
106 (株)西有田土木 有田町
・会社関係者などに有明佐賀空港の利用を推進します。
・出張などの際は有明佐賀空港の利用率を７０％以上にします。

「社会に貢献し、地域に根ざす建設業」をモットーに、
環境と人にやさしい、地域社会に愛される企業を目指
します。

147 (株)まるぶん 有田町
・社員の出張ならびに私的旅行の際は、有明佐賀空港を利用します。
・関東、関西の顧客の来有時には有明佐賀空港の利用を勧めます。

「器はエンターテインメント」をテーマに、究極のラーメ
ン鉢やＺＥＰＨＹＲシリーズなど、楽しい有田焼を提案し
ています。

http://www.marubun-arita.co.jp

157 (株)キハラ 有田町
出張での佐賀空港の利用率を５０％から８０％にします。

現代のライフスタイルにあうシンプルでスタイリッシュ
な有田焼をお届け致します。 http://www.e-kihara.co.jp

244 有田焼卸団地協同組合 有田町
・会員企業様を初め、組合及び組合員先に佐賀空港の利用促進をＰＲします。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

400年の伝統と技術を一堂に結集した「世界に誇る有
田焼ショッピングモール」が有田焼卸団地（有田陶磁
の里）です。日用食器、贈答品から営業用食器、高級
美術陶磁器に至るまで、23店舗が選びぬいた陶磁器
が勢揃い。
800台収容の駐車場、レストランも完備しております。

http://www.arita.gr.jp

252 肥前陶磁器商工協同組合 有田町
組合並びに組合員に有明佐賀空港利用を推進します。

佐賀、長崎両県下の陶磁器販売業者、製造業者の組
合です。商工の結束と融和を図り、伝統ある肥前陶磁
器の発展に努めています。

335 有田町 有田町

・職員出張時の有明佐賀空港の利用率の向上を図ります。
・首都圏、関西圏から本町への来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・職員に対し、有明佐賀空港マイエアポートクラブの入会を推奨します。

有田町は、日本の磁器発祥の地として発展してきまし
た。一方で棚田という特徴的な景観を持つ稲作地であ
り、「食」と「器」両方を堪能できます。
Ｇ．Ｗ．には「陶器市」が開催されますので、ぜひお越
しください。

http://www.town.arita.lg.jp

385 柿右衛門窯 有田町
有明佐賀空港利用率を１５％から３０％に増加します。

初代柿右衛門から約４００年もの間、柿右衛門の技術
と精神は絶えることなく代々受継がれ、現在の１４代
柿右衛門へと継承され、美しいものづくりに日々研鑚
しております。

http://www.kakiemon.co.jp/

439 ありた(株) 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
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。

http://www.aritadori.com

477 (株)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。

http://momota-touen.jp/

507 有田商工会議所 有田町
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます！ 有田町地域活性化の推進役

http://www.marugotoarita.jp/

914 藤井　錦彩窯 有田町
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。 有田焼美術工芸品を製造しております。

http://fqq.biz/

1004 岩尾磁器工業(株) 有田町
社員に東京方面利用の際には有明佐賀空港の利用を勧めます。

私共、岩尾磁器工業は化学工業や環境、景観など磁
器製品をお客様のご要望にあわせて製造販売する
オートクチュールメーカーです。
伝統的な有田焼の製造技術を生かし、地球環境浄化
と生活環境美化を目指し社会に貢献します。

http://www.iwao.co.jp/

1061 (株)藤正 有田町
出張での有明佐賀空港の利用を積極的に推進します。

有田焼の素晴らしさを日本中に広がる様、社員一丸と
なって頑張っています。 http://fujimasa.co.jp

1193 (有)APチャイナ 有田町
首都圏への出張を佐賀空港に変更し、利用を増やします。 機能性陶磁器の開発、製造をしています。

http://fuccino.jp/

1194 (株)山忠 有田町
首都圏への出張を佐賀空港に変更し、利用を増やします。

独自性のある機能性陶磁器の企画販売をしていま
す。

1331 (株)玉有 有田町
○上海出張や、ソウル出張には、佐賀空港発着便を利用します。
○首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

新たな陶磁器製品の開発で、新たな市場にチャレンジ
しています！ http://www.gyokuyu.jp/

1345 徳永陶磁器(株) 有田町

徳永陶磁器（株）は、中国及び東京に渡航する際は佐賀空港を利用します。
又、来社されるお客様に積極的に、佐賀空港及びリムジンタクシーの利便性
を発信します。

豊かな自然と、人情溢れる職人から作られる有田焼
を、現地に来て堪能してください。 http://kouraku.jp.net/
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1376 株式会社大慶 有田町
・有明佐賀空港利用率を10%から20%に増加します。
・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。

近年は、顧客のニーズに応え、自社オリジナルの機能
性に優れた製品の開発と販売に力を入れています。
これまでに複数の特許、意匠、商標を取得していま
す。

http://www.daikei-arita.jp

1538 株式会社丸兄商社 有田町
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
社員旅行や出張で有明佐賀空港を利用します。

有田焼のデパートとして一般品から美術品、営業用ま
で創業100年の会社です。
ロクロ・絵付け体験も出来る工房「敏右エ門窯」もござ
います。

http://www.maru-kei.com/index.html

1542 有限会社ヤマオ昭山堂 有田町

仕事上で移動するには、大変便利（早朝・格安）と言う事がありますが、これか
らは、まず空港といえば〔有明〕と言う様に。
そのためには、お客様に満足して頂くための土台作りが大切。
観光がかがやき、新しい観点でお迎えしなくてはいけないと思っています。
そのための準備が幅広く考えられるところありです。

有田町中心大通りにあり、緑の山々400年つづいた○
並みの中、今様の生活に合う有田焼が揃っており、当
店デザインオリジナルもあります。２Ｆには400年を物
語る古陶磁も揃っております。

1593 有限会社柳屋 有田町
出張の際、可能な限り佐賀空港を利用します。

有田焼匠の蔵シリーズ、モダンな家庭用食器、美術品
など、多数取り揃えております。 http://www.arita-yanagiya.com/

1595 有限会社マルヒロ 有田町
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ビジネス、プライベート両方での有明佐賀空港の利用回数を増やします。

波佐見焼の企画・販売をしています。
併設の直営店ではオリジナルの陶磁器ブランド、
HASAMI・馬場商店・ものはら・the placeや、地産品も
取り扱っております。

http://www.hasamiyaki.jp/hasami/

1596 有限会社佐賀ダンボール商会 有田町

「佐賀から全国へ！佐賀から世界へ！羽ばたこう　ふるさと佐賀を元気にする
ために！」
私は、その象徴が佐賀空港であると思います。
2016年は、有田焼創業400年です。
佐賀空港から世界へ飛び立ちましょう。

佐賀ダンボール商会は、有田焼を入れる箱を製造・販
売しています。そして近年、「世界中の人が喜ぶ、誰も
持っていない世界初！オンリーワン商品（品質No1）」
を販売しています。
今まで有田焼の万華鏡、万年筆、ボールペン、オル
ゴール、腕時計、そして８番目のガラスの中の美術館
「ミュゼグラス」を開発しました。
有田焼、佐賀錦、名尾和紙、肥前ビードロなど佐賀の
伝統工芸の皆さんと力合わせ世界に普及して参りま
す。
有田焼万年筆は、洞爺湖サミットで各国首脳に絶賛さ
れ、「ものづくり日本大賞・優秀賞」を受賞いたしまし
た。

http://www.arita-mangekyo.jp/index.html

1597 有限会社金照堂 有田町
東京方面への出張の利用率を20％から40％以上に増加します。

「魅力ある日本のおみやげコンテスト2011」入賞の「富
士山ペアぐい呑」や「おみやげグランプリ2015」入賞の
「花鳥風月　箸置」など海外へのおみやげにピッタリの
有田焼が揃っています。

http://www.kinshodo-shop.co.jp/

1598 有限会社田中陶器店 有田町
有明佐賀空港を応援します。

文化勲章受章者の青木龍山氏と、日展評議員青木清
高氏の作品を展示販売しています。 http://tanakatoukiten.jimdo.com/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E9%99

1600 株式会社源右衛門窯 有田町
出張、並びに支店勤務者の帰省時の際は、有明佐賀空港の利用を勧めま
す。

陶磁発祥の地・有田で伝統技法を継承する窯としてそ
の歴史を積み重ねてきました。食卓を彩るうつわ造り
に取り組みながら、多彩化する現代のライフスタイル
に向け、磁器の持つあらたな可能性を日々発信して
います。

http://www.gen-emon.co.jp/

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。

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/

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/

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

1666 梶謙製磁有限会社 有田町

・九州佐賀国際空港利用率を50％から90％に増加します。
・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ご案内します。
・社員旅行の時は、九州佐賀国際空港を利用します。

江戸時代から続く有田焼の窯元です。
使う人が幸せを感じる焼物造りを行っています。 http://www.kajikenseiji.com/

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！！ 良品　共栄

1707 陶都肥前ものづくり協同組合 有田町
出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％～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。

組織化により新たな分業体制での創業、技能承継、
後継者育成及び雇用の創出
産地再生とヒトの再生

1803 佐賀県陶磁器商業協同組合 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。
・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。

有田焼を販売する商社を有する協同組合

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。
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1939 共立エレックス株式会社 有田町
・出張時、九州佐賀国際空港を、積極的に利用します。

半世紀にわたし一貫して電子回路用セラミックスの
メーカーとして歩んできました。セラミックスの技術をお
求めの方は是非当社へ。

httｐ://www.kyoritsu-po.co.jp

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。

https://www.keizan-shop.com

2174 株式会社　深海三龍堂 有田町
・利用率５０％～８０％
・駐車場の無料（長期利用）

・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

2401 金照堂　社員クラブ 有田町
今までは、福岡空港や長崎空港も使っていましたが、
これからは佐賀空港をもっと利用します。搭乗率を１０％以上アップします。

金照堂社員間の懇親クラブです。

2430 窯元伊兵衛 有田町
いつも出張時には、佐賀空港を利用しております。
直行便のみならず国際線や経由便時にも佐賀空港を積極的に利用します。
また、佐賀へお越しのお客様にもご利用をおすすめいたします。

有田焼の工芸品や日用食器を制作・販売いたしてお
ります。世界を魅了する有田焼で皆様の暮らしの中に
彩を添える器づくりを心掛けております

https://www.ihyoei.jp/


