
1701
独立行政法人国立病院機構嬉野
医療センター

嬉野市
九州佐賀国際空港の利用を推進します。 ・基本理念「一人ひとりを大切に」

http://www.uresino.go.jp/

1702 エヌ・ティ株式会社東京営業所 伊万里市
九州佐賀国際空港を積極的に利用するよう、社内PRします。

当社経営理念である「人と自然に優しい環境づくり」を
モットーとして、東日本地区の水処理設備を主に技術
力・保守力で社会貢献を目指してまいります。

http://www.nntec.co.jp

1703 九州メディカルサービス株式会社 久留米市
・社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・社員に九州佐賀国際空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

進化する医療の現場に最先端の技術と、最適なサー
ビスを提供する「ベストパートナー」を目指しています。

http://www.kyushu-med.jp

1704 有限会社大川セイビ 大川市
ビジネスには近くて便利な九州佐賀国際空港を積極的に活用します。

九州運輸局よりの指定を受け車検をはじめ自動車の
修理・整備全般を行っております。又、レッカー車や車
両運搬車を備え24時間お客様に事故対応いたしま
す。

1705 泉屋酒販株式会社 久留米市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を30％にします。
・首都圏からのご来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・社員旅行又社員のプライベート旅行など九州佐賀国際空港の利用を勧めま
す。　　　　　　　　　　・お得意先・ご来訪者の方へ九州佐賀国際空港及びリム
ジンタクシー等の利便性をお伝えし利用を勧めします。

経営理念「繁盛創り・人創り」お客様やお取引先様の
ご繁栄そして社員の真の幸せという三方よしの考えを
軸に経営を行い、ビジョンとして幸せの創造：人生三
観（職場・人生・人間観）を基盤とした“お酒が醸す幸
せ”の創造を実践し、酒文化の継承を通して幸せと豊
かな社会の創造に貢献しております。

http://www.izumiya-sake.co.jp

1706 有限会社メイクハウス 大川市
出張に際には可能な限り九州佐賀国際空港を利用し、利用率100％を目指し
ます。

“家をつくることは幸せをつくること”をコンセプトに、一
棟一心を込めた家づくりに社員一丸となり取組んでい
ます。

http://www.make-house.net/

1707 陶都肥前ものづくり協同組合 有田町
出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％～80％にします。
首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

組織化により新たな分業体制での創業、技能承継、
後継者育成及び雇用の創出
産地再生とヒトの再生

1708 ㈱　中山鉄工所　仙台出張所 宮城県
九州佐賀国際空港を利用します。 東北、北海道の中山鉄工所の拠点

1709 ㈲寿家具大川製作所 大川市
出張・プライベートの際は九州佐賀国際空港を利用します。
利用率を15％から50％にします。

時代の変化に流されない家具造りを目指します。

1710 呉服のもろふじ 柳川市
・九州佐賀国際空港の利用を80％にします。
・首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 http://www.morofuji.com

1711 三菱ガス化学株式会社佐賀製造所 佐賀市
来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

三菱ガス化学佐賀製造所は、化学にもとづく幅広い価
値の創造を通じて社会の発展と調和に貢献します。

1712 株式会社ネル・アンド・エム 佐賀市
九州佐賀国際空港の利用率を50％以上にします。

５Ｃ（communication・collaboration・creative・challenge
for children）を大切にするＩＣＴ環境とＩＣＴ及び情報活
用の育成のための場所と機会を提供します。

http://www.nelmanage.com

1713 久野歯科クリニック 白石町
職員に九州佐賀国際空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

地域に密着し、人とのつながりを最も大切にしながら、
歯科医療を行っています。 http://www.kuno-dc.com

1714 ミドリ安全佐賀株式会社 佐賀市
九州佐賀国際空港利用率を、50％から80％に増加します。
東京方面から来訪される方へ九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。

当社は、「安全・健康・快適職場への奉仕」を社是と
し、いつの時代でも、働く人々の安全と健康を守り、快
適職場を創造することを通して、明るく心豊かな社会
づくりに貢献することを使命としています。

http://www.midori-anzen.com

1715 海苔専門店川島屋 東京都
首都圏のお客様やお取引様に九州佐賀国際空港の利用を勧めたり、出張で
の利用を増やしていきます。

羽田空港に近い大田区で海苔専門店を営んでいる
「川島屋」です。弊社では佐賀県の海苔も多く仕入れ
ており、海苔の生産者様との繋がりを大切にするため
にも、是非、九州佐賀国際空港を利用して伺いたいと
思っています。

http://www.kawashimaya.co.jp

1716 九州電力㈱東京支社 東京都
佐賀方面を訪問される方に九州佐賀国際空港を積極的にご案内します！ ずっと先まで、明るくしたい。九州電力です。

http://kyuden.co.jp

1717 一般社団法人　杵島建設業協会 武雄市
九州佐賀国際空港の利用を推進します。 若者に将来を託せる建設業でありたい。

1718 株式会社　Faber Company 東京都
・当社の出張者は、原則として（90％以上）九州佐賀国際空港を利用します。
・登録証を東京本社受付に掲出し、来訪者へのＰＲに努めます。

「職人とテクノロジーの融合」に挑戦し、Webマーケティ
ングの課題解決における最高峰のプロダクトを開発
し、広くあまねく、日本語圏のみならず、世界に向けて
“職人の技”を提供し続けていきます。

https://wwwfabercompany.co.jp/

1719 株式会社　五味商店 東京都
九州出張での佐賀空港の利用率を50％から80％にします。 海苔専門　卸売り　販売

http://gomishoten.com/
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1720 CPサロン　アンスイット 柳川市

九州佐賀国際空港の利便性を伝えていきます。
プライベート及び出張での利用はもちろんのこと、社員への利用を促していき
ます。

肌の調子が気になる時、お手入れの悩み、気軽に相
談いただけるくつろぎのサロン。
美しさがさらに続きますよう心を込めてお手伝い致し
ます。

1721
一般社団法人　和スポーツクラブさ
が

佐賀市

空手道大会や各空手道講習会で東京に行くときには、100％佐賀空港を利用
します。
毎年、空手道全国大会等で20名以上が佐賀空港を利用します。

空手道を中心に総合型地域スポーツクラブとして活動
中。スポーツだけではなく、英語教室を開きグローバ
ル人材育成にも力をいれてます。毎年、東京で開催さ
れる空手道全国大会へは、年間延べ50名近くの選
手、保護者が佐賀空港を利用します。

http://www.kogadojo.com http://wwwnagomi-sports.com

1722
株式会社　西日本シティ銀行　東京
事務所

東京都

・職員の帰省に際しては、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・首都圏から佐賀方面に行かれるお客様には九州佐賀国際空港の利用をお
勧めします。

西日本シティ銀行は、高い志と誇りを持って時代の変
化に適応し、お客様とともに成長する”九州No.1”バン
クを目指します。

http://www.ncbank.co.jp

1723 株式会社　九電工　東京本社 東京都
出張・帰省時の九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

1.快適な環境づくりを通して社会に貢献します。
2.技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。
3.人を生かし、人を育てる人間尊重の企業をめざしま
す。

http://www.kyudenko.co.jp/

1724 武雄看護リハビリテーション学校 武雄市
１人でも多くの職員に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

看護師、理学療法士として、必要な知識・技術及び豊
かな人間性と職業倫理を習得させ、専門職としての、
自覚と誇りをもつ人材を育成する学校。明るく活気あ
る中に「夢叶う、こころ豊かな医療人になるために」の
スローガンのもと、最新の設備と器具を備えた校舎、
情熱溢れる先生方による充実した授業や実習を展開
している。

1725 医療法人　浦歯科医院 佐賀市

・学会出張の際、九州佐賀国際空港利用率を50％から80％にします。
・東京方面から来訪される方へ九州佐賀国際空港を勧めます。
・職員の個人的利用についても九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

幅広い診療と、充実した設備。適切な治療が結びつけ
るあなたの笑顔 http://urashika.com/

1726 株式会社山本海苔店佐賀工場 佐賀市
首都圏への出張は、原則九州佐賀国際空港を利用します。
首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用をご案内します。

当社は嘉永二年（1849年）、初代山本徳治郎が日本
橋室町に操業。二代目が日本で初めて味附海苔を創
案し、「海苔は山本」と言われるようになる。以来、海
苔ひとすじに伝統の味を守りながら百貨店を中心に長
年「美味しい海苔」を販売しています。平成26年9月
に、佐賀市久保泉に新工場を竣工し、操業を開始しま
した。有明海の「美味しい海苔」を日本全国に向け出
荷しております。

1728
福岡銀行　総合企画部　東京事務
所

東京都
東京から佐賀県への出張時には、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1729 親和銀行　東京事務所 東京都
東京からの佐賀出張時には、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1730
株式会社国際電気セミコンダクター
サービス福岡サービスステーション

久留米市
九州佐賀国際空港を利用したいと思います。

日立グループとして、社会に大きく貢献していきたいと
思います。

1731
八十島プロシード株式会社　福岡支
店

久留米市
東京出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

「想像を創造する技術がここにある」をモットーに80年
の歴史の中で極めてきた樹脂加工技術を最先端3Dテ
クノロジーによるものづくりを行っています。

http://www.yasojima.co.jp/

1732
株式会社　日本生物製剤　ラトリ
エール藤光

久留米市
・社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を２０％にします。

1733 株式会社荻野製作所九州工場 みやき町
本社への出張など関東方面で空路を利用する場合は、九州佐賀国際空港を
積極的に利用します。

NSK様より九州唯一の「ボールねじ軸端加工指定工
場」として認定されておりボールねじへの追加工やブ
ランク加工を行っております。

http://www.ogisei.com

1734 有限会社エドワール・ホリエ 伊万里市

私たちは地元佐賀唯一のこの空港が広く県民に支持、利用されるよう、率先し
て利用を推進し、又ＰＲしていくものであり、何より豊かなおいしい水と空気、そ
して自然に包まれた環境の良さを感じていただくものであります。

佐賀（鍋島藩）は焼物の主要産業の１つであった、藩
内の陶磁器は伊万里港よりヨーロッパへ輸出され、そ
れらは総称して「古伊万里」として、伝わり現代に焼き
つがれている。この伝統文化を菓子作りに反映し、伊
万里の香り豊かなあじ（文化）を広く伝えるべく精進し
ています。

http://www.etoile-horie.com

1735 株式会社fun function 東京都
「我々、ふもと赤鶏スタッフ一同は、ご来店されたお客様に佐賀県及び九州佐
賀国際空港を全力でＰＲすることを誓います！！！！！

都内でご当地酒場をコンセプトにした飲食店を運営し
ております。佐賀の食材を使っている「佐賀県三瀬村
ふもと赤鶏」東京にお越しの際は、ぜひ足をお運び下
さい。

http://www.funfunction.co.jp/

1736 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏馬喰町店 東京都
九州佐賀国際空港を全力で宣伝します！

佐賀の食材、お酒、イベントなどをお客様に全力で宣
伝しています。

1737 有限会社古賀総合企画 鳥栖市
佐賀を発展させる為に、佐賀空港を使います。
佐賀の企業の皆様に協力をお願いします

保険の見直し致します。

1738 多久シティホテル松屋 多久市
私達は、九州佐賀国際空港を一生懸命応援します。 文教の街多久にある静観なホテルです。

1739 株式会社まちづクリエイティブ 埼玉県
航空機利用の際には、優先的に佐賀空港の利用を行います。また、佐賀県に
お招きするお客様にも九州佐賀国際空港を紹介します。

佐賀県武雄市にて、まちづくりのプロジェクトを展開す
る事業者です。 http://machizu-creative.com
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1740 亀屋硝子株式会社 久留米市

・東京等出張の際、九州佐賀国際空港を利用します。
・社員へ九州佐賀国際空港の利用をＰＲします。
・九州佐賀空港は、佐賀地区はもちろん福岡県南・筑後地区の郷土経済活性
化のため、どうしても必要な交通アクセスであり、弊社グループあげて応援し
ます。

創業以来90余年。板硝子及びアルミ建材の販売・施
工をメインとし、堅実に経営してまいりました。他にも
水周り商品、エクステリア、外壁材、塗装、太陽光パネ
ル等お客様の「住まい」に関するあらゆるご相談を、
承っております。

http://www7.ocn.ne.jp/~kameya-g/

1741
平田みのり
バレエ＆モダンダンススタジオ

久留米市
東京方面への舞台公演参加・芸術鑑賞の際には、積極的に九州佐賀国際空
港を利用したいと思います。

久留米市に本部を置く、バレエ＆モダンダンススタジ
オです。クラシックバレエからコンテンポラリーまで、幅
広く、本格的に指導します。

http://www.kumin.ne.jp/mhirata/

1742
住友生命保険相互会社久留米支
社

久留米市
首都圏への出張、帰省の際に利用します。

1743 日本エア・リキード株式会社 佐賀市
首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

エア・リキードグループは、グローバルで活躍する産
業ガス市場のリーディングカンパニーです。循環型エ
ネルギー社会の実現に向けて貢献しています。水素
エネルギーのインフラ構築から水素の供給・オペレー
ションまで、幅広い製品やサービスを提供しています。

http://www.airliquide.com/jp/japan

1744 有限会社城崎設備工業 筑後市
東京方面への航空機利用を九州佐賀国際空港を優先します。

少数精鋭で地域に奉仕しています。空間・衛生設備の
設計・施工・建築設計・設備設計、オールラウンドにこ
なします。

1745 道の駅伊万里ふるさと村 伊万里市
首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

旬の野菜や果物を販売する「特産館」、絶品として名
高い伊万里牛ステーキをリーズナブルな価格で提供
できる「レストランるーらる」、伊万里牛をバーベキュー
感覚で楽しめる「焼肉の杜」もあります。

http://www. Ihn.jp/~jaimari1/

1746 大和証券株式会社　久留米支店 久留米市

・出張で九州佐賀国際空港を積極的に活用します
・首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます
・社員の家族、知人にも九州佐賀国際空港の利用を勧めます

1747 伊万里眼科 伊万里市

・首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます
・航空機利用の際には、優先的に九州佐賀国際空港を利用
　します

安心・安全かつ最高水準の医療機器で、高度な医療
サービスをご提供いたします。 Imarilasikcenter.com

1748 谷口眼科 武雄市

・首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・航空機利用の際には、優先的に九州佐賀国際空港を利用
　します。

安心・安全かつ最高水準の医療機器で、高度な医療
サービスをご提供いたします。 Taniguchieyecenter.com

1749 株式会社　ロイヤルモータース 佐賀市
関東へ出かける際には、必ず九州佐賀国際空港を利用します。
　また、来客、知人等にも九州佐賀国際空港の利用を促します。

ヤナセサービスネットワーク佐賀、メルセデスベンツ正
規認定工場等40年の実績を持って、県内外のお客様
へサービスの提供につとめております。

http://www. royalmotors.co.jp

1750 公栄工業株式会社 佐賀市
・出張での九州佐賀国際空港の利用を７０％から９０％にします。
・来訪者へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

誠意・熱意・創意の志も持ち高い技術と実績を加え各
界のニーズにいち速く対応出来るよう日々頑張ってい
ます。

http://www.kouei-k.co .jp

1751
大同生命保険株式会社　久留米支
社

久留米市
・九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 企業保障のエキスパート

1753 常栄陸運株式会社 鳥栖市

・九州佐賀国際空港を出来るだけ利用します。
・プライベート旅行では九州佐賀国際空港の利用を案内
　します。

安心・安全をモットーに

1754 町立太良病院 太良町
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を８０％にします。

町内唯一の病院として、整形外科を中心に、救急・小
児・内科・在宅医療に力を入れています。 www.hagakure.ne.jp/tarahpdo/

1755 増田建設株式会社 太良町

・出張には九州佐賀国際空港を利用するようにします。
・従業員に九州佐賀国際空港マイエアポートクラブへの入会
　を推奨します。

1756 宗庵　よこ長 嬉野市
・九州佐賀国際空港を応援します

こだわりの嬉野名物温泉湯どうふでおもてなし宗庵よ
こ長 http://yococho.com/

1757 株式会社　宮園電工 鹿島市
・東京方面への研修出張等は九州佐賀国際空港を利用します。

電気・空気・水に関する事は何でもご相談下さい。すぐ
に対応致します

1758 日本通運株式会社　熊本空港支店 益城町
・九州佐賀国際空港を利用して、国際貨物を輸出します。 航空輸送について、まずはお問合わせ下さい

1759 有限会社　セゾン 久留米市
・出張の際は、九州佐賀国際空港を利用します。

・ヘアー、メイク、着付、ブライダル、エステ
・西鉄久留米駅より徒歩3分 http://www.saison-k.co .jp

1760 公文教育研究会　久留米事務局 久留米市

・東京出張の際には、佐賀―羽田便の利用を積極的に検討
　します。
・社員の帰省時の利用も促進します。

公文式学習は、説く方を教わるのではなく、自分の力
で教材の問題を解く学習法で、「やればできる」という
自己肯定感を育み、未知の領域にも自分から挑戦す
る力を培います。

www.kumon.ne.jp

1761 株式会社　肥前建設 太良町
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1762 峰下建設　株式会社 太良町
１．九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
２．社員にも周知し、九州佐賀国際空港の利用を促します。

地域に貢献できる会社を目指しています

1763 株式会社　日本生物製剤 東京都
社内移動では、九州佐賀国際空港利用を推進します。 プラセンタのリーディングカンパニーJBP

http://jbp.placenta.co.jp

1764 久冨勝　株式会社 鳥栖市
海外の提携企業からの来日には、九州佐賀国際空港を利用する様に推奨し
ます。

中国、ベトナム、マレーシア等より商品企画製造して
国内販売をしております。 www.hiastomi-k.com

1765 天吹酒造　合資会社 みやき町
東京方面から来訪される方へ、九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。

元禄年間より300年以上の歴史を持つ天吹は、佐賀
平野で収穫された酒米と、背振山脈のまろやかな伏
流水を原材料として、新しい感覚を持った蔵人たちの
手で、天吹ならではの美酒作りを追求しています。

www.amabuki.co.jp

1766 星降る露天とかにまぶし　豊洋荘 太良町
地域業界に九州佐賀国際空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

星降る露天風呂「十方空」と「かにまぶし」で、心と体を
癒してほしい。 http://www.nikani.com

1767 上海加施飛節能設備有限公司 中国上海市
自社関係の帰国には、佐賀便を必ず利用します。
在上海の日系企業様へ、佐賀便のＰＲを進めます。

佐賀と上海を結ぶ輸出入を行っています。
小さな物から受付けてます。

1768 株式会社　うらかわ 太良町
・九州佐賀国際空港を利用します。
・出張、旅行も積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

「安全を第一に！地域に貢献し必要とされる企業を目
指してます」

1769 株式会社　シャトー文雅 佐賀市
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
・社員や来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

フランスの片田舎のシャトーホテルのような佇まい。都
会の喧噪を忘れ、やすらぎと美味しい料理を求め、わ
ざわざ遠回りしてでも、足を運びたくなるレストラン。

http://www.bunga.jp/

1770
特定非営利活動法人　子どもと文
化のネットワーク　ぽっぽ・わーるど

鳥栖市
会員に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

ぽっぽ・わーるどは、子育て中のママ達が、子育ての
不安や、地域になじめないことで孤立しない為の、活
動をしています。活動は主に、おしゃべりが出来る居
場所づくりや、手作り品の1dayshopをしています。

1771 有限会社　有明石材 太良町
九州佐賀国際空港を東京迄の交通手段の第一として利用します。

・建設骨材の製造販売
・一般土木の施工を行います

1772 一福荘 太良町
ご来店のお客様へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 大自然の中、心温かい宿をめざしています

1773 株式会社　タカダ 大川市
九州佐賀国際空港の利用を推進します。 建設・総合設備業

1774
株式会社アソウ・ヒューマニーセン
ター

久留米市
首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

信頼を大切に、感動のある出会いを創造します。求め
る人と求められる人の間に強い引力が働いた時、ベ
ストマッチが生まれます。アソウ・ヒューマニーセンター
の強みは、企業と登録スタッフ、営業担当との間に厚
い信頼関係があること。より確かに、よりスピーディー
にベストマッチを実現します。また、近年では、障がい
者や高齢者の就職を積極的にサポート。適材適所で
感動のある出会いを創造しています。

1775 副島建設　株式会社 太良町
・積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・社員へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

地域に根ざし、社会の基盤の整備、環境造りに貢献す
る会社を目指しています。 soekkj@star.saganet.ne.jp

1776 竹崎かに料理　割烹　大磯 太良町
私は、九州佐賀国際空港を利用します。

竹崎かに料理　割烹　大磯
0954-67-0623
慶事・法事・仕出し・ランチ（予約要）

1777 たら竹崎温泉　海上館 太良町
・東京方面から来訪されるお客様に九州佐賀国際空港を積極的にご案内しま
す。　　　　　　　　　・九州佐賀国際空港利用率を50%から80％にします。

竹崎カニと有明海の天然魚介を中心に「たらんまえ」
の食材でおもてなし！露天風呂からは、移り変わる有
明海の多彩な表情が楽しめる旅館です

http://kaijyoukan.com

1778 荒川商事 太良町
九州佐賀国際空港を応援します。

1779 エボックバーガー 太良町
九州佐賀国際空港を応援します。

「毎日食べたくなるハンバーガー」100％ビーフ、フレッ
シュレタスとトマトオニオンのやみつきハンバーガーと
生ポテトのポテトフライ

1780 オレたちのカキ焼家 太良町
九州佐賀国際空港を応援します。

「冬期限定・海鮮バーベキュー」新鮮なカキや貝類だ
けでなく、豊富な串物もあります。なんと、3,000円に1
枚、入浴券がついてます。
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1781 有明海の湯 太良町
九州佐賀国際空港を応援します。

有明海を望みながらの湯浴み。内湯2つに露天風呂に
ミストサウナに貸切露天風呂は8棟もあります。

1782 蟹御殿 太良町
九州佐賀国際空港を応援します。

竹崎かに料理を堪能できる御宿。宿泊だけでなく、御
食事でも利用できます。

1783 北島歯科医院 佐賀市
社員旅行で、九州佐賀国際空港を利用します！

予防をメインとした癒しの歯科医院です。一度、身も心
も癒やされに来てみませんか？ www.kitajima-shika.net/

1784
サガン鳥栖　オフィシャルスポーツ
バーTHEsagan

佐賀市
THEsaganは九州佐賀国際空港の発展を応援します。

サガン鳥栖をスポーツバーでテッペンを目指し応援し
ましょう！

1785 さがんれすとらん　志乃 佐賀市
九州佐賀国際空港を必ず利用します。

佐賀を感じるレストラン。佐賀県庁最上階のガラス一
面のパノラマビュー。佐賀平野と有明海を眼下に望
み、地元佐賀の旬な食材を味わいませんか。

1786 株式会社　中山吉祥園 八女市
利用時間があえば極力九州佐賀国際空港を利用します。

http://www.halal-tea.jp/

1787 株式会社　ヘルシーアーモンド 久留米市
出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％から80％にします。

独自の焙煎方法でナッツを製造し、販売しておりま
す。健康ブームの中、ナッツに特化した商品展開をし
ております。

http://healthy-almond.jp/

1788 有限会社　緑CMスタジオ 大川市
できる限り九州佐賀国際空港を利用します。

”商品拡販のお手伝い”図面から商品画像作成しま
す。カタログ・HP用商品撮影・建築・内装撮影・人物・
記念撮影

1789
あいおいニッセイ同和損害保険株
式会社福岡支店久留米支社

久留米市
・出張での九州佐賀国際空港の利用を社員に推奨します。
・首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

迅速・優しい・頼れる保険会社として、皆様を全力でサ
ポートいたします。 http://www.aioinissaydowa.co .jp

1790 株式会社　大川家具ドットコム 大川市
できるだけ、九州佐賀国際空港を利用します。

大川周辺で作られた国産家具のみを全国に全世界に
広めたいと思っております。 http://www.okawakagu.com

1791 株式会社　太良観光ホテル 太良町
首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

海に一番近い宿で、露天風呂は海に浮かんでいるよ
うに感じる。カニをおいしく食べられる宿。

1792 株式会社　川原茶業 嬉野市
・九州佐賀国際空港利用率を10％から50％以上に増加します。
・関東方面から来訪される方へ九州佐賀国際空港利用をご案内します。

当店は「お客様に喜んでもらえる美味しいお茶」をもっ
とーに茶産地嬉野市で産地直送の嬉野茶を販売して
おります。問屋ならではの価格と広大な茶畑から選び
抜かれた高品質の原料をもとに丹精込めて作りあげ
ています。

http://www.nabeshimahan.jp/

1793
マニュライフ生命保険株式会社　久
留米営業所

久留米市
出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用致します。

今日を生きる。明日をひらく。明日への安心があるか
ら、今日、いきいきと輝ける。今日をしっかり楽しめる
から、よりよい明日を築いていける。「未来」は、ずっと
先のことではなく、あなたの「いま」につながていると、
わたしたちは考えます。じぶんと家族の人生を、みず
から考え、みずから切り拓こうとするひとを、サポート
したい。カナダで生まれ、世界各地へ。125年を超える
歴史が証明する、信頼性。多彩なサービスと、時代を
捉える先進性で、いまも、未来も、いっしょに歩んでい
く。わたしたちは、マニュライフ生命です。日本での事
業拡大のため営業パーソンも募集しています。

www.manulife.co .jp

1794
総合衣料　黒田屋
（アンチエイジングWCT）

みやま市
・東京から来訪される方を九州佐賀国際空港のご利用へ案内します。
・出張は九州佐賀国際空港を利用します。

2017年・1月よりアンチエイジングコーナーを新設しま
す。より健康で、若々しく、美しくありたい貴方をサポー
トします。

1795
特定非営利活動法人　鳥栖子ども
ミュージカル

鳥栖市
社員に九州佐賀国際空港、マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

通称キッズミュージカルTOSUといいます。小学校2年
生から中学3年生の子どもを対象に、ミュージカルとい
う表現活動を通しての子どもの健全育成と地域からの
質の高い文化の発進を目的に活動を続けて14年目に
なります。卒業生の中からはミュージカル女優として
活躍したり、宝塚デビューした子もいます。

http://kmtosu.jp/

1796 有限会社　橋村住設 八女市
社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

お客様に快適な水周り空間を提供していきたいと思っ
ております

1797 ＩＭＡＲＩ株式会社 伊万里市
・出張や旅行は九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進します。
・首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 ポリウレア施行技術は日本NO.1 http://www.imari-d.com

1798 株式会社　原田鉄工 佐賀市
関東方面へは積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

創業70年の実績で安心・安全な高品質の製品を提供
します。

1799
株式会社　キーワードマーケティン
グ　九州佐賀支社

佐賀市
東京本社から九州佐賀支社、九州佐賀支社から東京本社への出張の際に
は、九州佐賀国際空港を利用するよう促します。

この度、佐賀市と進出協定を締結し、弊社初となる支
社を開設いたしました。佐賀市での雇用創出、ＩＴ人材
の育成など地方創生に力を入れて頑張ってまいりま
す。

http://www.kem.co.jp
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1800
大電株式会社　本社・久留米事業
所

久留米市
九州佐賀国際空港利用のメリットを社内掲示板でアナウンスし、出張での利
用促進を行います。

当事業所は、ＦＡロボットケーブルの専用工場として、
徹底した品質管理と独自の技術力を活かし、ロボット
ケーブル業界シェアＮｏ．１をキープしています。

http://www.dyden.co.jp/


