
201 (株)八雲製作所 神埼市
出張では、有明佐賀空港の利用率を５０％から８０％に向上させます。 自動車や環境関連の部品を製作するプレス専門工場

http://www.ygms.co.jp

202 (株)ソアー 佐賀市
有明佐賀空港の利用率を５０％から７５％に増やします。

私達ソアーは、「お客様の喜びと社員の喜びを継続的
に両立させ、世の中の役に立つ存在であり続けたい」
という理念のもと、お客様の事業繁栄へのお役立ちを
目指して行きたいと考えています。必要な情報･知識
を蓄積し全体で「共有」するためのネットワークによる
情報共有環境の構築・再整備をさらには新たな「創
造」へ繋がる業務フローの改善などを通じて事業の
「効果」を上げること、即ち、お客様の知的競争力や生
産性の向上に貢献することを目指してまいります。

http://www.soar-saga.co.jp

203 ウツノミヤ(株) 佐賀市
・出張の際は、有明佐賀空港の利用率を７０％に増やします。
・弊社に来訪される方へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

皆様のものづくりに貢献するために、「最良のサービ
スをあなたに」をモットーにしています。 http://www.utsunomiya-corp.jp/

204 医療法人聖母会　古賀内科 神埼市
首都圏、関西圏への出張には、原則１００％有明佐賀空港を利用します。

地域の皆さんから信頼と満足を得られる適正な医療・
介護サービスの提供に日々努め、安心で安全な社会
の実現に貢献いたします。

205 佐賀県土地改良事業団体連合会 佐賀市
積極的に有明佐賀空港を利用します。（目標利用率　９０％）

水と大地と人のかけ橋『水土里（みどり）ネットさ
が』・・・・・
※水土里ネット佐賀は佐賀県土地改良事業団体連合
会の愛称です。

206 (株)ネットコムＢＢ 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率９０％台を維持します。
・営業所との往来には有明佐賀空港を利用します。

平成17年4月、佐賀新聞グループのＩＴベンチャー企業
として創業いたしました。
ＩＴのスペシャリストとしてお客様にいち早くビジネス
チャンスをお届けし、きめの細かいサポートにより共に
成功を分かち合えることを目指します。
平成19年11月、東京営業所を開設しました。

http://www.netcombb.co.jp

208 (株)佐賀電算センター 佐賀市
・東京、大阪への利用率５０％を７０％に引き上げる。
・従業員の家族旅行やお客様へも利用促進案内を行う。

ＩＴで地域社会に貢献することを企業理念とし、日本全
国を市場として活動しています。 http://www.sdcns.co.jp

209 (株)佐賀玉屋 佐賀市
・佐賀玉屋は有明佐賀空港を積極的に利用いたします。
・有明佐賀空港利用率を５０％から目標７０％に高めます。

佐賀玉屋はお客様の立場に立った店づくりを推進し、
地域のお客様から愛され、親しまれ、頼りにされる地
域密着型の百貨店として、これからも感謝の気持ちを
大切に皆様と共に歩んで行きます。

http://www.saga-tamaya.co.jp/

210 (株)馬場製作所 神埼市

・東京、大阪方面への出張は原則として有明佐賀空港を利用します。
・遠方からの来訪者には有明佐賀空港の利用を促進します。
・社員一同、有明佐賀空港の利用を積極的に行います。

㈱馬場製作所は、総合建設業、鋼構造物工事業の2
本柱を主とした事業を通じ、「地域社会に密着し、確か
な技術で社会に貢献する企業」を目指し、日々邁進し
ております。

211 (有)富永製作所 佐賀市
・有明佐賀空港の利用率を０％から７０％にします。
・社員、家族、来訪者にも有明佐賀空港を勧めます。

産業用機械の製作、設備関係の製作・設置までお客
様の要望に応じて製作します。

212 五誠機械産業(株) 佐賀市
・出張の時は有明佐賀空港の利用率２０％から５０％に向上します。
・取引先の方々にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県、熊本県、福岡県、長崎県において工作機械、
窯具、工具を販売しており、技術的サービスも提供で
きるよう機械化技術商社を目指しています。

http://www.goseikikai.co.jp

213
（社）佐賀県自家用自動車協会 （佐
賀県レンタカー協会）

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率をこれまで以上に向上させます。
・首都圏等からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・職場旅行で有明佐賀空港を利用します。

自家用自動車の交通安全のため、交通安全指導及び
自家用車の整備管理者講習会を年1回しています。
これは専門的知識を要する専門官が実施指導にあ
たっています。

214 (株)創新 鳥栖市
・東京方面の出張、来訪については、有明佐賀空港を積極的に利用します。

・コインパーキング機器販売、保守、管理、システムま
で完全サポート
・手軽にいつでも、どこでも、ちょいとカメラ　全自動防
犯カメラ“ちょいカメ”等よろしくお願い致します。

http://www.soh-shin.co.jp

215
社会保険診療報酬支払基金佐賀
支部

佐賀市
・本部（支部）との往来には、有明佐賀空港を利用します。
・本部及び各支部からの出張者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

診療報酬請求書等の「適正な審査」及び「迅速・適正
な支払」

216 西九州トヨタ自動車(株) 佐賀市

・東京出張の際は佐賀空港発着便を優先手配します。
・社員のプライベート、社内旅行での上京の際にも佐賀空港の利用を促進しま
す。

初代プリウスよりお届けして１２年の安心と信頼。
進化した３代目プリウスも技術と実績ある西九州トヨタ
へ。

http://www.nishikyusyu-toyota.co.jp

219 富国生命佐賀支社 佐賀市
社内出張者に対し、有明佐賀空港の利用をすすめます。 「お客さま基点」を実践する生命保険会社です。

http://www.fukoku-life.co.jp
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220 (株)馬渡商会 武雄市
東京・大阪への出張は有明佐賀空港を利用します。

弊社は、コンクリート製品および屋根瓦の製造販売・
施工を行い、自然環境。生活環境の保全・整備・改善
の為に、各種製品を提供し地域社会の発展に貢献し
てまいります。

http://www.mawatari-s.co.jp

221
特定非営利活動法人 日本ＩＤＤＭ
ネットワーク

佐賀市
・有明佐賀空港利用率を７０％から９０％に増加します。
・全国各地で有明佐賀空港のＰＲを行います。

あなたの知らないもう一つの糖尿病。。。1型糖尿病
（IDDM）
インスリン注射を毎日打たないと生きていけない病
気。。。
“治らない”から“治る”へ
1型糖尿病の治療につながるあらゆる先進的な研究を
支援します。

http://japan-iddm.net/

222 (株)太一郎窯 伊万里市
東京・大阪は佐賀空港を利用します。 楽しくするものづくりをめざしています！！

http://www.taichiro.net/

224 (株)ブリヂストン　鳥栖工場 鳥栖市
＜宣言内容確認中＞
プライベート旅行では、有明佐賀空港の利用をご案内します。

鳥栖工場はブリジストンの生産拠点というだけでなく、
サガン鳥栖を通じた地域貢献活動にも積極的です。こ
れからも地域に必要とされる工場を目指していきま
す・

225 佐賀県後期高齢者医療広域連合 佐賀市
私達は、出張での有明佐賀空港の利用率を１００％をめざします。
出張先においても積極的に有明佐賀空港のＰＲに努めます。

平成20年4月から「長寿医療制度（後期高齢者医療制
度）が開始され、この制度の運営を広域連合が行って
います。
高齢者の方が安心して医療を受けることができるよう
に、安定的な運営を行います。

http://www.saga-kouiki.jp

226 (株)東京商工リサーチ佐賀支店 佐賀市
・訪問先企業に対して有明佐賀空港利用促進を促す資料を手渡しをします。
・出張時に可能な限り有明佐賀空港の利用を推進します。

正確な企業信用調査によってお客様のニーズに合致
した情報を収集し、お客様が必要な情報を提供してい
ます。

http://www.tsr-net.co.jp

228 ＪＳＲマイクロ九州(株) 佐賀市
首都圏・関西圏への出張には、積極的に有明佐賀空港を利用します。

当社は、日本国内および韓国、台湾をはじめとする全
世界に向けたファイン製品国内第二の製造拠点として
１９９６年に設立されました。ＪＳＲが長年培ってきた技
術の「粋」を集約した最新鋭工場とした誕生し、現在も
ＪＳＲの半導体用フォトレジストおよびＬＣＤ用材料等
のマザープラントとしてＪＳＲのグローバル展開の一翼
を担っています。

http://www.jmq.jsr.co.jp/

230 佐賀県公民館連合会 佐賀市
東京出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。

佐賀県公民館連合会は、今年（平成２２年）、おかげさ
まで創立６０周年を迎えます。
これからも公民館は、学習活動や体験活動、そして地
域づくりの拠点として、地域社会の発展に取り組みま
す。

231 (株)久保造園 佐賀市
出張、講習、研修の際は、有明佐賀空港の利用率を１００％にします。

緑のプロパー企業として、樹木の管理や自然を身近
に置いた住環境の提言、植物によるエコ対策等さまざ
まな取り組みを行っています。

http://www.zoenkubo.co.jp

232 佐賀県治山林道協会 佐賀市
・首都圏、関西圏の出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・首都圏、関西圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

治山及び林道事業など、森林整備保全事業の拡充強
化を図り、国土の保全と林業の振興に努め、もって豊
かで住みよい郷土づくりに寄与しています。

233 佐賀県木材協会 佐賀市
東京出張での有明佐賀空港利用率を１００％にします。 会員１７０名で木材の利用促進を図っています。

http://www.geocities.jp/sagamokukyo/

234
損保ジャパン日本興亜株式会社 佐
賀支店

佐賀市

・出張、帰省時の往来には可能な限り有明佐賀空港を利用し、８０％の利用率
を目指します。
・首都圏からの来訪者に対し、有明佐賀空港を積極的に活用するようお勧め
していきます。

当社が大切にしていきたい価値は「お客様第一」の理
念です。この理念を胸にサービス品質のさらなる向上
とともに社会への貢献に取り組んでまいります。

http://www.sompo-japan.co.jp

235 (株)電興社 佐賀市

・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。
・東京、大阪出張の際は、有明佐賀空港を１００％利用します。
・社員のプライベートな空港利用にも有明佐賀空港の利用を促進します。

電気工事を主に６０年に及ぶ技術やノウハウを活か
し、お客様に満足と納得をして頂ける安心企業を目指
しております。平成28年より電気の困ったを解決する
『すまいのおたすけ隊』を始めました！どんな小さなこ
とでも構いません。一度ご相談ください。

http://www.denkosha-saga.jp/

237 (株)協和製作所 佐賀市
出張時並びに極力有明佐賀空港を利用するように推進していきます。

社会に対して「価値ある製品・サービスを効率的かつ
継続的に提供すること」を使命とし、社会の持続的発
展並びに住環境の創造に貢献します。

http://www.kyowa-se.jp

238 (有)いづみや珈琲 佐賀市
当社は、首都圏売り込みに際し、１００％佐賀空港利用を宣言します。

コーヒー豆の焙煎を通し、新しいコンセプトの味へ挑
戦しています。 http://www.izumiyacoffee.com/

239 (株)エスジー技術コンサルタント 佐賀市
首都圏、関西圏からの来訪者および社員の家族は、有明佐賀空港の利用を
勧めます。

社会資本整備に貢献しています。

240 (株)葉隠緑化建設 佐賀市
出張の際には、有明佐賀空港を利用します。

当社は、緑化事業・建設活動等の諸活動を通じて、知
及環境保護に貢献するための努力を継続的に実施し
ます。

http://www.h-green.jp
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241 （公財）佐賀県国際交流協会 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率を５０％から８０％にします。
・首都圏、関西圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県内における国際理解・国際交流をはじめ、在住
外国人等への支援を行っている公益法人 http://www2.saganet.ne.jp/spina

242 (株)ヨシモト 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率を３０％から５０％にします。
・首都圏からの来訪者には有明佐賀空港の利用をすすめます。

環境保全に取り組み地場企業。
環境機材の卸しを行っております。

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

245 九州製鋼(株)佐賀工場 武雄市

九州製鋼（株）佐賀工場又はその社員は、出張あるいは個人的な旅行におい
ても極力有明佐賀空港の利用に努めます。更に来訪者に対しても佐賀空港の
利用を勧めて行きます。

鉄鉱石を使わない地球にやさしい鉄リサイクルする事
により、環境負荷の少ない鉄筋を提供しています。 http://www.kyushu-steel.com/

247 トヨタ紡織九州労働組合 神埼市
東京出張時は、必ず有明佐賀空港を利用します。

248 (有)ケンショーハウス工業 佐賀市

・首都圏への出張には、原則として佐賀空港を利用します。
・来訪者への佐賀空港利用を勧めます。
・従業員、家族にも佐賀空港利用を勧めます。
・所属団体等の会議等の出張にも佐賀空港利用を率先して勧めます。

プレハブ建築・住宅のリフォームや公共工事を主体と
した営業を行っており、従業員共々お客様の立場に
立って物事を考える物づくり、人づくり、社会貢献を
モットーとしております。

http://www2.saganet.ne.jp/iekoga/

249 (株)エィ・ティ：ジー 小城市

・出張においては、原則として有明佐賀空港を利用します。
・社員旅行等は有明佐賀空港を利用します。
・社員等のプライベート利用についても積極的に利用促進します。

明るく（エィ･Ａ）・楽しく（ティ・Ｔ）・元気よく（ジー・Ｇ）を
モットーに子供たちの未来の為に豊かな環境づくりを
目指します。

250 三井生命保険(株)佐賀支社 佐賀市

・東京、大阪方面への出張やレジャーは、原則として有明佐賀空港を利用しま
す・
・東京、大阪方面からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社内便には有明佐賀空港夜間貨物便を利用します。

私たち三井生命は、みなさまのベストパートナーを目
指します。 http://www.mitusi-seimei.co.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。

254 味の素ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)九州事業所 佐賀市

・佐賀に拠点を置く事業所として、今まで通り９０％以上の佐賀空港利用を維
持します。
・来訪者へ佐賀空港利用を勧めます。

味の素（株）九州工場の建設・保守を担当しています。

255 （公財）佐賀県食鳥肉衛生協会 多久市
・出張用務での有明佐賀空港の利用率１００％を目指します。
・来訪者には有明佐賀空港の利用を勧めます。

安全・安心の鶏肉生産のため、適格適性な食肉検査
を実施しています。 http://www.taku.ne.jp/~sagatori/

257
特定非営利活動法人佐賀県難病
支援ネットワーク

佐賀市
・出張や旅行の際に、出来る限り便がある場所への利用をしていきます。
・職員の出張の際には、有明佐賀空港を必ず利用します。

難病の患者さんはどこに相談しようもなく、地域で孤立
されている状況が多く、唯一の相談できる場所となっ
ています。
相談員には当事者もおり気軽に相談できる環境に配
慮しています。

258 (株)テレビ九州 嬉野市
県外への出張時は佐賀空港を利用する

「親切・ていねい」がモットーの地元に根ざした会社で
す。 http://www.ktknet.ne.jp

259
三愛オブリガス三神株式会社（本
社）

神埼市
出張では、有明佐賀空港の積極的に利用します。

お客様に安心・信頼・満足の提供をモットーにしていま
す。 http://www.sanshin34.com/

260 森鉄工(株) 鹿島市
・出張での有明佐賀空港の利用率を５０％から７０％にします。
・首都圏、関西圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

社会を支える液圧プレスの製造販売会社です。皆さん
の身の回りにある製品に使われる部品を製造する上
で、欠かすことのできない液圧プレスを作り続け、国
内はもとより世界各国へ納品しています。

http://www.moriiron.com

261 佐藤食品工業(株)佐賀工場 江北町
当事業所は、佐賀空港の利用を従業員に推進します。

サトウの技術と熱意が日本の伝統の味「おもち・ごは
ん」をおいしく皆様の食卓に提供致します。 http://www.satosyokuhin.co.jp/

262 日本地研(株) 佐賀市
首都圏、関西圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀市とその近郊に広く分布する軟弱地盤の調査、
試験、対策工の設計・施工管理に昭和30年創業以来
取り組んでいます。軟弱地盤の特性を安価に精度よく
調べることができる三成分コーンの実績が豊富です。

http://www.chiken.co.jp

263 西日本電信電話(株)　佐賀支店 佐賀市
・出張は可能な限り佐賀空港を利用します。
・大阪、東京からの佐賀出張者へ佐賀空港をご案内します。

ＮＴＴ西日本 佐賀支店では、地域密着型企業として情
報通信サービスの提供とブロードバンド・ユビキタス社
会の実現を通じて、地域の発展に貢献することを目指
して事業所器用運営に取り組んでまいります。

http://www.ntt-west.co.jp/saga/

264 (株)ジェイエイビバレッジ佐賀 鹿島市

・東京方面への出張の際は、有明佐賀空港の利用を優先するよう勧めます。
・東京、大阪方面からの来訪者へも有明佐賀空港のご利用をお勧めします。
・プライベートな旅行にも、有明佐賀空港の利用をＰＲします。

地元佐賀県の農産物を原料とした安全・安心な製品
づくりを通して地域・社会づくりに貢献します。 http://www.ja-beveragesaga.co.jp

265 佐賀ワシントンホテルプラザ 佐賀市
・有明佐賀空港利用率を100％に増加します。
また、社員及び家族、関連企業、お客様にも積極的にご案内致します。

・駅・バスセンターに近く、交通の拠点に便利
・館内に和食処、洋食レストランもあり、地元佐賀の食
材が味わえます。

http://www.saga-washington.jp



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

266 (株)広津商会 佐賀市
当社には仕入先である東京の商社より出張で来社されます。
有明佐賀空港の利用を勧めます。

会社設立40年余。
大川・諸富の家具製造メーカーへ資材の販売をしてい
ます。大川・諸富の家具メーカーは日本一の生産量を
誇っています。

267 NECフィールディング(株) 佐賀市
・佐賀から東京への出張の際は、必ず「有明佐賀空港」を利用致します。
・東京から来佐賀への方々への「有明佐賀空港」の利用アピールを行います。

私達はフィールディング活動をとおして、お客さまの活
躍と発展にお応えし、安心と歓びをともにする豊かな
社会の実現に貢献します。

※フィールディング活動とは
情報関連領域において、お客さまの活躍現場で、お客
さまの快適運用と最適活用を実現すると共に、お客さ
まのニーズを先取りして様々なサービスを創出し、提
供することです。

http://www.fielding.co.jp/

268 （一社）日本競輪選手会佐賀支部 武雄市
関東への遠征は、有明佐賀空港を利用します。

平成23年4月7～10日共同通信杯春一番が武雄競輪
で開催されます。

269 (株)富士建 佐賀市
出張での有明佐賀空港利用をＵＰします。 土壌汚染調査及び対策工事を行っています。

http://www.fjk-co.jp/

270 (株)佐賀鉄工所 神奈川県
出張、プライベートでの旅行時は、有明佐賀空港を利用するようＰＲします。

高機能・高品質のボルトの提供に特化。最適な締結
技術により、自動車産業を中心として社会へ貢献して
行きたいと考えています。

http://www.satetsu.co.jp

271 (株)名村造船所 伊万里市
大阪、東京への出張は、佐賀空港の利用を勧めます。

創業100年の歴史と伝統の中で、船舶・鉄構の事業を
展開し、海に陸に数々の大きな構造物を作り続けてま
いりました。これからも名村造船所は、世界一の製品
づくりに挑戦する企業として、「存在感」を経営理念に
更なる飛躍を目指してまいります。

http://www.namura.co.jp

272 味の素(株)九州事業所 佐賀市
・出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

世界最大級のアミノ酸工場で、各種アミノ酸をはじめ、
うま味調味料や環境にやさしい肥料の生産を行ってい
ます。

http://www.ajinomoto.co.jp/

273
地方共同法人日本下水道事業団
九州総合事業所　佐賀事務所

鳥栖市
「会社内あるいは来訪者へ有明佐賀空港を積極的に案内します」

地方公共団体の代行・支援機関として下水道事業の
ライフサイクルをあらゆる段階でサポートします。 http://www.jswa.go.jp

274 伊万里市 伊万里市

・首都圏、関西圏から本市への来訪者に、有明佐賀空港の利用を推奨しま
す。
・市民に対し、有明佐賀空港の利便性等についてＰＲを行います。
・職員に対し、有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

やきものとフルーツの里 伊万里
http://www.city.imari.saga.jp/

275 大町町 大町町
・有明佐賀空港の利用率向上を推進します。
・職員に対し、有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

挑戦。そして創造。
磨を輝く小さな原石。 http://www.town.amachi.saga.jp/

276 鹿島市 鹿島市
・職員出張時の有明佐賀空港利用率の向上を図ります。
・職員の「マイエアポートクラブ」への入会を推奨します。

新風創造・連携と発掘
～市民全体でつくるふるさと鹿島のまちづくり～ http://www.city.kashima.saga.jp

277 みやま市 みやま市

・職員が東京、大阪方面へ出張する際の有明佐賀空港利用率の向上を目指
します。
・有明佐賀空港の便利さを積極的に市民にアピールし、利用を推進します。

「人・水・緑が光り輝き夢ふくらむまち」みやま市は平
成19年に誕生しました。有明佐賀空港離着陸時には、
みやま市の豊かな自然と有明海沿岸道路などのイン
フラ整備が進む様子が眼下にご覧いただけます。博
多ナスをはじめ博多セロリ、山川みかん、福岡のりな
どの多彩な名産品がこのみやま市で生まれていま
す。

http://www.city.miyama.lg.jp

278 (株)ハセガワ 伊万里市
・関東、関西への出張には、可能な限り佐賀空港を利用します。
・取引先にも弊社来訪時に佐賀空港を利用してもらいます。

昭和46年に伊万里市に進出して以来30年以上高級紳
士服一筋にやってまいりました。
今では日本を代表する縫製工場として商社・アパレル
メーカより評価されております。

279 ダイレックス(株) 佐賀市
社員が東京方面出張の際は、佐賀空港の積極的利用を促します。

ディスカウントストア　ダイレックス。
お客様が求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

http://www.ds-direx.co.jp

280 西九州トステム 佐賀市
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。

良い家に住むことは、万人の願い。
この願いを実現する為に私たちは働く。

281 (株)九州エルピー みやき町
利用可能な時は佐賀空港を利用する事により、佐賀空港を応援します。 平成22年度社訓　凡事徹底

http://www.kyushu-lp.ecnet.jp/

283 フルハーフ九州(株) 神埼市
出張の際できるだけ佐賀空港利用を勧めます。

284 有明技研(株) 柳川市
・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から20％にします。
・社員に有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

金属・樹脂加工、板金・製缶加工の弊社は社内環境と
設備の充実を計り、品質、納期の管理に徹底しており
ます。提案型企業として、取引企業との信頼を強固に
すると共に、時代の変化にスピーディに対応できる変
化対応型企業への進化を目指しています。

http://www.ariakegiken.com
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285 佐賀県食肉事業協同組合 多久市
・有明佐賀空港の利用率を８０％にします。
・来訪者には佐賀空港の利用を勧めます。

食肉の販売推進を目的とした活動やイベントを年間を
通して実施。国産食肉をもっと小売店で購入してもら
えるように企業努力に努める。

286 みやき町 みやき町
・職員の出張の際の有明佐賀空港利用率の向上を図ります。
・有明佐賀空港を町民にアピールし、利用を推進します。

はつらつのびる交流新都
http://www.town.miyaki.lg.jp

287 佐賀ターミナルビル(株) 佐賀市

・東京、大阪方面への出張は１００％当空港を利用しており、今後も１００％利
用を続けます。
・お客様が快適な空の旅をお楽しみいただけるよう、職員一同努めます。

空港ビル及び第1、第2貨物ビルの賃貸業を行ってい
る会社です。昨年6月に2階のテナントのリニューアル
も完了し、各テナント、レストラン、県内・県外のお客様
をお待ちしております。

http://www.saga-airport.co.jp/

288 佐賀板紙(株) 小城市

・業務出張など積極的に有明佐賀空港を利用します。
・従業員に有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。
・東京方面、大阪方面から来訪される方へ有明佐賀空港をご案内いたしま
す。

製紙用紙管、フィルムなどのコア紙管、紙の容器、ア
ングル（紙製の角保護材）や古紙リサイクルに適した
「紙ひも」、北部九州の伝統行事「精霊船」を紙で作り
好評を博しております。第二製造部では板紙を貼り合
せ、ビン・缶・ペットボトルなどバルグ包装用セパレート
シート、文具やアルバムの各種芯材、全国シェア４
０％の選挙ポスター掲示用の紙製掲示板「選挙ボー
ド」などを生産販売し、お客様が安心して製品を購入
していただける「お客様に選ばれ満足していただける
会社」に飛躍すべく王子製紙グループの一員として従
業員一同頑張っています。

http://www.sagaita.co.jp

289 福博印刷(株) 佐賀市
来訪者に対し、有明佐賀空港の利用を勧め、時間調整可能な出張に関して
は、有明佐賀空港を利用します。

お客様の販売促進ビジネスパートナーとして、様々な
「困った」の解決を目指しています。印刷・ｗｅｂ・映像・
サイン・マス媒体の各種メディアの企画制作からマー
ケティング・イベント運営・出版事業までの幅広いサー
ビスを通じて、課題解決に取組んでいます。

http://www.ding.co.jp

290
イーコーポレーションドットジェー
ピー(株)

東京都
毎週1往復
有明佐賀空港を利用します。

ＩＴで公共サービスのイノベーションを追及します。
http://www.e-corporation.co.jp

292 柳川藩主立花家別邸　御花 柳川市

私達御花スタッフは、出張の際できる限り有明佐賀空港を利用します。
又、関西、関東からおみえになるお客様には積極的に佐賀空港とリムジンタク
シーの利便性を伝えます。このことはＨＰを通じでも同様にアピールし、佐賀空
港を利用するお客様を増やすことを宣言します。

柳川藩主立花家別邸、料亭、ホテル、資料館などが
存在する複合施設です。最近は、明示43年の建物を
使った重要文化財での披露宴が人気です。うなぎの
セイロ蒸しをはじめとする有明海の珍味が味わえま
す。

http://www.ohana.co.jp

293 有明機械(株) 大牟田市

・関東、関西圏の航空機利用の際は、有明佐賀空港利用を推進します。
・社内メールにより、有明佐賀空港利用キャンペーン等のパンフレットをＰＲす
ることで利用向上を図ります。

5面加工機、門型マシニングセンタ、フロアー型ＮＣ横
中ぐり盤等多数の大型加工機械を保有し、電解研磨
槽も保有しております。
大型真空チェンバー等のステンレス製造の材料手配、
製缶、溶接、機械加工から電解研磨まで一貫製造が
できます。

http://www.ariake-kikai.co.jp

294 柳川運輸(株) 柳川市
・有明佐賀空港の利用率を８０％以上とする。
・来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

当社は、産業と暮らしを支える社会的重要な使命とし
て「環境」「安全」等に取り組んでいます。

295 帝京大学福岡医療技術学部 大牟田市

・東京への業務出張の際に、佐賀空港利用を呼びかけます。
・教職員のプライベート旅行でも、佐賀空港利用を勧めます。
・学生の帰省、旅行にも、佐賀空港を利用するようにＰＲします。

帝京大学福岡医療技術学部では、現在、理学療法学
科・作業療法学科を開設しています。帝京大学は、歴
史に培われた人間教育、医療系ネットワークを活かし
た臨床研修などを通して、時代の要請に応える理学
療法士（ＰＴ）や作業療法士（ＯＴ）の養成を行っていま
す。

http://www.teikyo-u.ac.jp/fukuoka/top.html

296 NPO法人　佐賀県CSO推進機構 佐賀市
・他県からの講師が来佐するときは佐賀空港を利用します。
・他県への出張の時は佐賀空港を利用します。 http://www.saga-cs.org

297
鹿島建設(株)福岡建築工事事務所
（佐賀地区）

鳥栖市
・出張時、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・首都圏から来訪される方へ有明佐賀空港を積極的に案内します。

「建設」を軸に安全・安心・快適な社会の創造を追求し
ております。持続可能な社会を次世代へ受け渡すこと
を使命と捉え、ものづくりを通じて社会に貢献していき
ます。

298 タカノフーズ九州(株) 神埼市
出張等で東京方面に行く時は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

経営理念「人づくり　健康づくり　食文化づくり」
食品の製造販売が私たちの仕事ですが、併せて立派
な人間をつくり出していくことを、大事にする企業であ
りたいと思います。
私たちの健康づくりは勿論のこと、安全でおいしい、し
かも安い食品をお客様に提供し、広く皆さまの健康づ
くりと、食文化づくりに、お役に立つことを使命と考えて
います。

http://www.takanofoods.co.jp

299 アフラック　佐賀支社 佐賀市
出張や帰省で出来る限り有明佐賀空港を利用します。

佐賀県のがんに対する取組に賛同し、日々、県民の
皆様に「安心」をお届けしたいと考えております。
１人でも多くの方に「がん保険」や「医療保険」等の必
要性をお話したいと思います。

http://www.aflac.co.jp

300 (株)ジェピック 佐賀市
出張の折は、日程調整をして、有明佐賀空港を利用します！（目標５０％）

弊社は、「Webサイト・システム開発」、「パソコン端末
システム（シンクライアント）」、「職業訓練・パソコン講
習会」の事業を軸に、クライアント様のご要望・ご予算
に合わせたビジネスソリューションをご提供いたしま
す。ＩＴプロフェッショナルとしてのシステムの企画・設
計から開発、運用・導入支援まで、お客様に満足して
いただけるソリューションを提供しています。

http://www.w-jpic.co.jp


