
1001
セゾン自動車火災保険(株)　佐賀サ
ポートセンター

佐賀市

・佐賀との往復には、有明佐賀空港を利用します。
・佐賀へ行く人、佐賀から来る人がいれば有明佐賀空港の利用を積極的にす
すめます。

2012年7月より「佐賀サポートセンター（愛称：佐賀よか
とこサポートセンター）」を新設。東京に続いて2拠点目
のコールセンターとなり、電話によるお客様サポート機
能を更に充実化するとともに、広域災害などが発生し
た場合に備えています。
佐賀よかとこサポートセンターのネーミングコンセプト
①佐賀県の方言より「良いところ・良い場所」＝「よか
とこ」
②方言により佐賀県らしさを演出し、九州地区の元気
さや活発さをイメージ
③お客様、働くスタッフともにこのセンターを「よかとこ」
にしていきたい

http://www.ins-saison.co.jp/

1002 佐銀リース(株) 佐賀市
東京出張の際は、郷土の有明佐賀空港を積極的に利用します。

私たちは、リースで地域のお客様の明るい未来をお
手伝いします。 http://www.saginlease.co.jp/

1003 (株)西村鐵工所　東京支店 東京都
・本社（佐賀）を訪問されるお客様へ、積極的に有明佐賀空港をＰＲします。
・本社（佐賀）への出張の際には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

本社（佐賀）の営業拠点として、少数精鋭で日夜がん
ばっております！ http://www.nisitec.co.jp/

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/

1005 (株)LIXIL　有明工場 長洲町

東京方面に出張する従業員に佐賀空港の利便性をＰＲし、利用促進に努めま
す。
東京方面からの出張者に新しい選択肢としての佐賀空港の利用を勧めます。

Link to Good Living
私たちは優れた製品とサービスを通じて、豊かで快適
な住生活の未来を創造する「総合住生活企業」です。

http://www.lixil.co.jp/

1006 三京物産(株) 東京都
有明佐賀空港を積極的に利用し、地域貢献に寄与することを宣言します。

当社子会社である、三京ステンレス鋼管が、佐賀県武
雄市に工場を設立することになりました。自社の成長
だけではなく、地域の発展と貢献に寄与していきたい
と思っております。

http://www.sankomj.co.jp/

1007 九銘ハウジング(株) 大川市

・中国上海近郊で太陽光発電システムJinko・HEDAに関係する業者との打ち
合せ
・代理店契約を結び日本に太陽光発電の進行を図る為、営業で頻繁に使う
為、又、社員一同の研修の為、利用を拡大します。

・太陽光発電システムを日本へ販売・拡大
・日本伝統木芸屋久杉製品の販売・中国への販売促
進
・大川温泉化粧品・その他販売促進

1008 行政書士　徳永法務事務所 佐賀市
出張の際には、積極的に有明佐賀空港を利用します。

佐賀市にて行政書士をしております。話しやすい事務
所です。 http://www.tokunaga-law.net/

1009 特別養護老人ホーム　野菊の里 上峰町
出張等で佐賀空港を利用します。

すべてのご利用者様にかけがえのない人生を生きが
いを持って幸せに生きることができるよう、私たちは力
強く支援し続けます。

1010 鳥栖三養基建設労働組合 鳥栖市
各支部研修旅行は佐賀空港を是非利用したいと思います。

1011 佐銀信用保証(株) 佐賀市
東京出張には有明佐賀空港を利用します。

1012 山本石材(株) みやき町
・佐賀空港をなるべく利用します。
・職員旅行した場合、又、家族旅行の時は利用させて頂きます。

主に墓石、石製品を扱っています。殆ど中国で製作し
ています。大連の工場で作っていますので、主に大連
出張ばかりです。

1013 湯泉郷　温泉館　湯招花 佐賀市
有明佐賀空港を積極的にご案内します。

毎分500リットルの豊富な湧出量は西九州最大級。常
にきれいなお湯が流れます。多種類のイオンを含んだ
泉温43度の肌にやさしい天然温泉です。

http://www.toshoka.jp/

1014 社会保険大牟田天領病院 大牟田市

出張での有明佐賀空港の活用を勧めます。
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を紹介します。
職員に、有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を紹介します。

社会保険大牟田天領病院は、地域の皆様から愛され
る総合病院として、信頼ある医療を提供する福岡県大
牟田市の救急告示病院です。

http://omutatenryo-hp.jp/

1015
特定非営利活動法人
市民生活支援センターふくしの家

佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を50%～80%にします。

ふくしの家は、佐賀を拠点とした福祉系ＮＰＯです。
０才～高齢者までだれでもが住みやすい福祉のまち
づくりをめざしています。

http://www.fukushinoie.com/

1016 (株)シグマパワー有明 大牟田市
・出張の際、利用可能な時は有明佐賀空港を積極的に利用します。
・関東からの来訪者には、有明佐賀空港をＰＲします。

・2005年4月　(株)シグマパワー有明設立
・環境調和型（バイオマス石炭混焼発電など）、省エネ
ルギー型発電所です。

1017 大和製罐(株)　九州工場 上峰町
東京出張でフライト便が日程可能の場合は利用するように努力いたします。 業界日本Ｎｏ．２の飲料缶製造メーカー

http://www.daiwa-can.co.jp/

1018 みやき町商工会 みやき町
出張や社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

事業所会員から「真に頼られる商工会」を目指し、「巡
回」の徹底、質的向上につながるような経営支援を積
極的に行うよう心がけています。

マイエアポート宣言事業所　一覧
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1019 三池海運(株) 大牟田市
東京出張は有明佐賀空港を利用します。 日本全国色んな物を運びます。

1020 西吉田酒造(株) 筑後市
佐賀空港の利用が0%だったのを10%まで使用率を上げます。

創業明治26年　筑後市唯一の焼酎蒸留所です。伝統
の技を使い、新しいことに挑戦しています。代表銘柄
本格麦焼酎「つくし」白ラベル・黒ラベル、釈云麦など

http://nishiyoshida.jp/

1022 荒尾市医師会 荒尾市
佐賀空港を積極的に利用します。
有明沿岸道路の荒尾（熊本）までの早期開通を！ http://www.arao-med.or.jp/

1023 (株)ユウシステム 福岡市
中国出張の際には、佐賀空港から便利にオトクに出張します！

日本とアジア（主に中国、韓国、台湾）でシステム開
発、WEBサイト制作などのITサービスを展開しており
ます。

http://www.yousys.co.jp/

1024 (有)佐賀東部青果 白石町
当社、来客者を始め、その他来訪者に対して、有明佐賀空港の利用を勧めま
す。

安全・安心・新鮮な農産物の提供を使命とし、産地と
消費者の皆様を物流で繋ぐ役割と誇りを持って行って
おります。

1025 武雄市議会 武雄市
出張での有明佐賀空港の利用率を40%から70%にします。

毎回、定例会で激論を繰り広げている。今、武雄市議
会は熱い！ http://www.facebook.com/takeocity

1026 (株)ファンドレックス 東京都
佐賀県への出張には、必ず有明佐賀空港を利用します。

日本初のファンドレイジング戦略設計を専門とするコ
ンサルティング会社です。佐賀のＣＳＯを応援していま
す！

http://www.fundrex.co.jp/

1027 (株)エヌシーみいけ 大牟田市
東京出張等で、積極的に利用し、利用率を上げます。

地域の皆様に、より豊かな暮らしをご提案するととも
に、あらゆる情報を先取りし、未来を見つめた新しい
アイデアを生み出し、お客様に信頼され、社会に貢献
する企業として、これからもチャレンジしていきます。

http://www.nc-miike.co.jp/

1028 荒尾市管工事協同組合 荒尾市
佐賀空港を使用しています。 荒尾市の水道事業は当組合員に！！

1029 (株)藤武板金工業 白石町
東京出張の場合は、100%佐賀空港を利用します。

我社の技術は、学校・病院等公共施設並びに神社仏
閣・ビル・住宅に活かされています。

1030 (有)三和建設 荒尾市
会社より一番近い空港で利便性が良いので、出来る限り利用したいと思いま
す。社員に積極的に紹介したいと思います。

安全で安心な暮らしを応援します。

1031 (株)伊藤園　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。

おいしさは香り
お茶といったら伊藤園

1032 上峰町商工会 上峰町
佐賀空港を利用します。

地域商工業の発展と地域振興のためにがんばってい
ます。 kamimine@sashoren.or.jp

1033 柳川市観光協会 柳川市
有明佐賀空港を利用します。 ゆっつら～と、時流れ、水流るるまち、柳川へ

http://www.yanagawa-net.com/

1034 (株)ＳＴＳエンタープライズ 佐賀市
当社にて企画・運営するイベント関連出演者の交通を手配するときは、可能な
かぎり有明佐賀空港を利用します。

佐賀～上海便のポスターデザインや、有明佐賀空港
内の装飾関係、電照看板の製作など、有明佐賀空港
関連のお仕事も多く手掛けています。

http://www.sts-ep.sagatv.gr.jp/

1035 日本マレニット(株)　九州支社 筑後市
東京出張では、佐賀空港を利用致します。 木材用防腐・殺虫剤の製造販売

http://www.malenit.co.jp/

1036 福岡県魚市場(株)　大牟田魚市場 大牟田市
出張のおりは積極的に佐賀空港を使用します。

1037 (株)志岐蒲鉾本店 久留米市
出張での有明佐賀空港の利用率を50%から80%にします。

お土産・お祝いの引出物・贈り物に最適です。
大川の味、志岐の蒲鉾
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1038 (株)JAフーズさが　東京営業所 東京都
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。

1039 大牟田市老人クラブ連合会 大牟田市
大牟田市老人クラブ連合会として、会員の方に、佐賀空港の利用を積極的に
推進します。

大牟田市老人クラブでは、「地域に健康づくり、介護予
防の輪を広げよう」を合言葉に、「健康を進める運動」
を推進するとともに、「地域で安全安心して暮らすこと
ができ」そして「ゆとり、うるおい、やすらぎ」に満ちた人
生とするために、地域社会の発展に取り組んでいま
す。

1040 社団法人　武雄杵島地区医師会 武雄市
・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.sagadensan.net/takeokishimaishikai/

1041 佐賀県職業能力開発協会 佐賀市
東京方面の出張は原則有明佐賀空港利用にします。

当協会では、管理監督者を対象とした講習会や職業
能力開発に関する指導・助言など社員の職業能力開
発に係る様々な支援サービスを提供しております。

http://www.saga-noukai.or.jp/

1042 荒尾市建設業協会 荒尾市
会員企業に佐賀空港の利用を勧めます。

1043 (株)ARC 長洲町
弊社で東京出張があれば有明佐賀空港を利用します。

大型船舶の船体内部の補強材（ロンジフレーム）をは
じめ、鋼構造物の製作を行っています。

1044 祐徳通商(株) 小城市
海外の輸出入商品仕入れの為、海外出張時は中国を中心に、佐賀空港を利
用しています。

1045 (株)山﨑不動産 神埼市
有明佐賀空港の利用率を高めます。

神埼市神埼町に店舗があり、賃貸（アパート、マンショ
ン、一戸建て、店舗）、仲介、売買仲介、不動産管理を
おこなっております。

http://www.e-yamasaki.co.jp/

1046 松永日本刀剣鍛錬所 荒尾市
出張の折はつとめて佐賀空港を利用致します。

お守り刀・嫁入短刀・記念刀　特別ご注文製作致しま
す。

1047 (株)プレースホーム 神埼市
出張での有明佐賀空港の利用率を25%から70%にします。

家づくりから始まったお客様との出会いを大切にし、
私たちは一生涯のお付き合いを目指し、頑張っていま
す。

http://www.place-home.co.jp/

1048 (株)中央環境管理センター 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

会社一丸となって、各自の能力、技術、職責を生か
し、たえず創意工夫をこらして、常にお客様及び地域
社会の要望をくみとり、これに素早く対応し、心から満
足、感謝していただく事をモットーにしております。

1049 (有)荒尾市清掃公社 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

私達は、素晴らしい一生を送るため、お互いに励まし
あい、目標をもって勉強し合い、お客様の快適な環境
作りをモットーにしております。

1050 中央設備工業(株) 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

「真心あるよい施工及び管理を提供し、顧客の信頼を
得る」
私達は、毎日の仕事で自分を磨き、ムリ・ムダ・ムラを
追放し、お客様の快適な生活に役立つよう努力してお
ります。

1051 (株)シティネット 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

私達は、礼儀礼節を大切にし、人格の向上に努め、お
客様のニーズに合わせた通信情報サービスを提供い
たします。

1052 ダイレックス(株)　昭和店 佐賀市
・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様勧めます。

お客様の求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

1053 ダイレックス(株)　三芳店 佐賀市
・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様勧めます。

お客様の求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

1054 ダイレックス(株)　籠原店 佐賀市
・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様勧めます。

お客様の求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

1055 小代焼　ふもと窯 荒尾市
東京へ出張の折は佐賀空港を利用します。

小代焼ふもと焼
400年の伝統を現代に生かした焼物
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1056
協同組合 ショッパーズかんざき　サ
ピエ

神埼市
社員（職員）に、有明佐賀空港の利用を勧めます。 地域に密着した店づくりを目指します。

1058 松尾産業(株) 大牟田市
今まで、福岡空港中心の利用でしたが、調整可能な場合、佐賀空港の利用を
推進します。

弊社は、有線式万引き防止警報装置"ロスコンシリー
ズ"を中心とした防犯設備機器の開発・製造・販売をし
ている会社です。

http://www.matsuosangyo.jp/

1059 (株)佐賀銀行　東京事務所 東京都

・従来通り、行員の佐賀方面への出張・帰省は、積極的に有明佐賀空港を利
用します。
・東京地区へ来所されるお客さま、佐賀方面へ訪問されるお客さまへの有明
佐賀空港のPRと利用を積極的に勧めます。

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/

1060 (株)エムエス 大川市
福岡空港より佐賀空港へ変更します。

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

1062 神埼市役所　議会事務局 神埼市
東京出張の際には、100%佐賀空港を利用します。

1063 オギハラ食品(株) 大牟田市
社員に出張の際は有明佐賀空港の利用を勧めます。
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

大牟田発祥とされる三池高菜を漬物惣菜に加工し、
全国のスーパーに販売、また、業務用として様々な業
態でご利用頂いております。

http://www.ogihara-foods.co.jp/

1065 佐賀冷凍食品(株) 小城市
出張での佐賀空港利用率を60%から80%にします。

産地、生産者の顔の見える食材で素材の味を引き立
てた食品を提供しています。 http://www.kanesue-saga.jp/

1066 (株)オリーゼ本舗 唐津市
出張で有明空港の利用に努めます。

創業昭和19年　オリーゼ本舗は「げんき」をお届けしま
す。お客さまの喜びを私共の歓びとして。 http://ori-ze.jp/top.html

1067 荒尾市薬剤師会 荒尾市
福岡空港・熊本空港利用中の会員薬剤師に対して、有明佐賀空港への利便
性を勧めます。

荒尾市民病院前にある調剤薬局です。荒尾市内（調
剤薬局・病院勤務薬剤師）の事務局もあります。
会員薬剤師に連絡し、利用促進を呼びかけます。

1069 小岱焼　末安窯 荒尾市
東京へ行く時は、佐賀空港を積極的に利用します。

小岱山の土にこだわり、自然の力を借りて作陶し続け
ています。器づくりはその人となりがわかる仕事。作り
手の物のとらえ方、考え方、生き方は全て器から滲み
出てきますので常に真剣勝負です。それでも遊び心を
忘れずに、楽しく作っていますので、楽しく使っていた
だきたいとおもいます。

http://www.h3.dion.ne.jp/~shodai/

1070 たいら商店 鹿島市
佐賀空港を「マイエアポート」として利用します。 地域の皆様方に新鮮な魚介類を提供しています。

1071 豊建設工業(株) 荒尾市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

豊建設工業㈱では、公共工事・民間工事はもとより、
住宅事業部（ネクストホーム）として、熊本（光の森オ
フィス）、荒尾ショールームと筑後地区・県内（熊本）唯
一のレンガ造りの注文住宅を展開しています。又、耐
震住宅テクノストラクチャー工法や在来工法もおまか
せ下さい。

1072 九州コンズトラクチャーズ協同組合 荒尾市
出張で有明佐賀空港の利用率を50%にします。

九州コンストラクチャーズ協同組合では、九州一円に
広く、中国及びベトナム等の国々から技能実習生の受
入を行っています。又、太陽光発電普及事業を国内は
もとより、韓国・中国のメーカーと協同で行っていま
す。

http://kcca.weblike.jp/

1073 (株)中山鉄工所 武雄市
１．有明佐賀空港の利用率を高めます。
２．有明佐賀空港の社員への周知を計ります。

(株)中山鉄工所は、1908年の創業より技術を生業とし
ている100年企業です。佐賀・武雄の地より時代が求
めるリサイクル機械・砕石機械を提案。開発型企業と
して創造の喜びを感じ、地域から全世界へ向けた新し
い物づくりに挑戦を続けています。

http://www.nakayamairon.co.jp/

1074 (株)九州パール紙工 小城市
地元の活性化につながるよう佐賀空港をなるだけ利用する。 九州内で有数の大手包材商社

http://www.kyusyu-pearl.co.jp/

1075 大和リビングケア株式会社 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を90%にします。

総合保健施設事業、グループホーム、生活健康管理
事業、コンサルティング等「人」が「人」として、健康に
生活するためのお手伝いをいたします。

http://www.life-complete.co.jp/

1076 ホテルセキア 南関町
東京出張の際は佐賀空港を利用致します。

緑豊かな丘に建つ南欧風ホテル
大自然の柔らかい空気、森の緑に心がいやされま
す。
温泉、スポーツ施設、宴会、レストラン、ウェディングが
できるリゾートホテルです。

http://www.sekiahills.co.jp/



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

1077 Auto house Eguchi 筑後市
有明佐賀空港使用率100% ペット美容＆ホテル「ブルーポイント」

1078 沖端漁業協同組合 柳川市
佐賀空港100%

1079 チクシ電気(株)　佐賀工場 吉野ヶ里町
航空機利用の出張をはじめとし、地域活性化に貢献するために佐賀空港利用
を推進します。

電子通信機器、電気機器分野の多様化するニーズに
的確かつ、速やかに対応できるよう設計・製造・検査
の一貫した生産体制を有し、信頼性の高い製品を提
供しています

http://www.chikushi-ele.com/

1080 (株)ＪＡ段ボールさが 上峰町

有明佐賀空港を100%利用しています。
今後も継続して利用していきます。
プライベートにおいても有明佐賀空港の利用を勧めます。

当社では、お客様に安全、安心で信頼される製品の
安定供給に努めています。
環境保全にも積極的に取り組み、地域社会の発展に
貢献します。

1081 五町田酒造(株) 嬉野市
東京出張の際はすべて有明佐賀空港を利用します。
私用でも社員全員に利用を勧めます。

「米から育てる酒造り」
蔵の周囲で蔵人達が酒米山田錦を育てています。そ
の年の生育状況に対応した造りが出来る事が特徴で
す。

http://www.azumaichi.com/

1082 (株)談 熊本市
・海外出張における有明佐賀空港の利用率を30%から80%にします。
・本社と支社間の往来には、有明佐賀空港を利用します。

・九州における「食、健康、美」マーケティング
・グローバル企業のための人財開発 http://www.dankk.co.jp

1083 荒尾自動車興業(株) 荒尾市
出張時は積極的に佐賀空港を利用します。

くるま生活おまかせください！
全メーカー取扱い、保険、車検、修理、板金塗装
気になる点は遠慮なくおたずねください。

http://www1.ocn.ne.jp/~arao/

1084 みやき町議会 みやき町
県の発展の為に佐賀空港の利用を推進していく。

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

1085 (株)荒尾リサイクル 荒尾市
社員に対し、有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

1086 (株)石崎商店 荒尾市
社員に対し、有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

建設・解体現場

1087 荒尾鉄工団地協同組合 荒尾市
関東圏の航空機利用の際は、有明佐賀空港利用を推進致します。

昭和45年の発足以来、多くの人々、企業との信頼の
輪を広げ、今日に至っています。

1088 医療法人　順天堂 大町町
東京方面から当院へ来訪される方へ有明佐賀空港の利用をご案内します。
職員が東京方面へ行く際には有明佐賀空港の利用をすすめます。

順天堂病院
介護老人保健施設　敬松苑 http://juntendo.or.jp

1089 (株)東洋空機製作所 みやき町
佐賀県在住の社員に有明佐賀空港の利用を推奨します。

自動車整備、一般作業、土木建設用ツールのリーディ
ングカンパニーとして、高品質で耐久性に優れたモノ
づくりを実現し、各方面から高い評価を受けています。
総合メーカーとして、世界主要50ヵ国に製品を輸出し
ています。

http://www.toku-mfg.com

1090 福岡県教職員組合　大牟田支部 大牟田市
東京方面へ行く際は、佐賀空港を積極的に利用するようにすすめます。

子どもたちに明るい未来を。子どもたちを再び戦場に
送らない。

1091 (株)日立ハイテク九州 大牟田市
東京往復便について積極的に有明佐賀空港を利用致します。

ハイテクソリューション事業におけるグローバルトップ
を目指しています。

1092
昭和アルミニウム缶(株)　大牟田工
場

大牟田市
東京出張時には、有明佐賀空港の利用をするよう呼びかけます。

弊社は1971年に日本で初めてアルミニウムの飲料缶
を製造しました。
大牟田工場は小山工場（栃木県）、彦根工場（滋賀
県）に次ぐ３番目の工場として1997年に誕生しました。
工場内に見学施設があり、アルミ缶の製造工程やリ
サイクルについて学習できます。

1093 (株)多久製作所　九州支店 多久市
なるべく利用したいと思います。 配管の総合プロデュースをします。

1094 （社）佐賀県看護協会 佐賀市
佐賀空港の利用促進を役職員はじめ家族にも呼びかけ、更なる佐賀空港利
用率の向上に寄与したい。

佐賀県内の看護職約5,400人で組織する看護専門職
能団体です。人の誕生・病気の予防・患者や家族のケ
ア・在宅医療など人々の健康に関わる様々な支援を
行っており、「いつでも、どこでも、だれにでも」役立ち
たいと、知識、技術、態度の研修を重ねて努力してい
ます。

http://www.saga-nurse.org/sna/
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1095 ラサ工業(株)　羽犬塚工場 筑後市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。Ｒ2.10．22変更
また、福岡空港の利用率100％から九州佐賀国際空港利用を20％利用に勧
めます。

社名の「ラサ」は沖縄本島から東南に約400kmのとこ
ろに位置する当社所有のラサ島（正式名称：沖大東
島）で肥料の材料となるリン鉱石を採掘したことに由
来します。羽犬塚工場は大分県日田市の鯛生金山の
工作工場として設立され、鉱山、精錬機械の製造・修
理を行っていました。現在はこれらの技術をベースに
一般産業用廃棄物及び骨材やリサイクル物の被砕
機、選別機の製造を主な事業としております。最近で
は東日本大震災復興事業における「がれき処理設備」
を岩手県宮古市に納入しました。

1096 (有)有明トーヨー住器 荒尾市
佐賀空港を積極的に利用する事を誓います。

我が社は少人数でありますが、自社工事でよりお求め
やすい価格でお客様に住宅サッシ販売、エクステリア
施工などを提供しております。

1098 （社）佐賀県畜産公社 多久市
・出張時の有明佐賀空港の利用率を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。

畜産農家より出荷された家畜を、高い技術を駆使して
処理し、より高品質で安全・安心な食肉を消費者に提
供します。

1099 八女福島仏壇仏具協同組合 八女市
現在、福岡空港100%利用を佐賀空港利用に変えていきたい。

1100 (有)今里 八女市
出張での有明佐賀空港の利用率を20%から50%にします。

創業明治40年から続く八女提灯の房と結びの専門
店。
現在は提灯の房だけではなく、ありとあらゆる房や結
びを制作。
博多織の糸を使ったタッセルのアクセサリーもお作り
しています。

http://www.e-fusa.com/


