
1201 久留米西鉄タクシー(株) 久留米市
東京出張は佐賀空港を積極的に利用します。

安全を第一とした運行に努め、お客様に“あんしん”
“かいてき”“ときめき”を提供し、地域の皆様に選んで
頂けるサービスを実践します。

http://www.nishitetsu.ne.jp/taxi_kurume/

1202 安全タクシー(有) 久留米市
佐賀空港の利用を増やします。

久留米市内でタクシー、代行運転を24時間営業してお
ります。保険代理店

1203 冨士タクシー(有) 久留米市
佐賀空港の利用客増加に積極的に協力します。
社員の出張などでは佐賀空港を利用します。

久留米市内でタクシーと代行運転を24時間営業して
おります。

1204
第一タクシー(有) （冨士タクシーと
同一）

久留米市
佐賀空港を社員、取引き先に勧めます。 久留米市内でタクシーを運行しております。

1205
吉川タクシー(有) （冨士タクシーと
同一）

久留米市
佐賀空港の利用率を高めます。 24時間タクシーと代行運転を行っております。

1206 寿タクシー(有) 久留米市
来社の来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。 安全タクシーグループとして営業しております。

1207 下田タクシー(有) 小郡市
佐賀空港の利用率を0％→50％以上に高めます。 久留米、小郡地区でタクシーを営業しております。

1208 スマイルカンパニー(株) 久留米市
東京行は佐賀空港を利用します。

当社は久留米市内で不動産の管理、賃貸業を行って
おります。

1209 川島交通自動車(株) 久留米市
首都圏からの来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

大正13年創業以来、長い間久留米市民に愛されてい
る会社です！小型タクシーはもちろんの事、ジャンボ
タクシー、中型タクシー、福祉タクシーなどお客様の
ニーズに合わせたタクシーを取り揃えております。

http://www.kawashima-taxi.com/

1210 久留米タクシー(株) 久留米市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します

ジャンボタクシーで皆で一緒に楽しい旅行
福祉タクシー（リフト車）も利用可能

1211 旭タクシー(株) 久留米市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します

ジャンボタクシーで皆で一緒に楽しい旅行
福祉タクシー（リフト車）も利用可能

1212 (株)協和通商 福岡市
中国出張の際、有明佐賀空港を積極的に利用し、中国から来日のお客様にも
お勧めします。

日本と中国間の貿易が専門の商社です。
無垢フローリングなどの内装用建材、変圧器などの産
業機器その他を取り扱っています。両国間の立派な
架け橋となるよう日々がんばっています。

http://www.kyowatrading.co.jp/

1213 医療法人松岡会　松岡病院 久留米市
職員に有明佐賀空港の利用とマイエアポートクラブへの入会を推奨します

出会い・信頼・支援
（私たちは人と人との出会いを大切にし、心をこめた
愛情あふれる治療や支援を心がけます）

http://www.kurume-matsuoka.or.jp/

1214 (株)中原鉄工所 武雄市
・社員への有明佐賀空港利用呼びかけ
・有明佐賀空港利用率の向上

お客様に喜ばれる製品作り、お客様にとって安心・信
頼できる企業を目指して

1215 西九州大学短期大学部 佐賀市
１．本学への来学者へは有明佐賀空港をご案内いたします。
２．本学からの公務出張及び私費旅行等は有明佐賀空港を利用いたします。

西九州短期大学部（H21.4名称変更）は、県内唯一の
家政系の短期大学部として昭和38年4月に開設し、3
学科1専攻科の学生が「あすなろう」の教育理念のもと
に勉学に精進しております。

http://www.nisikyu-u.ac.jp/

1216 西日本観光タクシー(有) 久留米市
・友人、知人に佐賀空港利用のメリットを話します。
・飛行機利用時は、佐賀空港を利用致します。

久留米市の中心に本社、営業所を構え、又、西町、荒
木、高良台にも営業所を配置しています。
久留米市周辺の観光も致します。

1217 荒尾市歯科医師会 荒尾市
東京に行く際は積極的に使用します。
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1218 ふみ歯科医院 荒尾市
東京に行く際は積極的に使用します。

1219
一般財団法人　消防試験研究セン
ター　佐賀県支部

佐賀市
・首都圏への出張の際は、有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者には、有明佐賀空港の利用を勧めます。

危険物取扱者試験及び消防設備士試験の実施とそ
の合格者に対する免状交付並びに免状取得者の免
状書換交付事務を行っている。

1222 うめず歯科口腔外科医院 多久市

○当医院職員の学会党の会合、研修などにおける東京出張時は、100％、佐
賀空港を利用致します。
○『マイエアポートクラブ』会員証をご提示の方には、口腔ケアグッズを進呈致
します。
○佐賀空港の魅力を地域の皆様に発信して行きます。

一般歯科、小児歯科はもちろん、親知らず、顎関節
症、口腔内のケガ、インプラントなどに対応する歯科
口腔外科に特化するために、大学病院の口腔外科並
みの設備と薬剤、技術と知見を備えた歯科医院です。

http://umezu-dent-oms.cihp.jp/

1223 久留米ワシントンホテルプラザ 久留米市
東京方面から出張されるお客様に有明佐賀空港をご案内致します。

市街地の中心 明治通り沿いに位置し、観光にもビジ
ネスにも最適です。朝食は無料で焼きたてパン、挽き
たてコーヒー、2種類のジュース、3種類のスープ、味
付けゆで玉子をセルフサービスでお楽しみいただけま
す。

http://kurume.washington.jp/

1224 池亀酒造(株) 久留米市
佐賀空港の利用を増やします。

明治8年創業。伝統の技と独自の技術で個性的な商
品造りを行う酒蔵です。黒麹で仕込んだ日本酒、ゼ
リー状の梅酒などめずらしくて美味しい商品を限定製
造しています。

http://ikekame.com/

1225 福岡県筑後地区タクシー協会 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1226 久留米市タクシー協会 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1227 ＪＲ久留米駅構内タクシー協議会 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1228 九州タクシー無線協会筑後支部 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1229 (株)戸上コントロール 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。
・社員旅行には、有明佐賀空港を利用します。

探査、測定機器、制御システム機器の分野で世界中
に提供しています。 http://www.togami-control.co.jp

1230 アクサ生命保険(株)　柳川営業所 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。 アクサは保険を再定義します

1231 (株)丸栄紙管 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用し、東京からの来訪客にも勧めます。

紙管及び丸筒容器の製造を致しております。
丸筒容器は、酒類、菓子等に利用され、その高級感
が好評です。

1232 佐賀県開拓畜産農業協同組合 鹿島市
有明佐賀空港利用率を、現在の10％から30～40％に引き上げます。

「佐賀県産和牛びより」、「エフワンびより」、「佐賀県産
開拓豚」の生産を推進

1233 グリーンアーツ(株) 唐津市
年に3～4度の上海出張の際は、必ず佐賀空港を利用致します！（100％）

石材卸業者ならではの、多様な天然石を使用した庭
園の提案が強み http://www.greenarts.co.jp/

1235 ムーンスター労働組合 久留米市
首都圏への利用については、有明佐賀空港利用を推進します。

1236 (株)リード刃物 久留米市
積極的に佐賀空港を利用します。 特殊刃物製造1本から注文受けます。

http://lead-hamono.com/

1237 (有)実松製作所 神埼市
出張での有明佐賀空港の利用を推奨します。

1）幅広い溶接技術で安定した品質と価格を提供しま
す。
2）少量、多品種、短期に対応し、各業界のさまざまな
ニーズに対応します。

http://www.sanematu.co.jp

1238 医療法人　ひらまつ病院 小城市
学会等の参加に利用促進いたします。 地域密着で患者様中心の医療を目指します。

1239 国立大学法人　佐賀大学 佐賀市
本学構成員（学生及び教職員）に対して、遠征や出張等での有明佐賀空港の
利用をポスター配布等により推進します。

地域と共に未来に向けて発展し続ける大学を目指し
ます。 http://www.saga-u.ac.jp/
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1240 (株)エネサンスホールディングス 東京都
九州方面の出張の際には、有明佐賀空港を積極的に活用します。

新たな「エネルギー」の形を未来に向けて常に「創造」
（ルネサンス）し、明るい笑顔で安全とサービスをお客
様にお届けします。

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

1241
公益財団法人　久留米観光
コンベンション国際交流協会

久留米市
ポスター、チラシを窓口に設置し、来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

「出会い語らい夢織るまち　久留米」
私たちがお手伝いします。
観光、イベント、コンベンションのご相談は、公益財団
法人　久留米観光コンベンション国際交流協会まで

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

1242 大川三潴薬剤師会 久留米市
大川三潴薬剤師会では、近くて便利な佐賀空港を利用することを会員及び薬
局内従業員に推奨することを宣言致します。

公益社団法人日本薬剤師会の趣旨にのっとり、福岡
県薬剤師会の地区薬剤師会として、大川市、三潴郡
大木町、久留米市三潴町、久留米市城島町に所在す
る薬局、薬剤師から構成されています。公衆の厚生福
祉の増進に寄与するため、又、薬剤師の倫理的学術
的水準の向上と事業の進歩発展を図ることを目的とし
て、日々、活動しています。

1243 サガ・コア＆カッター工業(株) 白石町

１．出張、私用で佐賀空港を50%から100%にします。
２．会社の協力会の方々に、佐賀空港の利用を勧めます。
３．社員等は佐賀空港を利用します。

特殊土木業

1244 (公財)佐賀育英会 東京都
今後、有明佐賀空港の利用を心掛け、舎生（大学生）の帰省や旅行に有明佐
賀空港を利用するよう勧めます。

佐賀育英会は、大正7年、鍋島直大（佐賀藩11代当
主）を総裁、大隈重信（外相、首相、早大創立者）を副
総裁として発足した。その後、財団法人として認可さ
れた大正10年から数えても、本年（2013年）は92年の
歴史を有する団体である。当育英会は、設立当初の
大正7年に奨学金給与事業を、また大正10年には顕
彰事業を実施、さらに大正13年からは東京に松濤学
舎を運営するなど逐次事業を拡大し、優良な学生の
育英奨学や県教育の振興に寄与してきた。

http://www.shoutou.com/

1245 日之出水道機器(株)　佐賀工場 みやき町
佐賀、筑後地区在住者の出張等で空港利用者には、佐賀空港の利用を推奨
します。

マンホール鉄蓋など鋳鉄の材料技術を活用した公共
構造物や産業機械等の製造を行っています。 http://www.hinodesuido.co.jp/

1246 アサヒ労働組合 久留米市
組合員の皆様に佐賀空港の利用を推進します。

1247 (株)佐賀鉄工所　多久工場 多久市
東京方面から来られる来客に有明佐賀空港をおすすめします。

1248 医療法人白壽会　安本病院 久留米市
東京方面に行く時は積極的に佐賀空港を利用します

日本医療機能評価機構認定病院
医療法人白壽会　安本病院
内科・外科・消化器内科・人工透析内科・リハビリテー
ション科

http://www.yasumoto.or.jp/

1249 佐賀県医師信用組合 佐賀市
・首都圏への出張には、極力、有明佐賀空港を利用します。
・職員への有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県医師会員の協同組織による金融機関として、
相互扶助の精神に基づき、金融面を通じ、組合員の
医業経営にお役に立つと共に、地域医療発展に貢献
する事を目的として設立された業域信用組合です。

1250 八女市 八女市
・職員への有明佐賀空港利用促進のための情報周知に努めます。
・時刻表の配布など来庁される方々への広報活動に努めます。

ふるさとの恵みを生かし
安心して心ゆたかに暮らせる
交流都市　八女

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

1251 (株)サンウッディ 柳川市
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・出張には可能な限り、佐賀空港を利用します。

当社はメーカー機能とともに商社機能も有していま
す。
自社関連会社で製造した製品を全国の有名百貨店や
量販店などに納入。卸という流通ネットワークを活用
し、売り場を経由して消費者の皆様に親しく愛用して
いただいております。

1252 久留米商工会議所 久留米市
・会員事業所への有明佐賀空港利用のメリットをＰＲします。
・出張で有明佐賀空港の利用をすすめます。

「小さな企業の大きな元気～行動する商工会議所」を
スローガンに、商工業者の経営革新やまちづくり、観
光振興等にアグレッシブに取り組んでいます。

http://www.kurume.or.jp/index.shtml

1253 医療法人洗心会　荒尾中央病院 荒尾市

△出張での有明佐賀空港利用を勧めていきます。
△職員に有明佐賀空港マイエアポートクラブ入会を推奨します。
△職員旅行での有明佐賀空港利用を互助会旅行委員に推奨します。

系列病院・施設等とともに高齢者医療・精神医療・介
護保険事業を荒尾・大牟田地区において総合的に展
開しています。
当院は高いリハビリテーション機能と透析病棟まで備
えて、地域の高齢者医療の一翼を担っています。

http://www.senshinkai.or.jp/chuoh/

1254 (株)栄電舎 久留米市
出張時の有明佐賀空港利用率ＵＰを目指します！！

～次世代を創るエンジニア魂～
生産工場のシステム設計、ソフトウェア開発、製作、設
置工事・試運転、メンテナンスまでトータルにプロ
デュースします。

http://www.eidensha-group.com/

1255 東横イン西鉄久留米駅東口 久留米市
東京に行く機会のある時は積極的に佐賀空港を利用します。

佐賀空港より60分。歴史と観光の街へのクロスポイン
ト☆花と水の街　久留米。また来たくなる…女将のい
るビジネスホテル

http://www.toyoko-inn.com/

1256 グループホーム　さくら苑 久留米市
東京へ出向く際には、佐賀空港を利用します。

認知症になっても、その人らしい生活が出来る様、応
援します。
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1257 ホテルニュープラザ久留米 久留米市
首都圏より出張で来られたお客様に有明佐賀空港の利用をご提案致します。
（当ホテルフロントにて）

ホテルニュープラザ久留米は、福岡県南最大級のホ
テルで、宿泊・レストラン・会場を備えた総合ホテルで
す。
そして、ご宿泊のお客様には、朝のパン・コーヒー・
スープを無料で提供させていただいております。

http://www.newplaza.net/

1258 (株)エイコー産業 柳川市
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めています。
・社用にて飛行機を利用する場合は、佐賀空港を推進します。

競争の激しいインテリア産業の中で、ビジネス展開し
ており、お客様へ最適な商品を最良の技術・サービス
とともに提供することにより、インテリア家具および戸
建て住宅、マンションの内装、住宅設備サプライヤー
へと成長してきました。

1259 久留米絣縞卸商協同組合 久留米市
東京方面への出張等、有明佐賀空港をできるだけ利用します。

国の重要無形文化財に指定され、伝統的工芸品であ
る久留米絣を取り扱う卸商の組合です。

1260 久留米自家用自動車協会 久留米市
東京出張の場合は、佐賀空港を御利用し、職員にも奨励致します。

1262 久留米ステーションホテル 久留米市
首都圏、上海からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

ＪＲ久留米駅から徒歩1分。アクセス良好です。観光、
ビジネスなどに大変便利にご利用頂けます。皆様の
お越しをお待ち致しております。

http://ksth.com/

1264
一般社団法人　福岡県自動車整備
振興会

久留米市
便があえば積極的に有明佐賀空港を利用します。
会員に有明佐賀空港の利用を勧めます。

カーライフを守る「ＦＡＳの向上」
http://www.fas.or.jp/

1265
一般社団法人　日本競輪選手会
群馬支部

群馬県
支部員が九州地区に競争参加する際は、有明佐賀空港を利用するよう勧め
ます！

当支部では競輪だけではなく地元のお祭りや子供向
け自転車教室に参加、協力するなど地域に根ざした
社会活動を行っています。

1266 古賀清木工(株) 大川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を70％を80％にします。（羽田便）
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行を企画する際、佐賀空港を利用します。

国産収納家具メーカーとして、高品質な物作りと心地
よい住空間の為の提案を行っています。 http://kogakiyo.com/

1267 社団法人　久留米医師会 久留米市
出張の際には有明佐賀空港を利用します。 事業を通じて、市民の方々へよりよい医療を提供する

http://www.kurume-med.or.jp/

1268 吉野ヶ里町商工会 吉野ヶ里町
町内の商工会会員（約26事業所）に対し、出張での佐賀空港の利用を勧めま
す。

町内の事業所の経営改善普及指導の外、地域振興と
して吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市を実施し、今年2月で丸
4年経過。
いまでは吉野ヶ里町の風物詩となっています。

http://www.shokokai.or.jp/chiiki/41/4132710000

1269 (株)モビレックス 大木町
・関東方面出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・社員はもとより、家族・知人等に有明佐賀空港を勧めます。

1270 久留米建設業協同組合 久留米市
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。

1271 久留米市土木協同組合 久留米市
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。

1272 (株)イズミ　ゆめタウン大川店 大川市
・出張の際、佐賀空港の利用を推進します。
・テナント店、納入業者の方々にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

お買物は「ゆめタウン」で
便利でお得な「ゆめカード」会員募集中！

1273 福岡県行政書士会くるめ支部 久留米市
支部研修旅行には、有明佐賀空港を利用します。
支部会員にも有明佐賀空港の利用をすすめます。

1274 タマホーム(株)　佐賀支店 佐賀市

・東京出張の際には、積極的に佐賀空港を利用します。
・来訪者（出張・旅行）には、佐賀空港の利用をすすめます。
・佐賀空港の利便性をＰＲします。

「より良いものをより安く提供することにより社会に奉
仕する」
良質で低価格な商品を提供することによって、お客様
に喜んでもらうことがタマホームの事業の原点です。

1275 (一社)佐賀県銀行協会 佐賀市
・東京方面への旅行時には、有明佐賀空港を100％利用します。
・有明佐賀空港の利便性を会合等機会あるごとにＰＲします。

銀行取引に関するご相談を受け付けております。

1276 (株)オニザキコーポレーション 多久市
出張時の有明佐賀空港の積極的利用を推奨します。

「美味しいごまを食べていただきたい」
その想いから、原料・製法・容器に至るまで、お客様に
満足いただけるたくさんのこだわりを詰めてお届けし
ています。

http://www.gomagoma.net/
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1277 宮﨑運送(有) 大川市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
社員に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

安心安全を第一に
大川から大川家具配送を手掛けております。

1278 (株)貞包運送 大川市
近くて便利な有明佐賀空港の利用を積極的に増やします。

安全最優を輸送の基本方針とし、真心を持ってお客
様の信頼に応え得る企業を目指しております。

1279 (株)九州カーラ商事 佐賀市
関東方面への出張（社員旅行）には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

創業から半世紀、今回まで贈り物文化を大切に守り、
歴史と伝統に裏打ちされた実績で「安心と信頼」に基
づき、時代を生き抜き、次代につなぐため、地元に定
着した企業として、未来に羽ばたく会社です。

1280 ロックペイント(株) 吉野ヶ里町
出張で有明佐賀空港を積極的に利用します。

ロックペイントは自動車補修用塗料業界で国内トップ
クラスのシェアを持つ塗料メーカーです。創業以来「高
品質の塗料を適正価格で提供する」をモットーに、環
境重視の立場から「人と環境にやさしい塗料づくり」を
目指し、無借金体制を基本とした堅実で安定した経営
を行ってきました。また、塗料原料となる樹脂の自社
合成技術を応用した接着剤事業、インドネシア製造子
会社を軸とした海外事業展開にも力を入れています。

http://www.rockpaint.co.jp

1281 内山緑地建設(株) 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

内山緑地建設株式会社は全国に１３の事業所を持
ち、生産・設計・施工・管理の一貫した体制により、あ
らゆる緑化事業にお応えできる造園会社です。

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

1282 ビコム(株) 久留米市
首都圏に出張時は、つとめて佐賀空港を利用します。
来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

鉄道ファン向けのソフトは全国から高い評価を受けて
おり、沖縄等の風景ソフトは、4年連続でブルーレイ大
賞を受賞しております。

http://www.vicom.co.jp

1284 柳川市老人クラブ連合会 柳川市
会員が飛行機を利用する場合、有明佐賀空港を利用するよう奨励します。

1285 久留米造園建設業協同組合 久留米市

・組合員へ有明佐賀空港利用のメリットをPRします。
・組合視察研修および組合員各社の親睦旅行等、積極的に利用を推進しま
す。

平成元年に市の公共工事を行う造園業者で法人とし
てスタートした団体で、久留米市の「水と緑の都市久
留米」の基本理念に沿うよう組合員やその従業員の
造園技術の向上を図り、市の緑化について様々な提
案をしております。また、台風などの災害時の協力
や、平成10年より「久留米みどりの市民会議」事務局
を引き受けて、市民に緑化啓発を促すため緑の祭典・
花と緑の教室・花いっぱい運動など各種事業を行って
おります。

http://kurume-zk.jp/index.html

1286 よしまる(株) 大川市
・出張等の時有明佐賀空港を利用する様にします。
・来訪者等にアピールし利用を勧めます。

お仏壇・お仏具販売です。テレビラジオで「やっぱり仏
壇はよしまるバイ」と流れています。

1287 九州塗料工業(株) 大川市
・関東方面への出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・関東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。

木工塗料・不飽和ポリエステル樹脂を主軸に数種類
の合成樹脂製造に注力するとともに不飽和ポリエステ
ル樹脂の用途開発、FRP関連塗料の商品開発に取り
組んでいます。

1288 クロレラ工業(株) 筑後市
・佐賀空港の利用促進活動を行います。
・佐賀空港利用を３０％まで上げます。

クロレラ工業は、「人類に健康と幸福を」を目指す研究
開発型企業です。 http://www.chlorella.co.jp/

1289
公益社団法人　大川市シルバー人
材センター

大川市
会員及び関係者に対し、出張・旅行の際有明佐賀空港の利用を積極的に進
めます。

公益社団法人大川市シルバー人材センターでは、人
生経験豊かな高齢者の方が自分の能力を活かし楽し
く働いています。あなたも仲間になりませんか！

1290 福岡県久留米地区LPガス協会 久留米市
有明佐賀空港利用を勧めます。

加盟販売店は「安全に」「継続的に」「経済的に」LPガ
スを供給します。「あなたの街のガス屋さん」をめざし、
安心で快適な暮らし作りのお手伝いをさせていただき
ます。

1291 (一社)久留米三井薬剤師会 久留米市
近くて便利な佐賀空港を利用することを勧めます。

日本薬剤師会並びに福岡県薬剤師会との連携のも
と、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬
学及び薬業の進歩発展を図ることにより、地域住民の
健康な生活の確保・向上を目的として活動しておりま
す。

http://www.kmpa.or.jp/

1292 ムライケミカルパック(株) 久留米市

・業務出張の際は、有明佐賀空港の利用を優先するように心掛けます。
・取引先等へも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員や家族の帰省や旅行の際には有明佐賀空港の利用を勧めます。

スレート・金属・コンクリート等屋根や外壁への遮熱・
断熱塗料の製造及び販売・施工を行う会社です。他に
抗菌塗料等幅広く取り扱っております。環境を重視し
アスベスト飛散防止処理工事やダイオキシン除染工
事も行う特定建設業でもあります。

http://www.murai.co.jp

1293 社会保険大牟田吉野病院 大牟田市
職員並びに家族に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
首都圏からの来院者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
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1294 泰教寺 佐賀市
首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。
首都圏への出張等は佐賀空港を利用します。

寛永年間開創の日蓮宗寺院です。
境内には佐賀藩御用鋳物師谷口家の墓所がありま
す。

1295
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会
社

東京都
社用、私用に関わらず、当社の社員は佐賀と往来に有明佐賀空港を積極活
用します！

＜ＪＭＳはアウトソーシングプロフェッショナル集団で
す！＞
多種多様なアウトソーシングのご相談にお応えしま
す。
　・コールセンターの構築～運営
　・ＢＰＯ
　・人材アウトソーシング

http://www.jmscom.co.jp/

1296 (有)ミマツ工芸 神埼市

・有明佐賀空港利用率を、20％から80％に増加させます。
・関東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（社員旅行）には、可能な限り有明佐賀空港の利用を勧
めます。

ギフト用デスクアクセサリーや記念品など、木製品小
物の製造を行っています。 http://www.mscoop.jp/

1297 九州恵冷機(株) 佐賀市

・有明佐賀空港の利用率を20%～60%にUPする。
・首都圏よりの来訪、来客者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員へ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。

常に感謝の心を持ち
顧客の空気・水に関する全ての環境に対応する企業

1298 (株)日産サティオ佐賀 佐賀市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利便性の良さをＰＲし利用をお勧めし
ます。
また、当社社員に対して有明佐賀空港の利用を強く推奨します。

100%　電気自動車リーフをはじめ日産車全車種を販
売しています。
県内全域9店舗の販売・サービスネットワークで、地域
のお客様の豊かなカーライフの実現をサポートしま
す。

http://www.nissan-satio-saga.co.jp/

1299 料亭・旅館　三川屋 大川市
関東方面の出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。 筑後川の恵を中心とした郷土料理の店

1300
社会医療法人　雪の聖母会　聖マリ
ア病院

久留米市
業務出張および教育出張時に、積極的に有明佐賀空港を利用します。

福岡県南部、佐賀県東部の住民の皆様が、安心して
医療等を受けていただくため、カトリックの愛の精神の
もと、救急医療、周産期医療、小児救急医療、災害医
療を行っています。


