
901 大樹生命保険(株)　三池支社 大牟田市
事業所内従業員に有明佐賀空港を積極的にアピールします。

「いつの時代もお客さまのためにあれ」
これが私たちの原点です。 http://www.mitsui-seimei.co.jp/

902
(公社)大牟田市シルバー人材セン
ター

大牟田市
会員及び職員が、有明佐賀空港を積極的に利用するように勧めます。

「自主・自立」、「共働・共助」の基本理念のもとに、自
主的にセンター運営に参加し、お互いに協力し、助け
合いながら剪定や除草、家事援助などの就労やボラ
ンティア活動を通じ、社会参加と健康づくり、生きがい
づくりに努めています。

http://www.omuta-sjc.or.jp/

903
F-LINE株式会社　SCMサポート事
業部

東京都
有明佐賀空港の利用を心掛けます。 安心・確実・早くて安い

http://www.ab-kk.co.jp/

905 社会福祉法人　東方会 伊万里市
出張等有明佐賀空港を積極的に利用します。

当法人は「地域にさりげなく」を経営理念とし、身体障
害者支援施設（障害福祉サービス）を中心に、地域の
方々に必要とされる施設を目指し、日々サービス提供
を行っております。

http://www.rurikouen.jp

906 合名会社　山口酒造場 久留米市
上海へ行くときは佐賀空港を利用します。

九州一の大河 筑後川の伏流水で仕込む銘酒「庭の
鶯」醸造元、山口酒造場は創業1832年、創業者や失
人たちの精神を受継ぎ、時代にふさわしい酒造りを目
指します。

http://niwanouguisu.com/

908
IIHOE[人と組織と地球のための国
際研究所]

東京都
佐賀周辺にうかがう際には、可能な限り、有明佐賀空港を利用します！

http://blog.canpan.info/iihoe/

909 全国漁業信用基金協会　佐賀支所 佐賀市
佐賀空港全利用を目標とします。

910 (株)モードインターナショナル 佐賀市
佐賀空港を積極的に利用します。社員旅行等全てにおいて利用します。

佐賀駅前を活性化する為、あらゆる業種業態の開発
に取り組んでおります。

911 鳥栖市 鳥栖市
職員が出張する際は、積極的に有明佐賀空港を利用します。
首都圏から本市への来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

住みたくなるまち鳥栖～“鳥栖スタイル”の確立～
http://www.city.tosu.lg.jp/

912 F-LINE労働組合 東京都
今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用するように勧めます。

913 三井金属鉱業(株) 東京都
九州への出張時に、積極的に有明佐賀空港を利用します。

マテリアルの知恵を活かし、「電子材料」「金属・資源」
「環境」「部品」「素材関連」の５つの事業分野で積極的
かつグローバルな事業運営を行っています。

http://www.mitsui-kinzoku.co.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/

915 (株)エ・ラベル 佐賀市
佐賀空港利用率を50%から70%へ増やします。

来店型保険ショップ「保険クリニック佐賀駅前店」を運
営。取扱い保険会社計20社の商品を通して、公平・中
立な「リスク＆ファイナンシャルアドバイザー業務を
行っております。

http://www.a-label.co.jp/

916 (株)ぎょうせい 佐賀市
出張や旅行の際には、常に佐賀空港を利用いたします。

917
三井金属鉱業(株)　セラミックス事
業部

大牟田市
出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

エレクトロニクス用セラミックス焼却炉の内張炉材など
で長年の実績を持っています。また、溶融アルミニウ
ムへの混入物を除去するメタロフィルターは、世界的
に使用されており、アルミ飲料缶の生産に貢献してい
ます。

http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/

918 医療法人　中尾医院 佐賀市

出張（研修）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。
院内研修旅行の時も積極的に有明佐賀空港を利用します。

皮膚科・内科・泌尿器科の診療科を有し、総合的な医
療スキンケアに取り組んでいます。
加圧トレーニングの効果によるメタボの解消、スキン
ケアによる社会進出をサポートしています。

http://www.nakao-c.com/

919 ヤヨイ食品(株)　九州工場 大牟田市
首都圏からの工場見学者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

920 メック(株) 佐賀市
定期的な出張は、可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

仕様変動、生産量の変動、少量多品種生産、短納期
など難易度の高い仕事を取り込み、更には積極的な
提案を行うなど顧客とのコミュニケーションを重視して
おります。
結果、顧客には国内生産のメリットを実感いただいて
おり
従業員には「世界最先端のものづくりに関わっている」
という誇りがあります。
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921 (株)ヤスナガ 柳川市
中国に出張する際は、積極的に佐賀空港を利用します。

鋼板切断加工、曲げ加工、精密板金加工等のシートメ
タル加工全般を行っています。平成２０年には共同出
資で中国常州市に工場を設立し、中国に進出された
お客様のお手伝いをさせて頂いております。

http://www.t-yasunaga.co.jp/

922 鳥栖商工会議所 鳥栖市
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。

商工会議所の運営を支え、事業活力の推進力となる
のは会員の皆様です。未加入の皆様はぜひ会員にご
入会の上、地域の経済発展にご協力下さい。また、事
業発展のために、積極的に会議所を利用ください。

http://www.tosucci.or.jp/

923 エッジ国際美容学校 佐賀市
エッジ国際美容学校は、出張、研修等での上京の際は、有明佐賀空港を利用
します。

美容師、ネイリストなどトータルビューティーで学べる
美容学校です。 http://www.edge-ibc.com/

924
佐賀県有明海漁業協同組合　諸富
町支所

佐賀市

・出張での有明佐賀空港率を50%から80%にします。
・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。
・職員の旅行で有明佐賀空港を利用します。（公私共）

925 医療法人　森永歯科クリニック 佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を井70%から90%にします。
・社員旅行には有明佐賀空港を利用します。
・団体での学会参加の場合、有明佐賀空港の利用を勧めます。

インプラントセンターとして歯科用X線CT、手術室完
備。過去1,000症例を超えるインプラント手術実績。

926 社団法人　佐賀県医師会 佐賀市
・首都圏へ上京する際は、極力、有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来場者には、極力、有明佐賀空港の利用を勧めます。

医道の高揚、医学及び医術の発展並びに公衆衛生の
向上を図り、社会福祉を増進することを目的とした活
動を行っています。

http://www.saga.med.or.jp/saga_med/home/

928 基山町商工会 基山町
役職員等の出張、研修等の際は有明佐賀空港を利用します。 商工業者の支援団体、地域の総合経済団体

http://www.sashoren.ne.jp/kiyama/

929 長洲町商工会 長洲町
会員研修旅行には有明佐賀空港を利用します。 地域振興に貢献する長洲町商工会

http://www.kumashoko.or.jp/nagasu/

930 (株)カワノ 大木町
出張時には佐賀空港を積極的に利用します。

家具・キッチン金物を中心に取扱っている堅調な経営
の企業です。 http://kic-kawano.com/

931 (株)戦略情報センター 佐賀市
佐賀空港利用100%を目指します。

1.　工場現場の情報活用コンサルティング
2.  工場経営コンサルティング http://www.sicenter.co.jp/

932 (株)東和コーポレーション 久留米市
・出張での有明佐賀空港の利用率を3%から10%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。

私たち東和コーポレーションは作業用手袋のトップ
メーカーの一つです。日本の農業、工業をはじめ、家
庭・医療まで幅広く「手」を使う仕事を支えています。

http://www.towaco.co.jp/

933 自由民主党佐賀県支部連合会 佐賀市
出張の際には積極的に有明佐賀空港を活用し、利用率の向上に努めます。

http://www.saga-jimin.com/

934 社団法人　神埼市郡医師会 神埼市
・会員が出張での有明佐賀空港の利用率を50%以上にします。
・会員の事業所が各々「マイエアポート宣言」をします。

管内の医療業務の向上に努めます。

935 (株)佐賀マツダ 佐賀市
有明佐賀空港の利用率100%を目指します。

「真心こめたおつきあい」をモットーにお客様に最適な
カーライフのご提案を致します。 http://sagamazda.jp/

936 (株)ミツノブ 筑後市
・積極的に佐賀空港を利用致します。
・来客者に佐賀空港を利用される様にします。

絣伝統の「久留米織」と「現代スタイル」のコラボレー
ション
糸→染→織り→絣製加工仕上げ、一貫工場にて生
産、久留米手づくり半史、久留米袖織ホームウェア、
作務衣、紳士シャツ、婦人ジャケット、ブラウス、チュ
ニックを製造。
久留米織の生地を現代的な最新の技術で新しい
ファッション感覚の洋服を作ります。肌になじむ着やす
さ、飽きのこないデザイン、お客様第一に心をこめて
作製します。

http://www.mitsunobu.co.jp/

938
(株)ナストーコーポレーション　東京
営業本部

東京都
出張に有明佐賀空港を利用するよう心掛けます。 タオルのスペシャリスト！

http://www.nasto.co.jp/

939 (株)エースホーム 神埼市
・出張での佐賀空港の利用率を100%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。

県内ハウスメーカーとして安らぎの家づくりに努めま
す。
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940 社会福祉法人　川原福祉会 吉野ヶ里町
全職員で有明佐賀空港を利用し、応援します。 大切な子供たちに安心・安全な保育を行います。

941 (株)三好木工 吉野ヶ里町
出張での有明佐賀空港の利用を100%にします。 「木ごころを感じる」創造性豊かな社会に貢献する。

942
ジャパン　マリンユナイテッド(株)
有明事業所

長洲町
出張や単身赴任者の一時帰省、家族旅行などでの有明佐賀空港利用を推奨
します。

有明海に面した熊本県長洲町に立地する業界屈指の
大型造船所です。
総面積107万平方メートルの広大な敷地に、長さ620m
と420m（幅85m、深さ14m）のドックを2基、1,200トン吊
りと700トン吊りのゴライアスクレーン等を備え、合理的
な工場レイアウトのもとで、VLCCをはじめとする大型
船舶や大型海洋構造物をメイン商品として、効率的な
生産活動を進めています。

http://www.u-zosen.co.jp/

943
佐賀県有明海漁業協同組合　芦刈
支所

小城市
職員旅行で有明佐賀空港を利用します。

944 大電(株)　上峰事業所 上峰町
・出張での利用率の向上を目指します。
・お客様へ佐賀空港の利用を勧めます。

当事業所の製品は国内シェアトップクラスのシェアを
有しております。 http://www.dyden.co.jp/

945 九セラ(株) 大牟田市
社員及び家族が東京方面への飛行機を利用する場合及び東京方面からの来
訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

強化磁器食器の製造メーカー

946 南筑後農業協同組合 みやま市
東京出張については、有明佐賀空港を積極的に利用し、東京方面から来訪さ
れる方にもご案内致します。

農家組合員の所得の向上と地域農業の発展の為に、
地域に根ざした実践活動を展開します。 http://www.minamickg-fk-ja.or.jp/

947 環整工業(有) 神埼市
出張での有明佐賀空港利用率50%にします。

948 (有)井上製麺 神埼市
出張での有明佐賀空港の利用率を50%から100%にします。

創業140年を迎え、食の安心・安全をベースにHACCP
を取得致しました。 http://www.iimen.com/top/index.html

951 関東化学(株)　大牟田工場 大牟田市
出張者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

品質と環境を重視した工場として、九州及び西日本一
円へ半導体産業で使われる電子工業薬品を供給して
います。
我々は未来を考え、新しいものへの挑戦を図り社会に
積極的に貢献してまいります。

http://www.kanto.co.jp/

952
ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱佐賀
支店

佐賀市
佐賀空港を積極的に利用します。

お客様へガスと電気で暮らすエコで快適な生活をご提
案します。詳しくは、www.sagapro.jp http://www.sagapro.jp/main/

953 森鉄工(株)　東京事務所 東京都

１）今後九州佐賀国際空港の利用を心掛けます。
２）来客にも九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
３）社員の帰省や旅行に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
４）九州方面への旅行は九州佐賀国際空港を利用します。

ファインブランキングプレス、多軸プレス、切粉圧縮機
等で業界のリーダー的役割を担っています。
ファインブランキングプレスでは海外輸出比率は7割
以上です。

http://www.moriiron.com/

954 (株)奈雅井 伊万里市

・出張での有明佐賀空港の利用を増やします。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・Ａｉｒ貨物が発生したら、極力有明佐賀空港を利用します。

小口から重量貨物までの輸出入、保管、運搬のトータ
ルサービスをご提供いたします。
輸出入のことならなんでも奈雅井（0955-28-2121）に
お問い合わせ下さい！

http://www.nagaij.co.jp/

955
佐賀県有明海漁業協同組合　久保
田町支所

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。 おいしい佐賀海苔を販売しています。

956 大鵬薬品工業(株)　佐賀出張所 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。

人びとの健康を高め、心豊かな社会づくりに貢献しま
す。 http://www.taiho.co.jp/

957 (株)フコク 柳川市
出張及び社員旅行等に積極的に活用させて頂きます。

CCCChasic（ITOでつながる）
創業80周年を迎え、常に新しいことに挑戦し、進化し
ていきます。
現在は自動車・介護・寝具・建材と幅広く展開しており
ます。

http://fukoku.jpn.org/

958 ニシム電子工業(株)　佐賀工場 吉野ヶ里町
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

電子通信分野のコンサルティングから製造・施工・保
守まで最適なトータルソリューションを提供 http://www.nishimu.co.jp/
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960 精発ばね工業(株) 東京都

１．今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
２．来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
３．社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用するよう勧めます。

961 (有)安永精工 柳川市
上海出張時は100%佐賀空港を利用します。

ダイヤモンド切削工具、CBN切削工具、超硬切削工具
の製造販売 http://www.yasunaga-sk.co.jp/pc/

962 筑後市 筑後市
・東京方面への出張・旅行等の際には、有明佐賀空港の利用を推進します。
・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。

平成23年3月12日に九州新幹線「筑後船小屋駅」が開
業した筑後市は、国内有数の炭酸含有量を誇る船小
屋温泉をはじめ、筑後広域公園、水田天満宮恋木神
社など、見どころいっぱいです。ぜひ一度、お立ち寄り
ください。

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

963
(株)イシモク・コーポレーション　関
東オフィス

東京都
出張の際は有明佐賀空港を積極的に利用します。

1948年の設立以来、「トータル空間創造企業」として、
住宅や医療・介護施設、スポーツジム、公共施設など
多様な空間を構成する木質系製品の製造を行ってい
ます。
「デザイン性」「機能性」「安全性」に優れた新しい空
間・生活スタイルの創造、ご提案をしています。

http://www.ishimok.co.jp/

964 (株)有明ねっとこむ 大牟田市
出張時、可能な限り有明佐賀空港を利用するよう社員へＰＲ致します。

地方公共団体をはじめ、各種企業等の出資による第
３セクターとして、設立以来、地域の情報化を推進して
います。
ITに関することは何でもお任せ下さい。

http://www.ariakenet.com/

965 (株)キューオキ　西九州支店 佐賀市
社員および家族の出張、旅行は有明佐賀空港を利用します。

IT（情報・通信等）製品の販売・システム構築・据付工
事・保守サービスまでワンストップで提供しています。 https://www.kyuoki.co.jp/

966 大牟田市管工事協同組合 大牟田市
組合員へ有明佐賀空港利用促進を積極的にＰＲします。

水道事業を通じ、地域の皆様に安心、安全に暮らせる
よう努めます。

967 九セラ(株)　東京営業所 東京都
①今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
②来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

強化磁器食器の製造販売
ファインセラミックスの技術から生まれた新時代の強
化磁器

968 大牟田観光協会 大牟田市
佐賀空港を積極的に利用します。 観光案内、および大牟田特産物の販売をしています。

http://www.sekoia.org/

969 橋本工業(株) 大牟田市
当社及び当社社員は公私を問わず有明佐賀空港を利用し、地域の発展に微
力ながら寄与することを宣言します。

プラントの設計・施工・メンテナンス、圧力容器製作を
主な業務とし、大牟田（本社）を始め、岩国・大阪に事
業所を開設している。
会社設立から64年間に亘り、プラントメーカーから厚
い信頼を受けており、お客様満足度の向上と会社の
更なる発展に努めている。

http://hashimoto-kougyou.com/

973 新栄地研(株) 佐賀市
・社員が受講する首都圏での全国研修会出張に利用する。
・社員の家族旅行にも可能な限り利用する。

新栄地研㈱は土壌、土質、水質等の試験・調査及び
測量・設計を専門とする建設総合コンサルタントです。
私たちは、人と地球の自然環境の共存のために最高
の技術でサポートいたします。

http://www.shineichiken.co.jp/

974 安高金属工業(株) 荒尾市
中国への出張を佐賀空港を利用するようにします。

金属プレス加工でおもに自動車部品で金型より製作し
ております。 http://www.yasutaka.co.jp/

975 的場運送(株) 大川市
・出張での有明佐賀空港の利用率を80%から100%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。

毎日が決戦の連続。勝つか負けるかの非常の時代
心魂に傾けたサービスと行動で、お客様に確保と新規
開発を行う。

976 (有)嬉野衛生サービスセンター 嬉野市
会社や組合で佐賀空港利用を強力に推進する。

地域の環境保持とメンテナンスにより住環境をスキル
アップします。

977 菊美人酒造(株) みやま市

①出張の際は、可能な限り佐賀空港を利用します。特に中国出張の際は、佐
賀空港を利用します。
②国内・海外からの来訪者に佐賀空港の利用をすすめます。

1735年、江戸期創業。現社長は八代目。清酒「菊美
人」は柳川の詩人「北原白秋」がこよなく愛した酒とし
て有名。吟醸・純米・本醸造など、国内・海外にて江湖
の日本酒党愛されている。

http://www.kikubijin.co.jp/

978 久留米市 久留米市
佐賀空港の利用促進のため、ポスターの掲示や時刻表の配布など、来庁され
る方々へのＰＲ活動に努めます。

水と緑の人間都市　久留米
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/

979 日本システム(株) 大牟田市
積極的に有明佐賀空港を利用します。 中国人研修生制度、輸出入貿易業、倉庫業、運送業

980 東京戸上電機販売(株) 東京都

１．今後、佐賀空港の利用を心掛けます。
２．社員の帰省や旅行に利用するよう勧めます。
３．出張時の佐賀空港利用を推進します。

㈱戸上電機製作所の関東エリアの販売会社として営
業しています。



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

981 (株)戦略情報センター【東京】 東京都
今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

http://www.sicenter.co.jp/

982 (株)北島 佐賀市
佐賀空港がより一層身近で便利になるよう、みんなで頑張りたいと思います。

ポルトガルから伝来した焼菓子「マルボーロ」と雲仙の
霧氷をイメージしたソフトな口当たりの菓子「花ぼうろ」
を中心に和洋菓子を自社製造し販売しています。

http://www.marubolo.com/

983 (株)佐賀印刷社 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。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・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。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

大量印刷の時代は終わりました。必要な時に必要な
数量だけ…オンデマンド印刷をお勧めします。佐賀印
刷社は「本づくり職人課」を設置しています。

http://www.sagain.co.jp/

984 (株)ケーブルワン 武雄市
出張での佐賀空港の利用率を60%から80%に引き上げます。

武雄・杵島地区でケーブルテレビ、インターネット電話
サービス事業を行っています。地域のため、ケーブル
テレビが出来ることに全力投球！

http://www.cableone.ne.jp/

985 南関町商工会 南関町
役職員等の出張・研修等で有明佐賀空港を利用します。 商工会は行きます、聞きます、提案します

986 大牟田柳川信用金庫 大牟田市
東京出張時は有明佐賀空港を積極的に利用します。

当金庫は地元の中小企業者や住民の皆様が会員と
なってお互いに助け合い、お互いに発展していくことを
共通の理念として運営されている金融機関です。地元
のお客様の事業や生活の繁栄のお手伝いをするとと
もに、地域社会の一員として地元の皆様との強い絆と
ネットワークを形成し、地域経済の活性化に取り組ん
でいます。

http://www.shinkin.co.jp/omuta/

987 (株)岬 大牟田市
地元振興の為、佐賀空港を積極的に利用致します。

988 (株)ユーカス 久留米市
出張時の有明佐賀空港の利用率向上（50%以上）を目指します。

"EUPHORIC&CASING"（幸福を包み込む）に由来する
社名は、人を優しく包み込む大きな包容力のある企業
でありたいという私たちの願いと、ソファの特徴が託さ
れています。

http://www.eucas.jp/

989 (株)佐賀銀行 佐賀市

・東京方面から佐賀へ来訪される方へ有明佐賀空港を積極的にご案内しま
す。
・東京方面への出張は有明佐賀空港を積極的に利用します。

佐賀銀行は「地域密着と健全経営」に徹し、地元金融
機関として良質な金融サービスを提供し、業務を通じ
て地域社会の発展に奉仕します。

http://www.sagabank.co.jp/

990 大和ハウス工業(株)　佐賀支店 佐賀市
首都圏への出張の際に有明佐賀空港の利用を勧めます。

992 田中食品産業(株) 柳川市
出張での有明佐賀空港の利用率を上げます。

明治30年の創業以来、米穀類（主食用白米・加工原
材料用米）の製造販売を主として、営業を行っており
ます。最近では、食材及び産地特産のギフト向けの商
品（食品）も販路拡大に頑張っています。

993
三井金属鉱業(株)　セラミックス事
業部　労働組合

大牟田市
出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

エレクトロニクス用セラミックス焼成炉の内張炉材など
で長年の実績を持っています。また、溶融アルミニウ
ムへの混入物を除去するメタロフィルターは、世界的
に使用されており、アルミ飲料缶の生産に貢献してい
ます。

http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/

995 三浦第一漁業協同組合 大牟田市
佐賀空港の便利さ、気楽さをＰＲします。

996 (株)太興電機製作所 佐賀市
東京方面への出張では利便性を考え有明佐賀空港を利用します。

制御盤の設計・製作・現地調整まで行っています。
各方面より技術力を評価して頂き、全国的に展開して
います。

998 常盤商事(株) 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率60%を80%にします。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

全てはお客様のために、いつまでもいい関係。
損害保険業務、生命保険業務（がん保険etc）、不動
産取引業務、建築設計監理業務

999 (株)ヤマコ　佐賀工場 吉野ヶ里町
出張時は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
また、来訪者にも有明佐賀空港の利用を勧めていきます。

・当社は、乾海苔の乾燥加工、焼のり加工など業界
トップ企業です。
・大手コンビニ向けおにぎり用海苔を1日190万食製造
しております。
・海外への事業展開も行っており、中国に合弁会社を
設立し、海苔の養殖・販売製品製造・販売を行ってい
ます。

1000 (株)三井三池製作所　九州事業所 大牟田市
・社員の出張時には、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・お客様にも有明佐賀空港をＰＲいたします。

当社は明治15年創業以来、産業機械メーカーとして
常に技術の研鑽を図り、国内外の顧客ニーズに応え
てまいりました。
そして、更に商品力の強化や新商品の開発を推進し、
皆様のご期待に添うべく邁進してまいります。

http://www.mitsuimiike.co.jp/


