

2169 医療法人社団高邦会 有明総合ケア 柳川市

出張・研修・旅行の際は、積極的に佐賀空港を利用します！

住み慣れた地域社会において、その人らしい生活が
できるよう、様々な介護保険サービス提供していま
す。

http://ariake.kouhoukai.or.jp/

2171 医療法人 池田内科胃腸科医院

出張の際に九州佐賀国際空港を利用します。

地域に根ざした診療をおこなっています。

www.maruzen-kitchen.co.jp/maruch

www.kawashima-kinzoku.co.jp

多久市

2172 マル厨工業株式会社 九州工業

広川町

出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

マル厨工業株式会社はホテル、レストラン、学校給
食、外食チェーン、コンビニなど向けの業務用総合厨
房機器メーカーである株式会社マルゼンの製造子会
社として、「顧客第一主義」をモットーに、多様に変化
を続ける食文化に対応し「厨房機器」という面から、そ
の発展に寄与してきました。外食・中食産業の要望に
応えるべく、厨房機器の品質はもちろん、安全性や価
格面、短納期を実現するため、最新鋭の自動化生産
設備の導入によって多品種少量生産体制に努めてい
ます。

2173 川島金属株式会社 佐賀工場

鹿島市

・九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・お客様に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。

当社はカメラの鏡筒や自動車のエンジン内で使用さ
れる部品等、高精度な製品を得意としております。こ
れまでに培った知識や技術力、また若い従業員の力
を駆使し、常に成長する企業でありたいと考えており
ます。

No

事業所名

所在地

2174 株式会社 深海三龍堂

有田町

2175 inaho 株式会社

宣言内容

・利用率５０％～８０％
・駐車場の無料（長期利用）

神奈川県 来訪されるお客様に対し、積極的に九州佐賀国際空港をご案内します。

事業所ＰＲ

URL

・プロ業務用食器
・２０１６（社）海外デザイナーによる食器など取扱

農業県である佐賀県にて、より農業が発展していける
inaho.co
よう、収穫ロボットサービスを展開していきます。

2176 Ｕ．アソシエート株式会社

佐賀市

ひかり薬局は、佐賀県、熊本県にて調剤薬局を営ん
社内での出張・旅行などの発着地を、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 でおります。皆様の健康をサポート出来るよう、日々
思いやりの心を大事に励んでおります。

http://www.u-associate.com

2177 株式会社クーイング

佐賀市

サービス業のプロとして、皆様に癒し、安心、感動の３
社内での出張・旅行などの発着地を、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 つを提供し、地域に愛される「憩いの空間」を目指して
いきます。

http://tomozo.area9.jp/

2178 有限会社 中原設備

小城市

・九州佐賀国際空港の利用率を５０％から８０％に増加します。
お客様のニーズに応え、迅速で丁寧な工事を行いま
・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。
す。
・社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

2179 たけ屋

久留米市 関東等への出張の際には、積極的に佐賀空港を利用します。

昭和５６年創業の、うどんそば店です。こだわりの食材
を使用した店内での飲食物提供はもちろんのこと、物
販用商品も多数そろえており、国内外への外販にも力
を入れております。またインバウンド対策として国外か
らの観光客誘致のために、今後うど・そば打ち体験教
室も開催したいと考えています。

http://www.udon.today

平成２６年４月に全国４８番目に設立された聴覚に障
害のある方、また聞こえに不安のある方々への情報
提供施設です。
手話や文字など視覚的な情報を提供するほか、手話
通訳者、要約筆記者の養成や、聴こえと補聴器の相
談、手話、字幕入り映像の制作等を行っています。

http://saga-mimisapo.jp

2180 佐賀県聴覚障害者サポートセンター

佐賀市

・出張等の利用においては、九州佐賀国際空港の利用率を８０％にします。
・首都圏からの来訪者への利用を勧めます。

2181 浅川木工 株式会社

大川市

出張や帰省、旅行の際は積極的に利用します。

食器棚、書棚、サイドボード、ＴＶボード等を製造してい
ます。

2182 株式会社 インテリアアサカワ

大川市

出張の際は佐賀空港を積極的に利用します。

ダイニングボード、ダイニングテーブル、ＴＶボード等を
販売しています。

2183 株式会社 サガキザイ

佐賀市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を今までの倍にします。
足場工事専門業者として、地域Ｎｏ１を目指していま
・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。 す。

ashibaya@sagakizai.com

2184 A-noker株式会社

太良町

私たちは、佐賀空港を優先的に利用します。また、お
私たちは、佐賀空港を優先的に利用します。また、お客様にも利用して頂くよう促
客さまにも利用して頂くよう促していきます。

ando@a-noker.com

2185 株式会社 港工作所

大牟田市 出張での佐賀空港の利用率を０％から５０％にします。

各種工作機械を用いての、金属・非鉄金属の切削加
工を得意とする会社です。

www.syc-group.jp

2186 株式会社 山本商店

大牟田市 出張での佐賀空港の利用率を０％から５０％にします。

企業向けの各種一般産業機械部品の卸売業をいとな
んでおります。

www.syc-group.jp

2187 株式会社 山本製作所

2188

アルフレッサ株式会社福岡物流セ
ンター

荒尾市

出張での佐賀空港の利用率を０％から５０％にします。

www.syc-group.jp

久留米市 首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を案内します。

2189 株式会社 グラーツ・ランバー

大木町

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2190 株式会社 タケシタ

大木町

出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2191 共立機械製作所株式会社 荒尾工場 荒尾市

本社出張の際の利用率を１０％程度を目標とします。

国内外の原木の製材、販売、加工までを行います。
企業理念「皆様に木材で貢献する」

精密加工を得意とします。
アルミから、ステンレス、鉄、マグネシウムの加工も出
来ます。

http://www.ky-kikai.com

No

事業所名

所在地

宣言内容

自社出張の九州佐賀国際空港利用率１００％を目指す。
訪問者に九州佐賀国際空港利用推進をします。

創業時は林業、製材業からスタートし、現在は建設業
まで事業展開をしてまいりました。老舗木材屋が造る
木の家づくりを進め、間伐材、佐賀県産材を活用し地
球環境に貢献する。

首都圏へ、出張等の旅行をする時は、九州佐賀国際空港を１００％利用する
ことを目指します。

地域に密着して、中小企業の様々な課題（創業等支
援、事業計画作成支援、経営改善、事業継承、M＆
A、販路開拓・マーケティング、金融・財務等）の解決を
お手伝いします。

2192 株式会社 古賀木材センター

小城市

2193 にしだ中小企業診断士事務所

大牟田市

2194 株式会社 尾形養鯉場

久留米市 佐賀空港を積極的に利用します

2195 金納興業 株式会社

2196 マルヱ醤油 株式会社

柳川市

事業所ＰＲ

・出張で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。
・社員の個人旅行、家族旅行に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

みやま市 東京方面からの来訪者に、九州佐賀国際空港を積極的に案内します。

URL

弊社は１９７２年に、４０アールの敷地より個人経営と
してスタートし、その後事業拡大、錦鯉の品質向上に
努めてまいりました。１９８０年より錦鯉の輸出を始
め、現在ではアジア・北米・ヨーロッパ各国の十数カ国
へ輸出しています。

http://www.ogatakoi.com/

キンケイグループ金納興業株式会社は、大正１３年、
福岡県柳川市に本社を置き焼き麩製造販売から始ま
り、昭和平成と事業拡大し総合商社キンケイグループ
として成長いたしました。新鮮な卵の安定供給を目指
し、平成１０年にグレイティングパッキングセンターを設
置し飼料畜産部、グループ経営農場、GPセンター増
設の流れで、洗卵、選別、パック詰めまで一貫したシ
ステムで、毎日鮮度の高い卵を九州一円に出荷して
います。営業品目として、焼き麩、鶏卵、生麩、素麺、
砂糖、小麦粉、天ぷら粉、食用油、パン粉、大豆、雑
穀、飼料、牧草、肥料、鶏糞、澱粉、燃料などを販売し
ている会社です。

http://www.kanno-kogyo.com/

対象１０年創業。しょうゆ、みそをはじめ、たれ、つゆ、
ドレッシング、鍋スープ、他各種調味料を製造・販売し
ています。消費者ニーズに合った安全で安心な商品
の開発に取り組み、販路は地元はもとより全国に拡大
しています。

https://www.marue-shoyu.co.jp

2197 海浜館

唐津市

・出張（国内・海外）は、九州佐賀国際空港を使います。
・社員旅行は必ず九州佐賀国際空港を利用します。

唐津の虹ノ松原のなかにあるレストランの外に保育
園、幼稚園、ゴルフ練習場も有する。（そのほとんどを
次回から九州佐賀国際空港を利用する ）

2198 有限会社 荻島鉄工建設

柳川市

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。

地域に根ざして４０年

2199 合同会社 佐賀市漁村女性の会

佐賀市

・東京出張には１００％佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者には佐賀空港の利用を勧めます。
・社員へ佐賀空港利用を勧めます。

佐賀海苔の生産者の奥さんたちを中心に海苔の加
工・販売を行っている小さな手作り工房。おもに首都
圏中心に販路開拓をして佐賀海苔のPRに努めていま
す。

2200 有限会社 近藤篤商店

大木町

出張の際は、佐賀空港を積極的に使います。
従業員への佐賀空港の利用を勧めます。

