
501 (株)エーイーシー 大川市
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。 新築、オール電化、太陽光発電

502 宝燃料工業(株) 大川市

・出張での佐賀空港利用率を50％から100％にします。
・首都圏からの来訪者に佐賀空港利用をすすめます。
・社員旅行で佐賀空港を利用したいと思います。

家具の町　大川市の製材鋸屑を原料とし、加工木炭
製造販売及び、活性炭製造販売の会社です。加工木
炭は主に焼鳥、焼き肉店に販売し、更に、床下調湿炭
土壌改良材として販売しています。

503 (株)総桐箪笥和光 大木町
出張の際利用致します

桐たんす専門の製造メーカーです。伝統的な桐たん
すからモダン調桐たんす迄、製造しています。従来の
桐たんすの欠点であった、しみなどが付きにくい“表面
特殊加工”は、当社の実用新案です。また生活に必要
な桐製品を日々開発中。家具の再生（洗い・リフォー
ム）も承ってます。ショールームは九州一の桐たんす
の品揃えで多数展示しています。また、特許である組
子ベッド（桐ベッド）も製造しています。

http://tansu.com/

504 新運輸(株) 大川市
・出張での佐賀空港の利用率を30％から50％にアップするよう努力します。
・取引先にも佐賀空港の利用をすすめます。

日本全国の拠点を結ぶネットワークとあらゆるニーズ
に対応する輸送体制

505 日蓮宗佐賀県宗務所 佐賀市

佐賀県内80の日蓮宗寺院・協会・結社等の住職・担任・教導・檀信徒にも出来
る限り佐賀空港を使用して郷土愛を育み、佐賀県発展に寄与致します。（有明
佐賀空港の利用率を70％以上に）

久遠実成本師釈迦牟尼仏の本懐である法華経を日
蓮聖人が信解体得なされたお題目で立正安国、世界
平和顕現を理想とする宗団です。

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

506 合資会社鶴屋菓子舗 佐賀市
現在90％位の佐賀空港利用を100％にしたい

http://www.marubouro.co.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/

508
学校法人佐賀理容美容専門学校
アイ・ビービューティカレッジ

佐賀市
修学旅行や職員の東京出張は、有明佐賀空港を利用します。

厚生労働大臣指定　理容師・美容師養成施設　理容
科／美容科　佐賀県知事認可専修学校　学校法人佐
賀理容美容専門学校
目指せ！ヘアスタイリスト（カット・セット・シェービング・
エステ・ネイル・メイク・着付け他）

http://www.ib-beauty.jp/

509 (株)家具の大丸 筑後市
出張での有明佐賀空港利用を30％増加します。 筑後市で家具の直販店舗を運営してます。

510 プチシルマ健康館　佐賀店 佐賀市
毎月2回の東京出張には、有明佐賀空港を利用します。

「プチ、プチ、プチ、プチ、プチシルマ～♪」でおなじみ
の(株)レダ　プチシルマとレダシルマの直営店です。つ
らいコリや、痛みは、ご本人しかわかりません。ぜひ1
度プチシルマを体感して下さい。

511 (株)白谷運輸　東京営業所 東京都
・九州への出張時、佐賀空港利用を現行の50％から90％以上にします。
・知人へ佐賀空港利用を勧めます。

512 (株)商工組合中央金庫　佐賀支店 佐賀市
本社との往来には、有明佐賀空港を利用します。

商工中金は、1936年の設立以来、70年にわたり「中小
企業の中小企業による中小企業のための金融機関」
として、中小企業の皆さまの金融の円滑化に全力を
尽くしています。

http://www.shokochukin.co.jp/

513
筒井時正玩具花火製造所株式会
社

みやま市
飛行機を利用する際は、佐賀空港を利用します！

国内で3社しか残っていない稀少な線香花火の製造を
しています。また、スボ手牡丹は国内で唯一の製造所
であり、2種の線香花火を製造するのは、国内で弊社
のみです。

http://www.tsutsuitokimasa.jp/

515 (有)ヤスカネ・ジャパン みやま市
・有明佐賀空港利用率を100％にします。
・得意先（取引先）に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

オーストラリア、アメリカより飼料（牧草）の輸入をして
います。９月には弊社オリジナルペット（犬）用ビスケッ
ト「オメガプロわん」を発売します。

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

516 (株)アルファ建築空間 鹿島市
社員（職員）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。

「住む人が笑顔になれる木の家づくり」をモットーにこ
だわりの家づくりのお手伝いをさせていただきます。
新築、リフォーム工事の他にも不動産業も行っており
ます。

http://www.alpha-as.jp/

518 「道の駅」大和そよかぜ館 佐賀市
佐賀空港を積極的に利用します。

「道の駅」大和は、国道263号沿い、嘉瀬川ウォーター
フレンドパーク内にあります。そよかぜ館には、地元の
農産品・特産品を揃えて皆様のお越しを心よりお待ち
しておりますので、お近くをお通りの際はぜひお立ち
寄りください。

http://www.soyokazekan.com/
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519 (株)佐賀青果市場 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、有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀市で青果物卸売業として事業を開始以来、お客
様の食卓のニーズにお応えするため日本国内はもと
より海外に至るまで豊富な食材を選りすぐって品揃え
しております。
質：「食の安全」を第一に考え、食卓で安心して食べて
いただける食材であること。
量：できるだけ「安定した価格」で提供できるように無
駄のない量の確保。
味：単に新しければ何でも良いのではなく、「味にも満
足」できる商材を選定してお届けします。
値：価格においてもお買い求めやすい価格で提供でき
るように旬、地域を厳選するよう心がけております。
また、地元の生産者の生産意欲・商品資質の向上に
も取り組んで佐賀ブランドの商材を全国に向けて拡大
しています。
これからも信頼される市場であり続ける為に日々精進
してまいります。

http://www.sagaseika.co.jp

520
グリコマニュファクチャリングジャパ
ン(株)佐賀工場

佐賀市
東京方面への出張は、有明佐賀空港を優先して活用する。

「おいしさと健康」　おいしさの感動を　健康の喜びを
生命の輝きを
Glicoは、ハート、ヘルス、ライフのフィールドでいききと
した生活づくりに貢献します。

http://www.glico-dairy.co.jp/

521 (株)ピソコモド 大木町
当社社員及び社員の友人・知人に、佐賀空港の利用を呼びかけます。

地元九州産のい草で作った良質な畳を世界中に販売
しています。 http://www.piso-comodo.co.jp/

522
(株)エレガントウッドコーポレーショ
ン

大川市
東京出張の時は佐賀空港を100％利用します！

(株)エレガントウッドコーポレーションは、内装デザイン
パネルを中心にデザインの開発・製造・販売をおこ
なっております。
デザイナーの想像をカタチにするお手伝い、ニーズに
お応えしております。

http://www.elegantwood.net

523 (株)九州コーユー 小城市
東京への出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

当社は、昭和46年に創立以来ビジネスフォームの製
造販売を主業務として成長を続けております。現在は
コンピュータに関するハード、ソフト、サプライとあらゆ
るサービスが提供できるようにシステム開発部門や
データ処理、封入封紙処理を行うアウトソーシング事
業など、お客様から「期待される企業」を目指して事業
展開を行っております。

http://www.k-koyu.com/

525 サンタ・コンサルランド(株) 佐賀市
出張での佐賀空港の利用を50％以上にします。 資産運用のご相談は、是非弊社へ

527 佐賀県社会保険労務士会 佐賀市
・会員の東京出張には、佐賀空港の利用を勧めます。
・東京方面から来訪される方に有明佐賀空港を積極的にご案内します。

平成23年6月20日～平成24年3月30日（土日祝日、第
1・3月曜を除く）
「佐賀県最低賃金総合相談支援センター」開設中
●最低賃金制度　●業務改善（助成金）　●給与制
度・大家の見直　●就業規則の見直し　等
労務管理に関するご相談、その他年金に関するご相
談も無料でお受けしております。

528 石橋工業(株) 筑後市
東京方面への出張時は、積極的に有明佐賀空港を利用し、当社への来訪者
へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

大麦などの穀物の加工販売と、サイロ貯蔵、外食店
舗の運営等を通じて、食生活面からの健康づくりに貢
献することを目的に肥沃な筑後平野を潤す豊かな
「水」の恵みを活かしながら常に安全安心な高い品質
の製品を提供してまいります。

http://www.mugibijin.co.jp/

529 鹿島商工会議所 鹿島市

役員、職員の出張（東京）については、有明佐賀空港の利用を100％目指しま
す。
管内の企業等について、有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://www.kashima-cci.or.jp/

530 109シネマズ佐賀 佐賀市
佐賀空港利用率１００％！！ 空港から一番近い映画館です。

http://109cinemas.net/saga/

531 (株)山万 筑後市
有明佐賀空港の利用を前向きに考えます。

筑後市花ござ会館
畳工事のためのモデル和室あります。見に来てくださ
い。
国産花ござを沢山展示即売しています。

http://www.i-yamaman.co.jp/

533 佐賀県環境整備事業協同組合 神埼市
・出張での有明佐賀空港の利用率30％から50％にします。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

私たちは佐賀の環境を守るため、一般廃棄物の収集
運搬や浄化槽のメンテナンスを行っています。 http://sagaken-kankyou.com/

534 桐里工房 大川市
・出張や個人の用事でも有明佐賀空港の利用率を90％使います。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

来年で100年を迎える総桐たんすの製造元です。福岡
県特産工芸品の指定を受け、社長は現代の名工にも
選ばれています。伝統の家具を始め、最近は羊毛桐
材（特許出願中）を使ったベッドやイス、他に囲炉裏、
ダイニング等々、様々な桐のアイテムの商品がありま
す。小物ではトレイ、お椀、コップ等、可愛い小物達も
揃っています。工房にはギャラリー「桐蔵」もあり、全国
から取り寄せた珍しい小物達もあります。ぜひ足をお
運び下さいね。

http://www.kirikoubou.com/

535 (公社)佐賀県社会福祉士会 佐賀市
社会福祉士会の用務で関東方面へ移動する場合には、有明佐賀空港を利用
することを宣言します。

社会福祉の援助を必要とする佐賀県民の生活と権利
を擁護し、社会福祉に関する知識及び技術の県民へ
の普及啓発を行うとともに、社会福祉事業に携わる専
門職員に対する技能研さんを行う。

536 日蓮宗　本経寺 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。
・関東方面への出張は、有明佐賀空港を利用します。

地域に開かれた寺院をめざしています。



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

537 イオンモール大牟田 大牟田市
出張の際、有明佐賀空港を積極的に利用します。

イオンモール大牟田は、「やさしさ」と「にぎわい」をこ
のまちからをコンセプトに、AEONとシネマと140の専門
店からなるショッピングモールです。有明海沿岸道路
「大牟田IC」に隣接、無料駐車場4800台を有し、アクセ
スに大変便利です。

http://omuta-aeonmall.com/

538 (株)JAフーズさが 佐賀市
1.　出張の際、有明佐賀空港を積極的に利用します。
2.  取引先に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

「食卓にいっぱいの笑顔を咲かせたい!!」
私たちは、お客様のニーズに応えるため、厳選した素
材をもとに、安全・安心な食品を製造します。

539 宮地ハム 武雄市
東京に行く時は、佐賀空港を利用するように社内に呼びかけます。

武雄市で育った豚「若楠ポーク」などを原料にして、美
味しいハムを作っています。

540 牟田建設(株) 吉野ヶ里町
出張等での有明佐賀空港の利用率を高めます。

当社は地域社会での貢献とお客様の満足を最重点目
標とし、ISO9001とISO14001を認証取得し“より良い品
質の提供”と“より良い環境づくり”を最重要課題として
日々建設業務に努力しています。

http://www.mutakensetsu.co.jp/

541 鶴味噌醸造(株) 柳川市
社員旅行、出張等、佐賀空港を利用します。

明治三年創業、140年以上の歴史ある味噌専業メー
カーです。味噌を使った即席おかず味噌なども製造し
ています。

http://www.tsurumiso.jp/

542 三井化学(株) 東京都
・従業員に、出張や旅行での積極的な利用をすすめます。
・有明佐賀空港利用キャンペーン等　PR情報を社内掲示板等で周知します。

三井化学は、地球環境との調和の中で、材料・物質の
革新と創出を通して、高品質の製品とサービスを広く
社会に提供しています。

http://jp.mitsuichem.com/

543 社団法人佐賀県畜産協会 佐賀市
・出張等では、なるべく佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

畜産業者への経営診断等、畜産に関する生産の振興
及び経営技術の指導などを行っています。 http://saga.lin.gr.jp/

544 武雄温泉(株) 武雄市
出張には有明佐賀空港を利用します。

国重要文化財の朱塗りの楼門と新館。その中にある
温泉は、透明で柔らかな湯ざわり、美肌をつくる湯とし
て有名です。宿泊もできます。

545 医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市
首都圏方面の出張は有明佐賀空港を推進します。
首都圏からの来訪者には有明佐賀空港を勧奨します。

「生命の尊厳、生命の平等」を医療理念に掲げ、患者
さまの立場にたった、患者さまから信頼される、安全
で良質な医療の提供に努めます。

http://www.kouhoukai.org/

546 (株)陣内工務店 吉野ヶ里町

1. 首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
2. 社員旅行で有明佐賀空港を利用します。
3. 団体研修、全国大会への出張時は、有明佐賀空港を利用します。

若い社員が増えました。これからも若い力がもっと必
要になります。楽しい職場になるよう心掛けたいと思
います。

547 (株)ナチュラルライフ 佐賀市
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（職員）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。

明るく親切な接遇で感じが良く、気軽に話しやすい薬
局です。 http://www.life-jp.com/

548 医療法人春陽会　（うえむら病院） 佐賀市
有明佐賀空港利用率を50％から90％に増加します。

佐賀鍋島藩の典医になって、9代270年余りに亘って、
佐賀で医療を行ってきた歴史と伝統ある病院です。 http://www.shunyoukai.jp/

549 (株)ロジコム 佐賀市

・佐賀より東京への出張においては佐賀空港の利用を全社員に推奨します。
・取引業者への利用協力をお願いします。
・社員のみならず家族への佐賀空港利用を啓蒙します。

・一般貨物自動車運送事業
・福祉用具レンタル・販売、バリヤフリーの住宅改修 http://www.g-logi.co.jp

550
（一社）佐賀県農村地域情報セン
ター

佐賀市
私たちは有明佐賀空港を積極的に利用します。
来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

情報処理を通じて農村地域の農業と豊かな地域社会
の発展に貢献します。

551 漢方薬局ＨＤなかむら 柳川市
有明佐賀空港の利用率を70％から95％にします。

漢方薬と健康養生食品専門店です。
子宝、ダイエット、アレルギー等でお悩みの方は、一度
ご相談ください。

http://osiawaseni.jp/

552 (有)古典木工 大川市
出張の際には、佐賀空港を利用します。

屋久杉を使った民芸タイプの家具を造っている会社で
す。

553 (有)アイデイエフ 大川市
当社は佐賀空港を利用します。

200坪という西日本最大級のカントリーSHOPです。店
内には、たくさんの雑貨があふれています。
また、カントリーオーダー家具、キッチン、洗面台、リ
フォーム、ガーデニング等、ライフスタイルをトータルで
プロデュースします。

http://idf761.com/

554 西佐賀水道企業団 佐賀市
・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。

安全で安心な水道水の安定供給に日々努めます。
http://www.nishisagasuidou.com/
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555 (株)福地建設 神埼市
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員のプライベート利用にも積極的に利用します。

地域貢献

556 佐賀西部広域水道企業団 佐賀市
職員が東京方面へ出張する際の有明佐賀空港利用率100％を目指します。

佐賀西部地域4市3町1企業団においしい水を供給し
ています。 http://www.sagaseibu-suidou.or.jp/

557 (株)荏原製作所 南関町
佐賀空港の利便性を社内にPRし、利用者増を図ります。

http://www.ebara.co.jp/

558 柳川　白柳荘 柳川市
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。

柳川名物「水郷柳川川下り」の乗船場も目の前。四季
折々の風情を見せる庭園になごみ、有明海が育んだ
旬の食材を織り込んだ創作料理を堪能できるくつろぎ
の宿。

http://www.hakuryusoh.co.jp/

559 関屋蒲鉾(株) 柳川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を50％から80％にします。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・有明佐賀空港を利用した観光客の誘致に努めます。

明治15年 創業以来の伝統的製法に新たな発想を加
えた、独自の商品づくりに励んでいます。当社では工
場見学やかまぼこづくり体験もできますので、ぜひお
立ち寄りください。

http://www.sekiya-kamaboko.co.jp/

560
ビジョン・フューチャー・ビジネスセン
ター

佐賀市
・出張の際には、原則として100％有明佐賀空港を利用します。
・社員のプライベートでの旅行・帰省は、有明佐賀空港を推進します。

2011年7月佐賀市にコールセンターを新たに開設いた
しました。新たな雇用の創出及び地域経済の活性化
に貢献して参ります。

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

561 和真メガネ　モラージュ佐賀店 佐賀市
有明佐賀空港利用率100％をこれからも継続します。

全視界メガネや北欧フレームなどのプライベートブラ
ンドから各種国内外ブランドのフレーム・サングラスの
販売を行う眼鏡専門店

http://www.washin-optical.co.jp/

562 目野酒造(株) 柳川市
出張での有明佐賀空港の利用率を上げると共に、来訪者に有明佐賀空港の
利用を積極的に勧めます。

水郷で知られる柳川にて創業1890年の造り酒屋で
す。「省くことよりも、貫くことを志として」をモットーに、
今なお手造りにこだわり造り続けています。

http://www.kuninokotobuki.co.jp/

563 佐賀県農用機械商業協同組合 佐賀市

１．出張は必ず有明佐賀空港を利用する。
２．組合連合会（東京都）等の職員の来佐には有明佐賀空港利用を勧める。
３．組合員及び従事者に有明佐賀空港マイエアポートクラブの入会を勧める。
４．組合員及び社員に有明佐賀空港利用を勧める。

農業機械の購入及び整備点検は、信頼と満足で築く
当組合加盟店で!! http://park11.wakwak.com/~sanouki/

564 佐賀県電器商業組合 佐賀市
１．出張＋家族の有明佐賀空港の利用率100％へ。
２．首都圏からの来県者に有明佐賀空港の利用を必須とさせます。

本組合は、家庭電気製品の販売または修理をする中
小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行
い、これらの公正な経済活動の機会を確保することを
目的として事業を行っています。

565 中島啓子社会保険労務士事務所 佐賀市

・首都圏への出張等には、今後も有明佐賀空港を積極的に利用し、利用率を
100％にします！
・首都圏から来訪される方には、有明佐賀空港を積極的にご案内いたしま
す！

・人事、労務管理全般に亘るご相談　・就業規則、諸
規程の作成、変更　・給与計算事務　・各種助成金、
奨励金の支給申請　・公的年金の裁定請求　・労働、
社会保険の手続き等　きめ細やかなご支援をいたしま
す！

http://nakashimakeiko-sr.jimdo.com

567 (株)高橋商店 柳川市
業務出張及び従業員レジャーに、積極的に使用することを宣言します。

明治後期、酒類を営む当家十一代目が酒造りの過程
で生まれる酒粕の保存性に着目し、試行錯誤を重ね
ながら誕生した「有明漬」。そして、九州宮崎産ゆずと
の出会いが生んだ新感覚辛味調味料「ゆずすこ」など
受け継がれた伝統と、新たな革新を経てこれからもた
くさんの「おいしい」をお届けしてまいります。

http://www.ariakezuke.com/

568 F-WAVE株式会社　熊本工場 南関町
社内に九州佐賀国際空港を積極的に利用するよう案内します。

建築資材製造販売、太陽電池セル製造販売、エコハ
ウス／ゼロエミッションハウス向け太陽光熱複合シス
テム

http://www.fwave.co.jp

569 三福海苔(株) 佐賀市

・出張の際、有明佐賀空港を100％利用します。
・有明佐賀空港より離発着する機内から見られる、海苔ひびの絶景を全国へ
発信して行きます。

創業昭和46年。のり道楽三福海苔(株)は、佐賀海苔
のおいしさにこだわりを持ち続けて、本場の海苔のお
いしさを産地より全国の皆様へ直送致しております。

http://www.noridouraku.com/

570 ジョイフーズ(株) 柳川市
関東方面の営業の拡大の為、佐賀空港を利用します。 九州産野菜の冷凍加工・販売を致しております。

571 (株)ウッドジャパン 大川市
佐賀空港を積極的に利用します。 日本一の家具産地を宜しく！！

573 (株)丸八ガラス店 大川市
出張・レジャーでの有明佐賀空港の利用率を90％にします。

国産・輸入等あらゆるガラスの加工を手がけ、お客様
のニーズに合わせ、曲げ・強化・印刷・フィルム貼り・
塗装ガラス・UV接着など、スピーディーな対応で家具
用・建材用・別注を承ります。

574 (株)共栄ベスト 大川市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

弊社は、「お客様第一」をあらゆる活動の原点におき、
「安心と信頼をあなたに」をモットーに、未来に向かっ
て挑戦し、地域に貢献する企業であり続けます。

http://www.kyoueibest.co.jp/
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575 佐賀県主食集荷商業協同組合 佐賀市
友人・知人に、佐賀空港利用を積極的に勧めます。
（駐車場無料利用等）

皆さんにおいしいお米を届けます。

576 (株)オニマル みやま市
東京方面への出張等の行程に佐賀空港利用を組み入れていくことに努めま
す。

あなたの身近にあるお弁当や冷凍食品、カップラーメ
ンなどの食品で、オニマルの漬物は、きっとお目にか
かっていると思います。創業100余年、古い伝統を活
かしながら、これからも「出会い」を大切に新しいもの
に挑戦していきます。

577 (株)天山本舗 小城市
東京在住の弟、妹、友人等に佐賀空港便の利用をＰＲします。

添加物や着色料など一切使わず、原材料の良さを羊
羹に表現しています。 http://www.tenzanhonpo.co.jp

578 川原食品(株) 佐賀市
◇出張で有明佐賀空港を積極的に利用します。
◇首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県産のいろんなタイプの柚子胡椒及び柚子製品
を取り揃えています。 http://mifukuan.co.jp/

579 鶴祐介コンサルティング事務所 久留米市
佐賀空港を積極的に利用する 企業生産物流システム構築支援事業

580 NPO法人たすけあい佐賀 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を80％から100％にします。

「困ったときはお互い様」様々なニーズにお応えしてい
ます。高齢者・障害者・子育て支援など、宅老所7カ
所、託児所「町なかカフェよってこ」

http://www14.ocn.ne.jp/~tasukeai/

581 (有)松永建設 佐賀市
社内旅行や社内研修の時は、有明佐賀空港を利用します。 社業の発展を通じて、地域社会に貢献します。

582 (株)門田電気 白石町
・有明佐賀空港を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。

いま、話題の太陽光発電設置工事を推進しています。

583 (株)庄分酢 大川市
出張での有明佐賀空港の利用率を100％にします。

創業三百年、昔から伝わる長期醸造法にこだわり、原
料も有機などにこだわり、まろやかでコクのある上質
な食酢が特徴です。

http://www.shoubun.jp/

584 (株)タルミ 柳川市

・出張スケジュールの時間帯の見直しによる利用促進
・社員の余暇利用時期・社員慰安旅行時の利用推奨
・関東圏からの顧客の利便性向上のため社用車送迎PR
・グループ企業の社員へ空港視察をPRし、マイエアポートクラブ会員入会の気
運を持たせる。

(株)タルミは節句物・盆提灯の製造・卸・販売を業とし
ております。タルミグループは、創業百余年の歴史を
持つ老舗の実績と信頼を基に日本の美しい精神文化
を守り育む「ものづくり」に努めています。

http://www.shunpou.co.jp/

585 日本イットリウム(株) 大牟田市
出張での有明佐賀空港の利用率を現在0％から目標50％にします。

弊社は国内でレア・アースを分離精製し、多様な製品
を製造し、リサイクルまで行う専業メーカーです。 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/nyc/

586 (株)柳川海苔本舗 柳川市
出張での利用で、90％佐賀空港を利用します。

上質の有明海産を使った風味豊かな海苔製品をお届
けしています。

587
(財)日本モーターボート競走会
ボートレーサー養成所

柳川市
出張に際しては、積極的に有明佐賀空港を利用します。

やまと学校では年２階、選手養成員を募集しておりま
す。
主な応募資格は、①年齢15歳以上30歳未満、②身長
172cm、③体重（男子）47kg以上55kg以下、（女子）
42kg以上50kg以下となっております。
応募に関する詳細は、やまと学校養成課（TEL:0944-
76-5051）までお問い合わせください。

http://www.boatrace.jp/yamato/

588 (株)岡村建設 神埼市
有明佐賀空港の利用を促進します。

創業以来、「我社は建設業を通じて地域社会の発展
に少しでも、貢献したいという理想を掲げ、日々業務
に励んでまいります。」環境保全の大切さが指摘され
る今、人に優しく、自然を大切に、地域に根差した「人
と自然のコミュニケーション」づくりを目指しています。
建設業界は、これから大変厳しい時代に突入するで
あろうと推測されますが、そのなかでも萎縮することな
く、未知なることに挑戦を続けていきたいと考えます。

589 (株)甲伸堂　九州支社 佐賀市
東京方面への出張には、佐賀空港を利用します。
北海道・東京方面のお客さまには、佐賀空港をおすすめします。

本物を追及する　甲伸堂

590 (株)松本組 神埼市
社員旅行等で、有明佐賀空港を利用します。

人を活かし、会社を活かして、社会に貢献する企業づ
くりを理念にお客様の喜ぶよりよいものを提供できる
よう心掛けています。

591 明治安田生命　鹿島営業所 鹿島市
東京への出張・旅行の際は、佐賀空港を積極的に利用します。

592 諸富家具振興協同組合 佐賀市
事務局職員の出張・旅行は、有明佐賀空港を利用します。

私たちがめざすのは、時代に愛される、うそのない良
品。
いつも、時代の真ん中に。諸富家具。
「時代と生む良品」諸富家具

http://www.morodomikagu.or.jp/
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593 社会福祉法人済昭園 嬉野市
出張で有明佐賀空港利用率を50％から80％にします。

県下で唯一の総合福祉施設で歴史も古い。基本理念
として「和顔愛語」「照顔脚下」「一期一会」「主人公」を
モットーに心身健全育成、生活の安定のため必要な
措置を講じて福祉の増進に努めている。

http://www.saisyouen.jp/

594 (有)T-REX 佐賀市
出張の際は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。

渋谷109ブランドを取扱いし、SEXY、モード、ヴィン
テージ・・・様々なテイストをクロスオーバーしたスタイ
ルを提案。
ESCAPADAは、佐賀を中心に福岡・久留米・長崎に10
店舗。
老舗ピザ専門店「ピサロ」を継承。

595 唐津市 唐津市

・本市職員の出張時、可能な範囲で有明佐賀空港を利用する。
・本市は、韓国及び中国に姉妹都市を有しており、東アジアをターゲットとした
シティプロモーション戦略を図っていく上で、有明佐賀空港が取り組む国際線
就航便の利用を推進する。

自然と歴史と文化が織りなす　心の散歩道　唐津
http://www.city.karatsu.lg.jp/

597 (有)佐賀県アグリセンター 江北町
・首都圏への出張は有明佐賀空港を利用します。
・取引先にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀のへその町江北町において、特産品れんこん、
玉ねぎ、米等を『安全・安心』をモットーに生産販売し
ております。また、その食材を使用した料理を杵島郡
大町町『菜の華うどん』において提供しておりますので
是非ご利用ください。

598
医療法人社団栄寿会　古賀小児科
内科病院

江北町
社員すべてが有明佐賀空港を利用する様勧め、出来ればマイエアポートクラ
ブへの入会を推奨します。

患者さんにやさしくより質の高い医療を提供し、地域
の人達から愛され信頼される病院を目指します。

599
社団法人佐賀県配合飼料価格安
定基金協会

佐賀市
・公用、私用の旅行等は、有明佐賀空港の利用100％を目指します。
・東京からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

県内の畜産農家の経営安定のための配合飼料の価
格差補てん事業を始めとして各種経営安定対策事業
を行っております。

600 早稲田佐賀中学校・高等学校 唐津市
教職員の東京出張には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

大隈重信ゆかりの地、佐賀県に平成22年4月に開校し
ました。「学問の独立」、「進取の精神」、「地球市民の
育成」を建学の精神として、学校教育を行っています。

http://www.wasedasaga.jp/


