
1101 エスジーケミカル(株) 大牟田市
公私を問わず、航空機利用の際は、佐賀空港を積極的に利用するようＰＲしま
す。又、東京方面からのお客様には、佐賀空港の利用を勧めます。

私たちは、家庭から宇宙まで幅広い分野で使用される
軽くて強い炭素材と地球環境を守る塗料の製造を中
心とした化学品の供給を通じて社会に貢献していま
す。

http://www.sg-chemicals.co.jp/

1102 サキナグループ「ハーモニ」 佐賀市

１．出張での有明佐賀空港の利用率を50%から100%にします。
２．首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
３．社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

サキナグループはビューティエイジングを目指します。

1103 ヤンマー建機(株) 筑後市
１．出張での有明佐賀空港の利用率を30%から50%にします。
２．社員に有明佐賀空港の利用を推進します。

わたしたちは自然と共生し、生命の根幹を担う食料生
産とエネルギー変換の分野でお客様の課題解決し、
未来につながる会社とより豊かな暮らしを実現しま
す。

1104 有明物産(株) 長洲町
東京に行く際には、積極的に利用します。

新鮮な海の幸を使って、佃煮やあさりご飯の素など
作っています。 http://ariake.ecgo.jp/

1105 医療法人　友和会 小城市
職員出張に有明佐賀空港の利用を勧めます。

上肢・手の外科、スポーツ整形外科、間接視下手術、
スポーツリハビリ等を中心に、地域医療貢献を掲げ、
職員一同日々努力を重ねています。

1106 大牟田地区蒲鉾組合 大牟田市
加盟組合会社は、東京出張時は積極的に佐賀空港を利用していきます。

新鮮な蒲鉾、ちくわなど製造、販売しています。
加盟店の組合です。
（有）宮﨑蒲鉾、（有）近藤かまぼこ、（有）江口蒲鉾、
（有）二宮かまぼこ店

1107
高齢者総合ケアセンター　サンフレ
ンズ

大牟田市
東京へ行く際は積極的に佐賀空港を利用します。

高齢者総合ケアセンターとして、ほとんどの介護保険
サービスを実施しています。

1109 (株)ムーンスター 久留米市

・出張者及び首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めることによ
り、地域の活性化に努めます。
・東京便を年間20回以上利用する事を目標とします。

フットコンフォートカンパニーを宣言！
足の快適をお約束する会社として、大切に一足一足、
心を込めて靴をつくり、皆様に元気をお届けします。

http://www.moonstar.co.jp/

1110 (株)明治　九州工場 八女市
出張者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

株式会社　明治の最大の特徴は、幅広い商品をあら
ゆる年齢層のお客様に提供出来る事です。また、菓
子・乳業界のリーディングカンパニーとして、一層の存
在感を発揮すると共に、明治グループの食品会社とし
て総合力を十分に発揮し、食の美味しさ・楽しさ・心身
両面での健康価値提供を通じて、お客様の生活充実
に貢献していきます。

http://www.meiji.co.jp/

1111 (株)大潮 大牟田市
東京に行く時には、社員一同、有明佐賀空港を積極的に利用します。

「廃棄物・リサイクルはおまかせ下さい！」
株式会社　大潮は「日本の資源を活かす」を合言葉
に、資源循環型社会の構築に社員一丸となって貢献
し、地域の皆様に愛される企業グループを目指してま
いります。

http://www.ohshio.co.jp/

1112 (有)サンオーシオ 大牟田市
東京に行く時には、社員一同、有明佐賀空港を積極的に利用します。

当社は、警備保障業・ビル管理業を通して快適な環境
づくりを提案させていただいている会社です。事務所
清掃、ハウスクリーニングなど心をこめたサービスの
ご提供を心がけグループ企業である(株)大潮（産業廃
棄物処理業）・ツツミエンタープライズ(株)（生命・損害
保険代理業）と協力し、つねに地域と共生できる企業
を目指しています。

http://www.sanohshio.co.jp/

1113 (株)副島印刷 佐賀市

・出張及び上京の際は、有明佐賀空港を積極的に利用いたします。
・首都圏からの来訪者及び社員の親族等の帰省等に利用を呼びかけます。
・営業訪問先での話題に、有明佐賀空港の利便性のＰＲを入れたいと思いま
す。

クライアントの満足度120%を目指して、総力を上げて
取組んでいます。又、シニア層を対象とした雑誌「ざっ
しにあ」も好評発行中です。

http://spc-e.jp/spc_2012/index.html

1114 (株)佐賀新聞文化センター 佐賀市
・首都圏出張での有明佐賀空港の利用率を100%にする。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀新聞文化センターでは、多彩な趣味講座や就職
対策を行う「カルチャー事業」をはじめ、幼児から高校
生を対象とした「教育事業」、街をおもしろくする新しい
メディア「MOTEMOTEさが」の運営の3つを柱に「学び」
「出会い」「スキルアップ」を応援しています。

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

1115 佐賀コンピュータ専門学校 佐賀市
関東方面への出張に際して、原則有明佐賀空港発着便を利用します。

本校の卒業生はIT業界に限らず、様々な業種の事業
所で活躍しています。
求人の際は、是非ご一報ください。

http://www.sagascc.ac.jp/

1116 (有)熊の川温泉　ちどりの湯 佐賀市
・東京線は佐賀空港を必ず利用します。
・館内で佐賀空港のＰＲをし、お客様に利用推進をお願いします。

歴史ある熊の川温泉にてお客様に安心して利用でき
る温浴施設です。 http://www5.ocn.ne.jp/~chidori7/

1117 佐賀県年金受給者協会 佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率100%を目指します。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・会員に、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。

年金受給者の方々が、イキイキと年金ライフを過ごせ
るようサポートいたします。

1118 古湯温泉　ONCRI 佐賀市
全国からの来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

ゆる湯につかり、時を忘れる三峡の湯治リゾート
リニューアルにあたり、エントランス、ロビーを中心とす
る1階部分は全面的に改装しました。色はブラウンを
基調とし和のテイストを保ちながらモダンで落ち着い
た雰囲気を演出します。
「ONCRIとは頂戴したご恩を誰かに送る、またその方
がまた誰かにという恩送り、感謝の連鎖を意味しま
す」

http://www.oncri.com/
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1119 柳川リハビリテーション学院 柳川市
出張など首都圏への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促進しま
す。

平成2年に福岡県内の私立リハビリテーション初の養
成校として開校し、20年以上経過。
これまで優秀な人材を世に送り出してきました。

http://yanagawa.takagigakuen.ac.jp/

1120 柳川リハビリテーション病院 柳川市
出張など首都圏への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促進しま
す。

リハビリテーション医療を通じて、障害を持つ方々が1
日も早く社会復帰できるようお手伝いする西日本屈指
のリハビリテーション専門病院です。

http://www.kouhoukai.org/

1121 医療法人藤杏会　伊藤医院 荒尾市
佐賀空港を地域活性化のため利用致します。 住み慣れた地域で安心できる医療を目指します。

http://www14.plala.or.jp/tokyokai/

1122 福岡県大牟田地区ＬＰガス協会 大牟田市
東京方面への旅行等がある時は積極的に会員に案内する。 ガスで節電　ＬＰガス

1123 松尾一建工業(株) 武雄市

東京方面への有明佐賀空港利用率を50%から100%に増加するよう努力しま
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。

信頼と技術で築こう　　お客様の満足
努力と和で築こう　　　 会社の繁栄　社員の幸福
誠意と情熱で築こう　　未来社会の建設

お客様満足度No.1企業を目指し社員一同邁進してい
ます。

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

1124 岡田・後藤法律事務所 大牟田市
東京方面への出張、旅行の際は、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

弁護士2名が在籍し、大牟田市、荒尾市、みやま市、
柳川市、筑後地区などの地域に密着した業務を行っ
ている法律事務所です。まずはお気軽にご相談下さ
い。

http://www.okgo-law.com/

1125 有明機電工業株式会社 大牟田市

東京方面への出張の際は、積極的に九州佐賀国際空港利用を推進いたしま
す。
無料駐車場やリムジンタクシーを使った利便性、アクセス手段の良さを社内
PRし利用向上を図ります。

受配電盤・制御盤等の電気装置製造、真空チャン
バー・産業用設備等の機械装置製造、機械及び電気
工事、回転機械・計装設備メンテナンス等、幅広くお客
様の要求ニーズに応えます。

http://www.ariake-em.jp/

1126 (株)主計物産 八女市
佐賀空港の積極的な利用に協力致します。

農産加工食品を取り扱っている会社です。
安全・信頼・安心をモットーに対応させて頂きます。 http://www.kazue-inc.com/

1127 （社）日本競輪選手会　神奈川支部 神奈川県
所属選手に有明佐賀空港の利用を勧め、利用率を上げていくようにします。
所属選手の口コミで他支部所属の選手にも勧めていきます。

神奈川支部所属の競輪選手は1月現在で全国1位の
158名。全力で頑張りますので、ぜひ競輪場に遊びに
来てください。

1128 (株)カマチ鉄工 筑後市
社員に有明佐賀空港利用を勧めます。

1129 三京物産(株) 武雄市
年間50往復目標

1130 大牟田市調査測量設計業協会 大牟田市
空港を利用する場合、佐賀空港を優先的に利用します。

大牟田市内の調査測量設計業の健全な育成発展を
囲っている協会です。

1131
福岡県土木組合連合会　大牟田支
部

大牟田市
東京方面に出張のときに、積極的に利用したいと思います。

1132 (株)丸きんまんじゅう 佐賀市
佐賀空港を出来る限り利用致します。

活気溢れる会社です。
お菓子作りに夢があります。

1133 (株)佐賀鉄工所　大町工場 大町町
出張での有明佐賀空港の利用率を60%から80%以上にします。

つなぐことを使命に、私たちは自動車産業をはじめ、
様々な分野に使用されるボルトを作っています。

1134
福岡県美容生活衛生同業組合　大
牟田支部

大牟田市

有明海沿岸道路の整備が進み、空港までの所要時間や交通手段に於いて福
岡空港との利便性の差が小さくなり、マイエアポートの名に相応しい存在にな
りつつある中、組合の事業主、更には各事業所に訪れる顧客に積極的な利用
を促して行きます。

総組合員数2000名を有する福岡県内の美容室経営
者の組合で37支部中、熊本県と接する位置にある大
牟田市の支部です。組合は国内屈指の美容学校の運
営も行っており、お客様が安心して美容室に通える業
界作りを目指しております。

1135 （社）日本競輪選手会　埼玉支部 埼玉県
武雄競輪参加時は、有明佐賀空港を利用します。

埼玉へ来た時は、是非大宮競輪と西武園競輪に来て
下さい。

1136 （社）日本競輪選手会　東京支部 東京都
武雄競輪の斡旋が入った場合は、有明佐賀空港を利用します。
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1137 (有)山田屋茶舗 大牟田市
今後、東京出張があった折は、佐賀空港を利用する様、つとめます。

弊社は、地域密着型の活動を目指し、他店では味わ
うことが出来ないお茶を積極的に販売し、お茶を通じ
てお客様とのコミュニケーションを図っております。

http://www.yamadaya.info/

1138 (株)大石物産 八女市
出張での有明佐賀空港の利用率をアップします。

(株)大石物産は設立40周年を迎えています。取扱商
品は、園芸用土、肥料、植木鉢、植物などです。「創業
40周年、有言実行！」の決意で、お客様に良い商品と
サービスを提供したいと思っております。

http://www.ohishi-bs.co.jp/

1139 九州日野自動車(株)　佐賀支店 佐賀市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

お客様のお役に立つ商品やサービスを提供し、お客
様の期待に応えます。

1140 ＮＰＯ法人　ぴーすふる絆 大牟田市

出張での有明佐賀空港の利用を5%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。
会員（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。

私たちは、子どもから高齢者まで、その年齢層に応じ
た食育教室や子育て支援、さらには里親支援として、
里親制度広報啓発、新規里親の開拓や里親制度説
明会を実施するとともに、農業をはじめとする個々の
経験や特技を活かしながら収入を得る機会を作り、他
社とのコミュニケーションをとる場を提供したいと考え
ています。なおかつ、子どもたちの健全育成を高齢者
の経験と知恵を活かして、その実現に向けていきたい
と考えています。

http://peacefullkizuna.main.jp/

1141 (株)イケモク 小城市
地域活性化につなげるために、佐賀空港の利用推進します。

"心やすらぐ木の香り"をテーマに、豊かな自然で生ま
れ育った県産木材を使った建物をはじめ、木の温もり
が感じられる木造住宅づくりをしています。

1142 (株)ファニテリア　マキ 大川市
近いので利用できる便があれば、どんどん利用します！！

自社ショールームには、なかなか見られないリビング
ボード、机、飾り棚、ＴＶボードなど充実の品揃え。お
近くの方は一度ご来場下さい。一般開放中！

http://f-maki.order403.jp/

1143 一般社団法人　大牟田薬剤師会 大牟田市
薬剤師会の会員が出張の際、佐賀空港を利用するよう積極的に勧めます。

http://user.ariakenet.com/~omupha/

1144 （社）日本競輪選手会　茨城支部 茨城県
武雄競輪場、久留米競輪場への参加の際は佐賀空港を利用します！！

1145 東興産業(株)　九州営業所 筑後市
当社は社員旅行をする際には、有明佐賀空港を使用します。

当社は運動施設の維持管理機の販売を行っておりま
す。

1146 医療法人　弘恵会　ヨコクラ病院 みやま市

・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧め、有明地区の素晴らしさを積極的にＰ
Ｒ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、地域の活性化
に務めます。

「病む人の心を大切に全人的医療を行う」を基本理念
とし、地域に求められる病院であり続けるため、患者さ
んに満足していただける「地域密着型の病院」を目指
しています。

http://www.yokokura.jp/

1147 社会福祉法人杏風会　白寿園 荒尾市
職員の東京方面への出張に荒尾市から近い有明佐賀空港を利用します。

白寿園は、昭和47年5月の開園以来、多くの地域の
方々に支えられ、現在でもボランティアや実習生、子
供達と世代を超えて集い寄れる施設として活動してい
ます。
また、清潔で明るい家庭的な雰囲気づくりを目指し、
在宅に近い生活の継続を心がけています。

http://www.hakujuen.jp/

1148
学校法人松尾学園　弘学館中学
校・高等学校

佐賀市
職員の出張や生徒の大会派遣の際、積極的に有明佐賀空港を利用します。

学校理念「いつも考えています、こどもの今と将来」
寮制の中高一貫校で「優れた指導者の育成」という教
育方針に基づき、教師と生徒の心がふれあう教育を
実践し、希望の大学進学を可能にする指導を実施し
ています。

http://www.kogakukan.ac.jp/

1150 大牟田建設業協同組合 大牟田市

１．組合員各社の出張での有明佐賀空港の利用を勧めます。
１．組合員研修旅行時には佐賀空港発着便を利用するよう努めます。
１．来訪者へ佐賀空港の利用を勧めます。

私共は、1917（大正6年）年に大牟田・旧高田町の主
要な建設会社により設立された協同組合法人です。
災害時の復旧活動・地域ボランティア活動にも積極的
に取組み、高品質の公共工事を施工する事で地域貢
献を行いたいと組合員各社が頑張っております。

1151 久留米自動車学校 久留米市
佐賀空港の利用促進のため、来校される方に佐賀空港の利用をすすめます。

"車・バイク"の免許取得を目指すならサポートが万全
の久留米自動車学校へ！
□取得できる免許：普通自動車、中型自動車、大型自
動車、普通自動二輪、大型自動二輪
□その他各種講習：原付講習、高齢者講習、企業研
修

http://www.kurume-ds.jp/

1152 (有)中村電機工業 武雄市
東京近郊への出張は、佐賀空港の利用を原則とする。

武雄市にて電機機器の組立加工及びモーター・配電
盤組立を主に活動させていただいております。
現在、環境商品販売としてＬＥＤ等取扱っております。

1153 大牟田中央自動車学校 大牟田市
社員の出張等に有明佐賀空港を利用するよう努めます。

・普通自動車や普通自動二輪車の免許だけでなく、大
型自動車や大型自動二輪免許も取得可能です。
・フォークリフト技能講習も実施しています。

http://www.otd.jp/

1154 瀬高自動車学校 みやま市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

・普通自動車、普通自動二輪車の免許が取得できま
す。
・企業の安全講習会も行っています。

http://www.sds.jds.gr.jp/
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1155 カネカ西日本スチロール(株) 神埼市
関係会社及び来訪者の出張時は佐賀空港の利用推進を呼びかける。又、当
社の出張にあたっては可能なかぎり佐賀空港利用を宣言いたします。

2009年にEA21を取得し、環境とコンプライアンス、品
質、安全に配慮した会社経営を目指している。

1156 (株)正栄 八女市
出張時には佐賀空港を積極的に利用するようにこころがけます。

はちみつ、はちみつ加工品、その他養蜂に関すること
をすべて扱っている会社です。
お客様に安心、安全、安定したサービスと徹底したコ
ストパフォーマンスをご提供致します。

http://www.shoei-honey.co.jp/

1157 八女茶業本舗(株) みやま市
関東出張の際は積極的に佐賀空港を利用します。

八女茶を中心に九州各地のお茶を取り扱っておりま
す。 http://www.yamecha.co.jp

1158 本田産業(株) 大牟田市
首都圏出張の際は、出来る限り佐賀空港利用を推奨します。

「貢献」「創造」「信頼」の本田産業として、お客様の事
を第一に考えて、誠心誠意尽くして参ります。
取扱：生コン、土木、建設資材販売、環境機器、産業
機器、太陽光発電、包装資材販売、コンクリート補修、
橋梁点検、杭工事等　その他

http://hondasangyo-c.jp/

1159 瀬高交通自動車(有) みやま市
東京へ行く際は積極的に佐賀空港を利用します。 速く、やさしく、快適に　せたかタクシー

1160 九州プラスチック工業(株) 玉名市
社員に利用を勧めます。
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港利用を勧めます。 http://www.k-plastic.co.jp/

1161 柳川高等学校 柳川市
教職員及び生徒が空港利用を宣言する。

国際科では中国（上海）や韓国から留学生を受け入れ
ており、佐賀空港を利用する頻度は高い。また、生徒
の研修旅行もアジアや東京方面に向いている。

http://www.yanagawa.ed.jp/

1162 (株)大栄 大牟田市
東京行きは極力佐賀空港を利用する。

トータルカーサービスの大栄です。
修理から新車・中古車販売までおまかせ下さい。

1163 （公社）大牟田法人会 大牟田市
出張での有明佐賀空港の利用率を50%から80%にアップします。

税知識の普及とともに、よき法人企業の団体としての
活動を通じて、適正な申告納税制度の確立及び納税
意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に
寄与することにあり、企業経営と社会の健全な発展に
寄与する。

1164 メガネのさかもと 佐賀市
出張等の際には、佐賀空港を利用します。 洗練された技術であなたの個性を演出する眼鏡士

1165 専修学校　久留米ゼミナール 久留米市

１．中国出張時、佐賀⇔上海線の利用率を現在の50%→80%にします。
２．中国からの大学・高校生修学旅行団を上海→佐賀線に全て導入します。
３．本校教職員の中国その他・ベトナム等出張時、佐賀→上海線→（香港）等
にします。

・アジアからの留学生約300名在籍
・外国人研修生への日本語授業・日本事情教育
・外国人社員へのビジネス日本語教育　等

http://www.kusemi.ac.jp/

1166 ニコニコタクシー 八女市

・タクシーのお客様へ有明佐賀空港の利用を勧め、リムジンバス・無料駐車場
等空港ＰＲに努めます。
・社員、家族旅行で有明佐賀空港を利用します。

福岡県筑後市、八女市、みやま市を中心に営業して
います。
「新幹線筑後船小屋駅」「羽犬塚駅」にも待機中。
八女、瀬高、山川高速バス亭にも直でお迎え可能。
「今日のタクシーは感じがよかった」とお客様にニコニ
コしていただけるタクシー会社です。

1167 学校法人　福岡成蹊学園 福岡市
国際化を目指す語学学校です！！ 国際的な語学学校

http://www.f-seikei.ac.jp/

1168 大牟田中小商工協会 大牟田市
会員に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

主要な事業を中心に、中小零細業者の視点での様々
な取り組みの展開

1169 (株)柳川自動車教習所 柳川市

・出張等で飛行機を利用する際には、有明佐賀空港を利用します。
・プライベートの場合も、空港を利用する人がいた場合には、有明佐賀空港は
無料駐車場や送迎バス優待券などがあり便利ですと積極的に勧めます。

親切・丁寧に接遇し、安全マインドを身につけた初心
運転者の育成に努めています。

1170
佐賀嬉野バリアフリーツアーセン
ター

嬉野市
私達は佐賀空港を玄関口とした県内のUDツーリズムを推進します。

既に嬉野は日本一のBF温泉地なので、佐賀県を日本
一のUD観光県にする為活動しております！ http://ud-uresino.org/udweb/

1171 九州中国人学者技術者連合会 春日市

１．会員及び家族が上海に行く際の佐賀空港の利用率を倍増する。
２．中国国内からの来訪者へ佐賀空港を積極的に案内する。
３．佐賀空港のメリットを来訪者に積極的に紹介する。

当会の趣旨は、会員同士の親睦を図り、それぞれの
専門分野や教育研究における交流を深めると同時
に、様々な形で地域社会の文化・経済の発展に貢献
し、日中領国や地域間の友好親善を推進することで
す。

http://www.9capa.net/
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1172 (株)セリタ建設 武雄市
・出張の際は、有明佐賀空港を極力利用します。
・社員に有明佐賀空港の利用を促進します。

私たちセリタ建設は、人と自然にやさしい地面をつくる
会社です。
昭和44年の創業以来、地域社会の発展に貢献すべ
く、常に新技術の開発に積極的に取り組み、『創意工
夫』と『責任の貫徹』を社訓とし、総合建設業や地盤改
良マッドミキサー工法で時代のニーズに合った独自の
技術を開発、特殊土木の専門工事会社として業容を
拡大しています。

http://www.serita.jp/

1173 (株)エネサンス九州 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。

私たちは人々の生活を豊かにする事をモットーに、ガ
ス・太陽光発電・リフォームなどエネルギーや生活関
連の事業に取り組んでまいります。

http://www.enessance-kyushu.co.jp/

1174 (有)新生開発 佐賀市
出張及び社員旅行は有明佐賀空港を積極的に利用したい。

佐賀市を中心に不動産のご用命（分譲地、仲介、賃貸
物件等）を承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。 http://www.shinseikaihatsu.net/

1175 中日ビジネスサポート(株) 福岡市
これから佐賀空港の利用を十分検討させていただきますので、どうぞよろしく
お願い致します。

日中コンサルティング業における質の高い情報と技術
を提供していきたいと考えております。 http://www.cnjpgroup.com/

1176 福岡県行政書士会　大牟田支部 大牟田市
出張や帰省で、できる限り佐賀空港を利用します。

起業や経営における様々なサポート、家族や社会で
起きる諸問題のご相談にお応えしております。 http://f.a-gyousei.com/omuta/

1177 (株)安永 小城市
今まで福岡空港を使ってました。仕事の時間があわなく使ってました。
今後は出来るかぎり佐賀空港をつかいます。

理容、美容の経営パートナーとして、経営コンサル、
教育、財務、広報の３つの柱を中心に支援を行い、商
品の販売、技術指導を行ってます。
また、ビューティスクールを通して美容の人財づくり、
ネイルサロン、エステサロンを含む、美容の事業を支
援してます。その他、求職者支援スクールにて人を活
かす仕事をつくりだします。

http://ys-beauty.jp/

1178 大和証券(株)　佐賀支店 佐賀市

・出張で有明佐賀空港を積極的に活用します。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の家族、知人にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

「貯蓄」から「投資」への時代の流れにのって、地域の
皆様のお役に立つ様々な情報をこれからも発信して
まいります。

http://www.daiwa.jp/saga/

1179 (株)ビーエフユー 筑後市
出張での有明佐賀空港の利用率を80%にします。

1180

独立行政法人　地域医療機能推進
機構
佐賀中部病院
（旧佐賀社会保険病院）

佐賀市
職員へ有明佐賀空港の利用を推進します。

当院、健康管理センター、リハビリテーションセン
ター、介護老人保健施設（サンビューさが）を併設し、
疾病の早期発見、治療、機能回復まで一貫した医療
体制を整え、患者さんの早期奈社会復帰を目指して
おります。

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

1181 (株)井手解体実業 佐賀市
東京への出張時には、有明佐賀空港を利用します。

当社は、九州一円、建造物の解体工事、産業廃棄物
収集運搬処分等を行っております。 http://www.idekaitai.co.jp

1182 旅行向上委員会 福岡市

委員会の会員（顧客）全員に佐賀空港発上海旅行又中国各地の旅行を案内
様々な会合・集まりの中で参加者に対して佐賀空港発上海旅行又中国各地
の旅行を案内
講演会・セミナー等において上海旅行・上海経由旅行を講演
私自身年１回佐賀空港発・上海旅行及びトランジット旅行（現地調査）実施

①旅行商品を売るのではなく、旅行情報そのもの適時
的確な提供とアドバイス
②大型フルハイビジョンＴＶを常時使用しての観光地・
ホテル・施設・交通機関等の案内
③炒りたて挽きたて淹れたてのフェアトレードコーヒー
を九谷焼のコーヒーカップでサービス
④ネット未使用者へのネットでのLCC・ホテル等の予
約代行

http://www.facebook.com/hiroyuki.fukagawa.3

1183 絆フーズ(株) 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を90％以上にします。

施設等の厨房受託事業を中心に、介護施設の運営及
びコンサルティングなど、食事から繋がる絆を大事に
し、幅広い事業展開を考えています。

1184 (株)門田木工 佐賀市
出張の際に有明佐賀空港を積極的に利用します。また、周りの人にも利用を
勧めます。

「いつも見る家具だから、いつも使う家具だから、より
良い家具を作りたい」
収納家具のオーダーメイドを中心に生活を快適に、素
敵にするお手伝いをしています。
高品質・誠実・地域貢献をモットーに若い力で頑張りま
す！

http://www.monda3.com

1186 大牟田ガス(株) 大牟田市
１．出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。
２．社員に有明佐賀空港をレジャー等にて利用することを勧めます。

私たちは、西部ガスグループの一員として、また、地
域に根ざしたエネルギー事業者として、お客さまと地
域のために、ガス事業に対し今後とも真摯に取り組ん
でまいります。

http://www.omutagas.co.jp/

1187
一般社団法人　日本競輪選手会　
千葉支部

千葉県
たけお競輪場で競技が開催される際には、極力有明佐賀空港を利用する様、
選手に勧めます。

競技を盛りあげるため、日々トレーニングに励んでい
ます。是非一度、競輪を見に来て下さい。

1188 (株)三和通商 福岡市
海外出張の際は、福岡空港の利用を佐賀空港の利用にどんどん変えていき
ます。

なた豆すっきり歯磨き粉を福岡から世界へ！！
http://www.sanwatsusyo.co.jp/

1189 ネミー(株) 東京都
社員の出張だけではなく、社員の帰省や旅行の際にも利用するよう勧めてま
いります。

架台メーカーとして40年以上の歴史を持ち、大手空調
メーカーへの豊富な納入実績があります。また、2009
年より太陽光発電システム販売を開始しました。もの
づくりができる快適空間の提案型企業への成長を目
指す。

http://www.nemy.co.jp/
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1190 (有)佐賀資源開発 多久市
・有明佐賀空港の利用率を70％から90％に増加します。
・東京方面からの工場見学者を増加させ、有明佐賀空港の利便性を伝える。

産業廃棄物処理業として、廃プラスチックの材料識
別、分別、400℃の溶融出来る自社開発設備によるマ
テリアルリサイクルを行う。"ほっかほっかのプラスチッ
ク原料"毎日出来てます。日本でうちだけ。

1191 ゼネラルクロージング(株) 武雄市
◎佐賀空港の利用率を50%から70%にＵＰ
◎来社される方に佐賀空港利用を推進する

高級婦人既製服の製造

1192 (株)GOLDEN HEART 東京都
・佐賀空港の利用を心掛けます。
・佐賀空港の利用を勧めます。

発展著しい“ミャンマー”の企業マッチングにおける視
察、現地コーディネートもお任せ下さい！ http://www.goldenheart.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。

1195 (有)マルハ園芸 白石町
・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。

当社は関東を中心に佐賀県産のこだわり野菜を出荷
しています。鮮度の良い状態でより早くお客様へお届
けするよう心掛けています。又、先方のお取引様が来
佐される折は、有明佐賀空港のご利用を勧めていま
す。

1196 (株)オガワ 鹿島市
関東出張時、今迄福岡空港を利用しておりましたが、今後は有明佐賀空港
100％利用をめざします。

創業明治36年
製菓・製パンを通して、パティシエに新たなスイーツの
プロデュースに日々、努めています。

http://www.ogawa-m36.com/

1197 佐賀県商店街振興組合連合会 佐賀市
首都圏への出張は、原則有明佐賀空港を利用します。 商店街の活性化をサポートします。

1198 白石保養院 白石町
・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・職員に有明佐賀空港を優先して利用する事を推奨します。

開かれた精神科病院を目指し、近年特に増加してき
た気分不安障害のの相談、治療に力を注ぎ、患者さ
んの生活の質（Quality）を出来るだけ損なわない治療
を目指しております。

http://www.siroisi.com/

1199 金方堂松本工業(株) 東京都
佐賀県内工場新設に伴い、工場への交通手段として有明佐賀空港の利用を
心掛けます。

弊社は、一般缶と呼ばれる金属製パッケージの専門
メーカーです。一般缶はお菓子や海苔、コーヒーの缶
など、日頃の生活で目にされることは多いと思いま
す。生活に密着した製品であること、それは、使いや
すさはもちろん、湿気や外部衝撃からの内容物保護、
また、素材に比べ群を抜くリサイクル性、さらには他素
材では表現しきれないほどの印刷性には魅力があり
ます。

http://www.kinpodo.co.jp/

1200 久留米報国自動車(有) 久留米市

有明佐賀空港を「マイエアポート」として積極的に利用していきます。
首都圏からの来訪者や近隣諸国に行かれる方に有明佐賀空港の利用を勧め
ます。
福岡県の南西部の方々にもタクシーをご利用頂き、便利で近い「有明佐賀空
港」を利用して頂けると思います。

お電話一本でお客様のご希望に迅速に対応し、より
安全で、より便利に、より快適を追求したタクシーをご
利用ください。介護タクシーもご利用頂けます。


