
601 佐賀県造園協同組合 佐賀市

・出張での有明佐賀空港利用率50％から80％にします。
・社員旅行で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。

造園技術、技能の改善向上を推進。
緑豊かな環境にやさしいまちづくりの促進

602 (株)ギャザー 佐賀市
出張での有明佐賀空港利用率を50％から70％にします。

『生き方は服に出る』
GATHERが25年貫いてきたこだわりが
このSHOPにはつまっています。
JR佐賀駅から徒歩5分。
佐賀の中心地に『GATHER唐人本店』はあります。
3フロアに分かれた店内では、それぞれのフロア別の
スタイル・コーディネートをお楽しみいただkます。

1階フロアは、レディス&メンズのセレクトとなっておりま
す。
【取り扱いブランド】
rich.NINE, Nina mew, AULA AILA, Cher.....(Lady's)
irquois, DESIGN WORKS, ABAHOUSE.....(Men's)
国内外の人気ブランドを取り扱う、トレンド感あふれる
フロアです。

２階フロアは、コンサバティブな雰囲気
【取り扱いブランド】
theory, DES PRES, BALLSEY, SOLPRESA, AHKAH
オンもオフも自分らしさを忘れない、マイスタイルをもっ
た女性のためのフロアです。

３階フロアは、ラグジュアリー&モード。
【取り扱いブランド】
Y's, toricot COMME des GARCONS, MIHARA
YASUHIRO, PELLICO, Chloe(bag), theory luxe, qualite,
HELMUT LANG
きっと、こだわりの一枚が見つかります。
大人のオシャレを楽しめるフロアです。

http://www.gather.co.jp/

606 (株)鉄万 大牟田市
東京方面の利用空港は、大牟田により近い佐賀空港を利用します。 ・工業用雑布製造販売

・海外向　中古衣料販売

607 浦精麦(株) 柳川市
地域活性化のために、佐賀空港を積極的に利用します。 安心安全をあい言葉に日々の業務を行っています。

608 (株)健康調剤薬局 武雄市
「全社員 出張は、100%有明佐賀空港を利用します。」
Door to Doorの佐賀空港!!

アロマ・ハーブ専門ショップ
モラージュ佐賀「アロマ・アロマ」へお越しください。
電話：0952-97-7457

http://kenkou-pharmacy.com/

609 (有)タカトリ薬局 佐賀市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

タカトリ薬局は、お客様へ心のこもった思いやりと治
療・予防の知識技術を結集して、病める人へ希望と安
心を与える事を使命とし、お客様に心安らぐ空間で身
体と心の悩みをご相談いただける薬局を目指します。

http://www.takatori-kanpou.com/

610 佐賀県味噌醤油醸造協同組合 佐賀市
組合員各位及び組合事務局に於いて、佐賀空港の利用を促進します。

経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知
識の普及を図るための教育及び情報の提供。JAS法
による製品の検査、醤油の製品の品質改善、生産の
合理化、適正な表示等を図るための検査制度を取り
入れている。

611 かなめ今村食品工業(株) 大牟田市
東京方面への出張は、有明佐賀空港を利用します。 四ツ山漬 他 九州の味を提供しています。

612 林田食品産業(株) 嬉野市

出張の際に「有明佐賀空港」を出来る限り利用し、
東京方面から来訪される方へ「有明佐賀空港」のご利用を積極的にご案内し
ます。

業務用として　たらこ・明太子を加工しております。
http://mentai-umaka.com

613 基山町 基山町
職員の出張時に有明佐賀空港の利用促進を図ります。 「みんなが進める協働のまちづくり」基山町

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

614 九州ダンボール(株) 筑後市
・出張での有明佐賀空港の利用を推奨します。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

経営理念である「いい人　いい箱　いい会社」を目指
し、段ボール製造を通じ、地場産業及び社会の発展に
貢献します。

615
財団法人日本モーターボート競走
会

東京都
やまと学校（柳川市）への出張に際しては、積極的に有明佐賀空港を利用しま
す。

佐賀方面へご出張の際は、ボートレースの場外発売
所であるボートピアみやき（佐賀県三養基郡みやき
町）、ボートピア三日月（佐賀県小城市）、ミニボートピ
ア長洲（熊本県玉名郡長洲町）にてボートレースをお
楽しみください。

http://www.kyotei.or.jp/

616 林酸素(株) 佐賀市
他県からの来訪者（特に首都圏及び近隣県）に有明佐賀空港の良さをアピー
ルし、積極的に利用を勧めます。

弊社は常にお客様のことを念頭に置き「安全」「信頼」
「向上」を旗印とし、高圧ガス販売を基軸に溶接機や
産業機械、工作機械・工具から家庭用品まで幅広い
商品を取り扱っております。ぜひお気軽にお問い合わ
せください。

617 鹿島青果(株) 鹿島市
社員旅行に佐賀空港を利用します。 地域住民の台所！

618 コトブキ製紙(株) 小城市
有明佐賀空港利用率を10％から30％に増加します。 原料を古紙100％のリサイクル企業です。

http://www.kotobukiseishi.com/
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619 武藤ふとん店 みやま市
来訪者様に有明佐賀空港の利用を勧めます。

快適な寝具とオーダーカーテンは
当店におまかせ下さい。

620 有明海苔(株) 佐賀市
東京方面出張時の利用率100％を目指します。

・有明海産の良質な海苔を厳選し、丹精込めて焼き上
げております。
・個人様の委託加工も多少にかかわらず承っておりま
す。

621 佐賀陸上競技協会 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。

県陸上競技の強化、普及、技術の向上を目的として
いる。

622 (株)明電工九州 鹿島市
鹿島市内から佐賀空港まで低料金往復送迎便があって、今後は東京行きの
利用率を10％→90％にしたいと思います。

・官公庁及び一般企業の高圧受電設備の保安管理。
・高圧を主体に電気工事。省エネ。太陽光発電工事。

623 (株)中島製作所 佐賀市
定期的な出張は可能な限り、有明佐賀空港を利用します。

・開発、設計段階からVA提案します。
・プレス・板金・溶接・機械加工・組立技術の総合力を
活かして高品質・短納期に対応した一貫生産をしま
す。
・開発、試作品を2～3個から製作します。

624 (有)げんき堂 武雄市
出張など社員が東京方面へ行く時は、有明佐賀空港を利用します。

625 (有)竹下商店 佐賀市
東京方面への出張は必ず有明佐賀空港を利用します！

佐賀有明地方の特産品　粕漬、がにづけ、あみつけ
や小城産梅を使った 香梅漬、背振山系でとれるゆず
を使ったゆずこしょうなど独自の製法・技術を使い、昔
ながらの味と新しい味の研究開発に努めています。

http://www.yuzukosyou.com/

626 佐賀ガス(株) 佐賀市
東京への出張には、必ず佐賀空港を利用します。
また、東京からの来社には、佐賀空港を利用するよう進言します。

快適で環境にやさしいエネルギーのベストミックスをご
提案させていただきます。 http://www.saga-gas.co.jp/

627 (有)佐賀保健企画 佐賀市
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用をすすめます。 調剤から在宅療養まで支援しています。

http://www18.ocn.ne.jp/~saganiji/

628 佐賀県室内装飾事業協同組合 佐賀市
有明佐賀空港利用率を60％から90％に増加します。

健康で明るい室内空間づくりをお手伝いします。（ご用
命は確かな技術の組合員企業へ） http://www.sasoukyo.com/index.html

629 佐賀県退職公務員連盟 佐賀市
会員の出張には、極力有明佐賀空港を利用します。 年金受給者団体として地域に貢献する。

630 (株)ウッドサークル 大川市
有明佐賀空港と大川との地理的条件によるベストビジネス宣言!!

住宅・家具・医療施設に関する特殊技術（FCC）を有す
る国内唯一の企業。 http://www.immwood.jp/

631 (有)やまぐち薬局 佐賀市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

調剤、漢方、接骨院、鍼灸院
心をこめて、つとめます。

634 環境保全(株)九州支社 多久市
可能な限り佐賀空港を利用します。

私たちはクリーンな環境を目指し、豊かな空間を提供
します。（一級建築士事務所、建設関連業事業、地質
調査事業、工事に伴う環境調査、調剤薬局事業、ソフ
ト開発事業、建築資材及びフィルター販売事業、観光
事業）

http://www.kankyouhozen.co.jp/

635 西日本ガス(株) 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。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

当社は、柳川市及び八女市を供給区域として、一般
家庭、飲食店、工場、学校、官公庁、病院、保養施設
等約5,000件の需要家への都市ガスを製造供給し、公
益性の高い事業を運営しています。都市エネルギー
の一翼を担い安全でクリーンな都市ガスの安定供給
と保安の確保に努め、日夜精進しています。

http://www.nishinihongas.co.jp/

636 佐賀県退職校長会 佐賀市
本会会員の旅行等には佐賀空港を利用します。

本県教育の振興に寄与するとともに、会員の親睦と福
祉の増進を図ることを目的として活動。

637 佐賀県木工業協同組合 武雄市
・出張での有明佐賀空港の利用率を30%から70%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る。

当組合は建具屋さんの集まりです。建具屋さんは、障
子・襖やドアなどを作っています。リフォームや建具の
修理もしておりますので、障子・襖の滑りが悪い時な
どは、お近くの建具店又は木工所にご連絡ください。

http://www.sagamoku.com/

638 (株)鯤コーポレーション 武雄市
出張での、有明佐賀空港利用率を20％増加させます。

弊社は、佐賀県とのライセンス契約のもと、光触媒用
酸化チタンコーティング剤の製造販売を行っておりま
す。
「快適な生活環境と豊かな地球環境」のため、省エネ・
環境・エコの光触媒技術を用いた、環境改善に取り組
んでいます。

http://www.saga-kon.co.jp/
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639 明治安田生命相互会社　佐賀支社 佐賀市
弊社は、同県民として積極的に有明佐賀空港を利用することをここに宣言致し
ます。

佐賀支社は、6つの営業所、170人の営業員が所属し
ており、“ワンランク上のお客様満足度の実現”をス
ローガンに掲げ、日々活動を行っています。

http://www.meijiyasuda.co.jp/

640 佐賀城北自動車学校 佐賀市
利用率→50%～80％に増加致します。
出張、社員旅行等には有明佐賀空港を利用致します。

本校は、佐賀県公安委員会指定の自動車学校です。
佐賀市の中心にあり、普通自動車専門の自動車学校
です。
「安全・安心・親切・丁寧」をモットーに、
お客様のライフスタイルに合わせたプランもご用意い
たしております。
又、企業研修及び佐賀県初の乗用車のエコドライブ講
習の認定校です。

http://www.saga-jj.co.jp/

641 (株)杜の蔵 久留米市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

「独自の旨さの創造」をテーマに、地元産の原料と職
人の技にこだわる酒造りを究め続けています。 http://www.morinokura.co.jp/

642 精巧印刷(株) 大牟田市
出張、社員レジャー等に利用します。 感動をお届けする印刷物を提供します。

http://www.seikoo.co.jp/

643 (有)畑瀬食品 佐賀市
佐賀空港利用回数を増やす。

佐賀ラーメンを販売しています。ぜひ一度御賞味くだ
さい。

645 (株)大橋 神埼市
・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。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

廃棄物の再利用に必要な環境機械の開発を通じて、
お客様の課題を解決し、お役に立つという意識を全員
で共有しています。独創的で高い技術力と徹底した顧
客思考型の開発プロセスが自慢です。

http://www.ohashi-inc.com/

646 東鶴酒造(株) 多久市
出張で有明佐賀空港を積極的に利用します。

天保元年創業以来から地元に愛されるお酒を造って
きました。

647 細渕電球(株)　多久工場 多久市
東京方面から来訪される方へ積極的に有明佐賀空港をご案内します。

クルマ関係のLED（発光ダイオード）製造
社訓「弛まぬ努力と人の和」 http://www.hosobuchi-lamp.co.jp/

648 鎮西本山松尾山護国光勝寺 小城市
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めま
す。

649
(株)清風会 （グランドホテル清風
荘、天然甘木山おおむたハイツ）

大牟田市
社員一同佐賀空港を積極的に支援します。

大牟田市内で「グランドホテル清風荘」と「天然甘木山
温泉おおむたハイツ」を経営しています。 http://user.ariakenet.com/~seifu/

650 旭菊酒造(株) 久留米市
まずは有明佐賀空港から搭乗してみます！

明治33年創業。朝日のように勢いのある切れのよい
酒を願って「旭菊」あさひきく と命名。
社長自ら杜氏として手造りのこだわりの酒を造ってい
ます。平日は見学もできます。

http://asahigiku.com/

651 不二コンクリート工業(株) 武雄市

○ 有明佐賀空港の社内利用率を10％から50％にします。
○ 社員のプライベートな空港利用につきましても、積極的に有明佐賀空港の
利用を促進します。

高品質な商品と徹底したサービスを迅速にお客様に
提供するをモットーに、物作りのプロ集団として「自覚」
と「誇り」をもって、地域社会に愛される会社作りを目
指します。

http://www.fuji-con.com/

652 (株)ランヴィエール勝島 柳川市

・東京や北海道へのアクセスは、佐賀空港を利用します。
・柳川へ来訪されるお客さまには、佐賀空港利用を推進します。
・個人旅行の出発は佐賀空港がとても便利ですので、100％推進します。

低料金で満足いただける料理を提供いたします。観
光旅行の昼食から個室での食事等、ご要望に合わ
せ、ご準備いたします。

653 (社)大牟田歯科医師会 大牟田市
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。

「医道高揚、歯科医学・医術の進歩発展、公衆口腔衛
生普及・向上、会員の福祉増進」達成のため、地域の
皆さんと一緒に取り組んでいます。

654 佐賀県書店商業組合 みやき町
・ 東京方面への出張では、都合の付く限り有明佐賀空港を利用します。
・ 来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

地域文化を担う　街の本屋さん
http://www1.bbiq.jp/sbooks/index.htm

655 JUNGLE GYM みやま市
まずは有明佐賀空港を利用してみます。
利用率を増やします。

クライミング体験が1コイン（500円）でできます！
http://www.jungleclimb.com/

656 近鉄エンジニアリング(株) 福岡支社 大牟田市
出張等で積極的に利用致します。

自動化機械単体の設計から巨大プラント全体の設計
まで、幅広い視野で産業と社会の発展のために成長
し続けることに生きがいを見いだしていく。
近鉄エンジニアリング株式会社はそんな技術者の集
団です。機械とそのシステムが永遠に進化し続けるな
ら設計の領域も限りなく拡大するはず、私たちはそう
信じています。

http://www.kintetsu-eng.co.jp/
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657 (株)いわもと 南関町
業務出張及び社員のレジャー等に積極的に利用致します。

国産のたけのこを真空パックにしてお届けしていま
す。
「安心、安全」を宣言しています。

http://www.f-iwamoto.co.jp/

658 (株)コスモライト石橋 武雄市
東京方面から来院される方へ有明佐賀空港を積極的にご案内致します。

佐賀を拠点に東京・大阪・広島で開業しております。
肉体はもちろん、精神面でも向上されたい方は、ぜ
ひ、ご来院ください。当院は「気づき」を得る場所です。

http://cosmolight.co.jp/

659 大木町 大木町
職員出張時の有明佐賀空港の利用を推進します。

堀と緑の風が吹き渡るふるさと　資源循環のまち『大
木町』 http://www.town.oki.fukuoka.jp/

660 佐賀県保育会 佐賀市

・東京方面で開催される研修会や大会、会議への出張に際しては「有明佐賀
空港利用100％」を目指します。
・東京方面から来訪される講師などに対し、有明佐賀空港を積極的にご案内
します。

本会は、佐賀県内各地区保育会相互の連絡協調をは
かり乳幼児の健全育成と保育所（園）の資質向上を目
指す。また、保育問題を研究討議し必要な対策を講
じ、保育事業の刷新と地域福祉の振興に寄与すること
を目的としている。

http://www.hokyou.jp/

661 (株)ネットコムBB　東京本社 東京都

本社出張における航空便の利用は、原則「有明佐賀空港」を利用することとし
ます。
また、来客にも佐賀空港の利用を勧めます。

平成19年11月よりスタートしたシステム構築・保守、
ECサイト構築、運用のお手伝いやWEBコンサルなど、
企業様のIT化戦略に関するニーズにお応えします。

http://www.netcombb.co.jp/

662 (株)ヤマキいとう 東京都
有明佐賀空港の利用を心掛けます。 佐賀海苔を中心に有明海産の海苔を販売

http://homepage2.nifty.com/yamaki_itoh/

663 (株)日立ビルシステム　九州支社 福岡市
東京方面の出張について有明佐賀空港を積極的に案内します。

私達の企業理念です。
「私達は、常に向上心をもち、高度な総合技術力と
ユーザーを思う心をひとつにして、ビルを利用するす
べての人々に、安全で快適な環境を提供し、社会に貢
献する」

http://www.hbs.co.jp/

664 (株)友桝飲料 小城市
現在の佐賀空港利用率を10％以上あげます。

私たちにしかできない消費者ニーズにあった商品開発
やサービスを提供できるよう常に心がけております。 http://www.tomomasu.co.jp/

665
学校法人天山ルーテル学園　認定
こども園　小城幼稚園・わかば保育
園

小城市
出張の際は、佐賀空港を使います。

創立103年目（1909年　明治42年）を歩いている教育
施設です。平成23年4月1日より、認定こども園（幼・保
連携型）小城幼稚園・わかば保育園として歩き始めま
した。0才～2才は、保育指針に基づいたカリキュラム
で、3才～5才は、幼稚園教育要領に基づいた幼稚園
のカリキュラムで保育をしています。
当園は、キリスト教の教えを基本とし、一人ひとりの人
格と思いを大切にしながら、「生涯の土台」を育むこと
をねらいとし、成長を支援しています。
子ども達の「魂」に、「競争」よりも「個性」「協調」を、そ
して何よりも「愛」が育ってほしいと私たちは願いつつ
保育しています。

http://www.ogi-youchien.jp/

666 (株)いなだ豆 大牟田市
社員一同公私問わず有明佐賀空港を積極的に利用します。

昭和24年創業の豆菓子専門メーカーです。伝統の味
をお届けします。 http://www.inadamame.co.jp/

667 コヨウ(株) みやま市
有明佐賀空港夜間貨物を利用して国際貨物を輸出したいと思います。

エコバイオ・ブロック?（水質浄化用ブロック）の製造。 http://www.koyoh.jp/

668 (株)江頭仏壇店 大川市
東京出張の時は、片道は必ず有明佐賀空港を使います。

仏壇仏具の総合販売店。仏壇常時展示本数は、九州
1番の350本以上 http://www.butsudan.co.jp/

669 (有)川野商事 東京都
本社、店舗 東京で、営業所大川の為、地の利の便利な佐賀空港を100％利用
します。

都内で24年間営業しているギャラリー川野
会社として輸出・輸入業を運営 http://www.gallery-kawano.com/kawano.html

670 井口食品(株)　佐賀工場 小城市
来訪される方には有明佐賀空港が便利で色々サービスもありますよと積極的
にご案内します。

緑に囲まれた佐賀平野。大自然に恵まれた環境を製
造の拠点に、原料にこだわり美味しく安全な製品をお
届けします。

http://inokuchisyokuhin.com/index.html

671 医療法人幸栄会　二宮医院 柳川市
出張で有明佐賀空港を利用します!!

http://www2.ktarn.or.jp/~ninochan/

672 (株)リップフォード 佐賀市
・佐賀空港利用の推奨を積極的に行います。
・出張での利用だけでなく、プライベートでの利用も推進します。

福祉用具及び医療用器具のレンタル、販売、バリアフ
リーの住宅改修を行っています。
あなたを支える　未来を支える　暮らしのすぐそば
に・・・福祉用具のことならリップフォードにお任せくださ
い。

http://www.lipford.co.jp/

673 (株)牛津蒲鉾 小城市
・地元企業として、有明佐賀空港を積極的に利用します。
首都圏の取引先に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

蒲鉾・竹輪・天ぷらの製造業として昭和9年創業
県内をはじめ、九州一円、中四国、関西、関東のお客
様にご愛顧いただいております。
23年4月直売店「ごっくん亭」をオープン、オリジナル商
品を多数取り揃えて皆様のご来店をお待ちしておりま
す。

http://www2.saganet.ne.jp/ushidukb/
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674 (株)コスモ 筑後市
出張する時有明佐賀空港の利用を0％から50％にする。 介護は笑顔の快護を目指す

http://www.e-cosmo.jp/

675 (株)まんてん 佐賀市
前割制度を利用して、1件でも多く佐賀空港を利用します。

モンドセレクション最高金賞を受賞したすりごまをはじ
め、こだわりのごま関連商品を製造販売する、胡麻の
専門店です。胡麻の香味豊かな逸品をぜひご賞味く
ださい。

http://www.manten-jp.com/

676 みなみ保育園 佐賀市
空港に一番近い保育園なので、これからも佐賀空港を利用します。

677 (株)ダルマックス 荒尾市

・出張での有明佐賀空港利用率80％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。
・社員のプライベート利用についても利用促進を図ります。

当社は、消費者ニーズの多様化に対応し、素材を目
的に応じて使い分け、理想的な寝具づくりを目指し、
眠りを通じて健康で豊潤な人生を創造するお手伝い
を致したいと願っております。

http://www.darmax.co.jp/

678 筑後自動車学校 筑後市
・出張で有明佐賀空港の利用率を0％～20％にします。
・社員に有明佐賀空港にマイエアポートクラブへの入会を推奨致します。

・車の免許は全車種当校で取得できます。
・企業の安全運転教育を実施中

679 鹿島印刷(株) 鹿島市
出張や従業員の旅行について、極力佐賀空港を利用します。

創業90年の伝統と技術に裏付けされた信頼と実績に
より総合印刷業として、ユーザーの多種多様なニーズ
にお応えしています。鹿島、佐賀、福岡、東京に営業
所を置き、幅広い営業活動を行っています。

http://www.kashima-insatsu.jp/

680 鹿島印刷(株)　東京営業所 東京都
出張や旅行に、佐賀空港を利用すると共に、取引先等に利用を促します。

創業90年の伝統と技術に裏付けされた信頼と実績に
より総合印刷業として、ユーザーの多種多様なニーズ
にお応えしています。鹿島、佐賀、福岡、東京に営業
所を置き、幅広い営業活動を行っています。

http://www.kashima-insatsu.jp/

681 オーム乳業(株) 大牟田市
出張の際は、有明佐賀空港利用を推進し、利用率アップを目指します。

乳を通して、人と未来を幸福にしたい。
1934年以来、乳を通して「おいしさと健康」づくりに取り
組んできたオーム乳業がこれから目指していきたいこ
と。それは、いま以上にもっと健康へと積極的に働きっ
かけるチカラを、乳の中に発見し、創造していくことで
す。

http://www.omubrand.co.jp/

682 (有)夢現 武雄市
有明佐賀空港を利用するよう頑張ります。

介護用品や福祉用具の販売やレンタルを通し地域の
方々へ信頼関係を良くし、ディサービス等にて親しん
でいきたいものです。

683 肥前吉田焼窯元協同組合 嬉野市
佐賀空港を通じ、地元特産品の発展に努力します。

肥前吉田焼窯元会館において、吉田焼の販売、絵付
及び手びねり体験を行っています。 http://www.ktknet.ne.jp/yoshidayaki/

684 有明冷蔵庫 白石町
今後佐賀空港に協力したい。

野菜加工

685 新日本製陶(株) 嬉野市
・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から20％にします。
・社員旅行では、佐賀空港を利用する様にします。

陶磁器製造・販売

686 (株)石の山本 久留米市
現在、福岡空港100％ですが、これからは50％は佐賀空港を利用します。

墓石の販売、施工から、墓地の開発、供給までを行っ
ています。 http://www.inori.co.jp/

687 (社)大牟田医師会 大牟田市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

医療の普及充実・医学の振興・医師の生涯研修に関
する事項等を達成するために事業を遂行しています。
また地域医療連携の推進及び救急医療の充実を推
進させるための体制づくりを図っています。

http://www.omuta.fukuoka.med.or.jp/

688 医療法人冨松記念会　三池病院 大牟田市

1. 東京方面への出張は有明佐賀空港の利用を勧めます。
2. 職員旅行及びプライベートな旅行にも、有明佐賀空港の利用を推進します。
3. 家族・知人・取引先企業様にも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。

医療・介護・福祉を一体として、地域のニーズに対応し
た事業所です。
高齢者・障害者が生き生きした生活が出来る支援体
制を提供することがモットーです。

http://www.miikehp.com/

689
日清医療食品(株)　ヘルスケアフー
ドサービスセンター九州

神埼市
・東京方面より来訪される方へ、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・東京方面へ出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

「おいしく食べて元気に！」をモットーに、医療・福祉施
設・保育の食事サービスのあり方を追及しておりま
す。
ISO9001-HACCP認証取得により、安全・衛星の徹底
に努めております。

http://www.nifs.co.jp/

691 Denka労働組合 大牟田市
佐賀空港をできるだけ使用するようにする。

694 ニシハツ産業(株) 小城市
佐賀空港を積極的に利用します。 自動海苔選別機のトップ企業

http://www.nishihatsu.jp/

695
建設業労働災害防止協会佐賀県
支部藤津分会

鹿島市
・出張での有明佐賀空港の利用率を10％～50％を目標にします。
・加盟事業所に佐賀空港利用を推進する。

建設業労働さ害防止に関する諸活動
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696 佐賀家電(株) 佐賀市
出張や旅行に積極的に利用し、
来訪者にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

au電話・スマートホンのことならおまかせください。au
ショップ 西佐賀・兵庫・夢前・佐賀北・肥前鹿島・嬉野・
唐津神田

698 (株)山本海苔店 東京都
海苔の仕入に伴う、状況調査、入札会参加、社員研修等の際に、有明佐賀空
港の利用を最優先いたします。

明治2年に、明治天皇への上納品として、「味付海苔」
を苦心創案しました。山本海苔店が「味付海苔」の元
祖です。

http://www.yamamoto-noriten.co.jp/

699 （医）静便堂　白石共立病院 白石町
・出張での有明佐賀空港の利用率を50%にします。
・職員へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

「医療の根源は人間愛である」を信条に、主に地域の
急性期医療に対応しています。継続的改善活動を推
進し、安心勝安全な医療提供に努めております。

http://seibindo.xsrv.jp

700 (株)松尾商会 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。

マンションや個人住宅用の室内用アルミアルミ扉等の
金物を製造販売しています。


