
2001 有限会社　太良清掃 太良町
社員旅行については、九州佐賀国際空港を使います。

浄化槽管理・清掃についてたら地域一円で信頼あつ
い会社です。

2002 ツツミポンプ圧送 太良町
社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 ポンプ圧送で地域に貢献しております。

2003 KIHARA　TOKYO 東京都
出張の際は九州佐賀国際空港を利用します！

有田・波佐見の「人」「技」を生かし、現代のライフスタ
イルに寄り添う「器」をディレクション・デザイン・販売し
ている産地商社のキハラ。そのKIHARAコレクションを
展示販売するショップ（２F）とギャラリー利用できる多
目的スペースとオフィス（３F)です。

http://e-kihara.co.jp

2004 株式会社　リノア・アコースティック 柳川市
東京への出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 快適な空間を音・映像により想像します。

2005 株式会社　KTD 佐賀市
出張での九州佐賀国際空港の利用率を３０％～５０％にします。

スポーツイベントの空手、ホントの運営を行っておりま
す。

2006 有限会社　兵庫自動車 佐賀市
レンタカーキャンペーンやリムジンタクシーの便利な点を広く知ってもらいま
す！

信用を大切にします。
(有)兵庫自動車

2007 大福丸 太良町
社員旅行で佐賀空港を使います

竹崎カニ・カキのBBQがお客様に大変喜ばれておりま
す。

2008
公益財団法人
柳川シルバー人材センター

柳川市
会員、職員関係者に対し、出張等の際は佐賀国際空港を利用することを積極
的に推進します。

皆様方の知識や経験を活かし、活力ある地域社会づ
くりのためお力をお貸し下さい。多くの仲間が皆様の
ご入会をお待ちしております。

2009 天龍製鋸株式会社　大牟田工場 大牟田市
関東圏の航空機利用の際は、九州佐賀国際空港利用を推進します。

私たちの歴史は、日本の「鋸」の歴史です。2017年に
大牟田工場を新設し、工業用丸鋸を製造しておりま
す。独自に開拓した最新の製造機械設備のもと、新た
な被削材と高度化するユーザーニーズにお応えする
製品を開発しています。

https://www.tenryu-saw.com/ja/

2010 有限会社　大生海事工業 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すすめます。

港湾土木において働きがいのある職場作りを目指し
ています。

2011 有限会社　大伸工業 神埼市
社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めるとともに、マイエアポートクラブへの
入会を推奨します。

当社は、住宅のリフォームから商業施設、公共事業の
補修工事に至るまで、幅広いニーズに対応いたしま
す。

2012
三菱地所・サイモン株式会社
鳥栖プレミアム・アウトレット

鳥栖市
東京本社への出張時には、リムジンタクシーや佐賀空港を積極的に利用しま
す。

国内外の有名ブランド約150店舗がそろう九州最大の
アウトレットセンターです。さわやかな空気と明るい陽
光が似合うカリフォルニア州南部の美しい街をイメー
ジした、スパニッシュ・コロニアルスタイルの施設内
で、１日中アウトレットショッピングをお楽しみいただけ
ます。

https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/

2013
株式会社　ピックルスコーポレー
ション西日本　佐賀工場

みやき町

・関東出張の際には、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・グループ内事業所において関東方面からの出張者には、九州佐賀国際空港
を利用するよう案内します。
・関東方面からのご来訪者様へは九州佐賀国際空港を利用頂くようご案内し
ます。

当事業所は九州産野菜を積極的に使用した浅漬け、
キムチ、総菜を製造しています。 https://www.pickles.co.jp/

2014 茶心の宿　和楽園 嬉野市
・国内外のお客様へ積極的に『九州佐賀国際空港』のご利用をご案内します。
・社員の出張・旅行時の『九州佐賀国際空港』の利用を推進いたします。

嬉野川沿いに建つ、落ち着いた佇まいの特産のうれ
しの茶をテーマにした和風旅館。
本館客室からは、嬉野温泉街を眺めることができ、
「山茶亭」の客室には、露天風呂付客室が７室あり、
内２室（和室１室、和洋室１室）はユニバーサルデザイ
ンルームで源泉かけ流しの温泉を楽しめます。

http://www.warakuen.co.jp

2015 日本漁船保険組合佐賀県支所 佐賀市

・役職員の東京出張は、積極的に佐賀空港を利用します。
・東京方面から来訪される方へ、積極的に佐賀空港利用をご案内します。
・プライベート利用に関しても、各関係者へ積極的に佐賀空港利用をご案内し
ます。

全国４５の漁船保険組合とぎょせん保険中央会は、平
成２９年４月１日に組織統合し、「日本漁船保険組合」
となりました。佐賀県支所として、これまで以上に「漁
業者のための相互保険」として取り組んでまいりま
す。

2016
さが県産品流通デザイン公社　東
京オフィス

東京都
九州佐賀国際空港の利用率を継続して100%をキープします！ 県産品のPRや販拡を行っています！

2017
ウメザキシートメタル株式会社　大
川工場

大川市
九州佐賀国際空港を積極的に利用します

みなさんの生活において電気エネルギーは欠かせな
い存在だと思います。私たちは電気を扱う制御BOXを
制作する会社であり、世界各国の電気エネルギーを
生む場所において自社製品が使用され、社会貢献に
順次しております。
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2018 株式会社　音成印刷 小城市
・東京出張において、九州佐賀国際空港の利用１００％を目標にします。
・社員への九州佐賀国際空港への利用を推進します。

情報発信のお役立ちをご提案します。

2019
特定非営利活動法人　みんなの森
プロジェクト

佐賀市
・首都圏への出張は、原則として九州佐賀国際空港を利用します。
・職員や来訪者の方に、九州佐賀国際空港の利用を推進します。

森や自然にかかわる体験を通して、多くの人に森の魅
力を伝えていくため、「森に親しむ」「森を活用する」の
３つテーマに掲げ取り組んでいます。

2020 ギャラリーフジヤマ株式会社 佐賀市
・私用、社用にかかわらず、佐賀空港を利用します。 有田焼「青花」の専門店をしています。

2021 一般財団法人スマイルアース 佐賀市
・「21世紀県民の森」来訪者に、お得で便利な九州佐賀国際空港の利用を勧
めます。

レストラン、バーベキュー場、スワンボート、レンタル自
転車等、楽しい一日と豊かな自然を満喫しにおいでく
ださい。

2022 ハイネスホテル久留米 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。

西鉄久留米駅すぐ目の前の当ホテルは、久留米市の
中心に位置するシティホテル。抜群のアクセス環境を
誇ります。ウェディング、宴会でもあらゆるシーンでお
客様をお待ちいたしております。

2023 ヒリュー装美（株）筑後支店 大川市
九州佐賀国際空港を必ず利用します。 イベントの事なら、おまかせください。

2024 株式会社博報堂　九州支社 福岡市
首都圏から佐賀方面への来訪者の方に、佐賀空港の利用を勧めます。

2025 協同組合福岡・大川家具工業会 大川市
・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。
・首都圏からの来館者へ、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

組合員１３５社の組合です。
年４回開催する展示会を主に事業としております。
展示会におきましては、全国及び海外からのお客様
の来場もあります。

2026
株式会社アスカインデックス　九州
テクニカルセンター

大牟田市
社員の佐賀空港利用を積極的に推進します。

大牟田を拠点に中古産業気化器の買取販売とクリー
ンルーム設計施工を行っています。

2027 精密舎株式会社 佐賀市
出張では積極的に九州佐賀国際空港を利用します。 技術で奉仕し技術で伸びる。

http://seimitsusha.co.jp

2028 ユニオンFBC　株式会社 大牟田市
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

特殊切削工具の設計・製造を行っています。
また、工作機械部品の加工もしております。 http://union-fbc.jp/

2029 株式会社　副島金物 佐賀市
出張での佐賀空港の利用を８０％以上にします。
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。

明治初年に鍛冶屋を始め、はさみ・鉄格子等を制作
販売していました。現在は、建築金物・住宅機器など、
建築関係材料の販売・施工を致しています。

2030 にしかわ整形外科クリニック 小城市
社員旅行には九州佐賀国際空港を利用します。 全ては患者さんと利用者さんの笑顔のために

2031 特定医療法人樟風会　はなの木 佐賀市
・外部研修会参加等時は、佐賀空港を利用します。
・法人内事業所の職員へも佐賀空港の利用を勧めます。

精神障害者の社会復帰や自立の推進を目指し、生活
の場を提供するとともに利用者が社会生活を営むこと
が出来るよう相談や日常生活上の援助を行うことを目
的とした障害福祉サービス事業所です。
『はなの木』では、利用者一人ひとりが、地域の中で自
分らしい生活を送られるようにお手伝いします。

htps://shoufuukai.or.jp/hananoki

2032 株式会社KMTec 佐賀市
佐賀空港から利用できる空港への出張に関しては優先して佐賀空港を利用
いたします。

省エネ照明・完成品の開発・製造・販売を手掛けてお
ります。
お客様のニーズに応じた商品を提供できる開発を目
指して取り組んでいきます。

http://www.kmtec.jp

2033 大牟田電子工業株式会社 大牟田市
出張で九州佐賀国際空港の利用率をUPします。 Q・C・D・+Sを中心に日々活動しています。

www.omutadenshi.co.jp/

2034 SMBC日興証券 佐賀市
・出張の際に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・社員も旅行等の際に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

「2018年、SMBC日興証券は、おかげさまで操業100周
年を迎えました。」

2035 株式会社　宝山工業 伊万里市
出張の際には、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

プラント製缶制作事業、環境事業を展開しておりま
す。努力は必ず結果に出るので成長と自信に繋がり
ます。上司や先輩がしっかりとサポートしアドバイスし
てくれるので、新人の頃から自分の考えを現場で活か
して活躍できる会社です。

http://houzan.1994.com/
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2036 有限会社　生松工芸 大川市
東京への出張は近くて便利な九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

家庭用の家具から、ホテル、病院などの業務用家具
まで幅広く製造しています。 http://seisyokogei.net

2037
一般社団法人　佐賀県子ども会連
合会

佐賀市
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を高める
・事業活動（国際交流）に利用する

佐賀県下の市町こども会及び子どもクラブの相互の
交流促進を主に、国際交流の支援などの活動を行う。

2038 タツミ電材株式会社 佐賀市
社員の佐賀空港利用への積極的推進
それに伴う、知人や仕事関係者への佐賀空港利用のPR活動

佐賀市、武雄市、唐津市の３拠点で、佐賀県下の電
気工事店様を中心に電気・設備等の部材の供給及び
ご提案をし、住みごこちの良い地域発展に貢献してい
きます。

2039 堤紙業株式会社 佐賀市
九州佐賀国際空港の魅力を多くの方に伝えます。
社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

一般商業印刷用紙、封筒、コピー用紙、文具、家庭
紙、ポリ製品、特殊素材を用いた紙や、絵手紙用和
紙、書道半紙など扱っています。紙の魅力と価値を発
信していきます。

2040 STUDIO凛 武雄市

出張その他、関東方面へは九州佐賀国際空港を利用致します。
知人・友人・弊社へのお客様にも九州佐賀国際空港の利用をおすすめしま
す。

「想いをかたちに」をテーマにレーザー加工とサンドブ
ラスト加工を使って気持ちも一緒に届けます。
オリジナル・ノベルティ商品もお任せください。

https://takeostudiorin.jimdo.com

2041 佐賀市管工事協同組合 佐賀市
職員旅行で九州佐賀国際空港を利用します ライフラインとなる水を守る

2042 片岡電機工業有限会社 佐賀市
社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

愛言葉は　俺たちが　私たちが一人のおじいちゃん、
おばあちゃん、お父さん、お母さんとして守るんだ。子
供たちの笑顔を守るんだ。それが片岡電気工業の愛
言葉。

2043 大川中央ライオンズクラブ 大川市
九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 地域に密着した奉仕活動を行っております。

2044 株式会社インフォネット 東京都
・出張・社員旅行時に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・社員および家族にも、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

大手企業、官公庁自治体を中心に。完全自社スタッフ
によるWEBデザイン・CMS・AIを活用したサイト構築を
行っているIT企業です。東京本社、福井支社、佐賀支
社の３拠点があり、佐賀支社ではWEB制作・システム
開発・AI開発などの開発業務を行っています。

http://www.e-infonet.jp

2045
医療法人社団　栄寿会　訪問看護
ステーション　スマイル

江北町 東京方面から来訪される方へ、九州佐賀国際空港の積極的な案内をします。

・質の高い医療の提供・地域の人たちから愛される信
頼
・小児科（通常診療・病児保育・レスパイトケア）の専
門性を生かした医療の提供など

2046 有限会社　成清板金工業 柳川市 社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

福岡県知事建設業許可登録　屋根工事業　板金工事
業
福岡板金工業組合に属し安心　安全責任施行保証制
度発行店

http://www.e-infonet.jp

2047 九州エレクトロン株式会社 柳川市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

車載用デバイスの信頼性試験のバーイン基盤設計製
作及びメンテナンスパワーデバイスの信頼性試験の
受託事業
半導体関連装置に画像検査機能を加え納入

2048
佐賀県農業協同組合
みどり地区中央支所

大町町 JA職員及び組合員組織に対し、九州佐賀国際空港の利用を推奨する。
共存同業
農業と地域社会に根ざした組織として頑張ります。

2049 スマイルホテル福岡大川 大川市
・出張時には、近くて便利な九州佐賀国際空港を利用します。
・取引先関係者にも、積極的に利用を促します。

２０１８年５月１日にリグランドオープン！！
九州佐賀国際空港への利用も便利で、充実した設
備・アメニティーで安心・安全・快適をご提供いたしま
す。

2050 五光工業株式会社　和光会 佐賀市 社員のプライベートにも九州佐賀国際空港の積極利用を勧めます。 五光工業株式会社の社員で構成する親睦団体です。 http://goko-steel.jp/

2051 佐賀星生学園 佐賀市
・東京出張は九州佐賀国際空港利用100％を目指します。
・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。

本校の教育はソリューション・フォーカスド・アプローチ
やブリーフセラピーに基づき、望ましい未来や解決の
姿を当事者の中から探し出し、支援していくことを方針
としております。個々が社会への自立を目指す上で、
個人の自立がまず先に立ちます。不登校や発達障害
を抱え、困難を感じてきた子ども達が自らの解決に向
き合い、自立する力を身に着けていく過程をご覧頂け
るよう、いつでも見学を受け入れております。

https://www.hosso.ed.jp/

2052 木村情報技術株式会社 佐賀市
・毎年の新人研修の移動には、九州佐賀国際空港を利用いたします。
・社員へ九州佐賀国際空港の情報を提供します。

2005年の創業以来、医療分野を中心としたWeb講演
会運営・配信サービスのパイオニアとして、地方医師
への新薬情報の円滑な提供等行ってまいりました。
2016年4月からは、人工知能ビジネスへ本格参入。
2016年11月には、AIお問い合わせシステム「AI-Q」
（アイキュー）を発売開始しました。IBM Watsonをはじ
め様々なテクノロジーを組み合わせ、お客様の課題解
決に最適なAIシステムをご提案します。

https://www.k-idea.jp/
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2053 八女筑後看護専門学校 八女市 出張・旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

教育理念”大きい声は耳に聞こえ、小さき声はこころ
にきこえる”の基、こころを大切にできる看護者の育成
と、看護職として必要な知識、技術を習得し、個人や
家族、この地域社会特有の健康問題に対応できる准
看護師、看護師の要請を目指している専門学校です。

http://www.yachikukan.jp

2054 英霊にこたえる会佐賀県本部 佐賀市
東京出張時は、九州佐賀国際空港を必ず利用します。また、東京からの来訪
者には九州佐賀国際空港の利用を案内します。

先の大戦で戦没した英霊を顕彰する活動

2055 株式会社アトム精密 荒尾市
国内及び海外出張時には、九州佐賀国際空港を積極的に利用したいと思い
ます。

「No」と言わない「ものづくり」をモットーに事業活動に
取り組んでおり業界を問わず、半導体から食品まで幅
広くお客様のニーズに対応しています。

2056 武藤株式会社 佐賀市 出張での佐賀空港の利用率95％を目指します。
2017年にできた新しい会社です。お客様の声に耳を
傾け、貢献できるよう努力して参ります。

2057 有限会社　天山環境開発工業 小城市
出張では九州佐賀国際空港を利用する。
社員や家族にも九州佐賀国際空港を推進する。

人と自然に快適な環境を作る企業を目指して活動し
ています。

http://www.tenzankyo.com/main/

2058 有限会社　伊万里商会 伊万里市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
伊万里焼の販売をとおして、日本の文化を国内外に
ひろめていく

www.imaritouen.co.jp

2059 有限会社　九州住機 佐賀市 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。
住宅用から業務用機器の販売施工メンテナンスを
行っています。

http://www.9syu-10ki.jp/

2060
株式会社福岡九州クボタ大和営業
所

柳川市 出張等の際は九州佐賀国際空港を利用します。 お客様と共に日本農業の未来に貢献します。

2061 竹下産業株式会社 柳川市 九州佐賀国際空港を利用します。

弊社は自動化機器、省力化機器の製造販売を行う
メーカーです。
主力製品である全自動乾海苔製造装置「トライス
ター」は国内50％以上のシェアを誇ります。

http://www.takeshita-ind.co.jp

2062 中央タクシー株式会社 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。

2018年は明治維新から150年ということで、佐賀の魅
力満載の幕末維新記念館等の観光が注目を集めて
います。他にも見どころが沢山あります！！タクシー
観光は中央タクシーにお任せください。

http://www.chuoutaxi.co.jp/

2063 株式会社　石橋建築事務所 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。
・社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

建築の企画・設計・管理業務を通して地域社会の発展
に寄与することが目的の事務所です。

http://www.isbaa.co.jp

2064 株式会社アラキテック 柳川市 東京へ出張の際には九州佐賀国際空港を利用します。
創業51年。自動車、樹脂、半導体メーカー等の生産現
場で活躍する様々な機械を製造しています。

2065 タイロン株式会社　大牟田工場 大牟田市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
社訓「一人前、一流、一番」
大宝グループの中で自社ブランドの製品を扱っていま
す。

2066 長崎県陶磁器卸商業協同組合 長崎県 組合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。 「長崎県波佐見焼」をよろしくお願い致します。

2067 有限会社　嬉乃すし 佐賀市
私たち嬉乃すしは、佐賀の飲食店、寿司店のリーディングカンパニーとして、
佐賀のために、九州佐賀国際空港を利用いたします。

九州の美味しいものを楽しく安心して食べていただき
たいという思いから地元佐賀、九州の食材の質にこだ
わって「美味しい」を集めました。接待、ご宴会、ご法
事、寿ぎの会の大切な空間をお手伝いさせていただ
きます。

2068 株式会社　アクティオ 筑後市 出張時は、九州佐賀国際空港の利用を推進していきます。

現在は、国内No.1、世界No3の会社です。

商品ラインナップは豊富に取り揃えていますので、
建設に関わる機材レンタルは、当社にお任せくださ
い。

https://www.aktio.co.jp/

2070
コトブキテクレックス株式会社　佐賀
工場

佐賀市
コトブキ佐賀の稼働率をアップさせ、九州佐賀国際空港を利用して全国への
営業活動を展開します。

本社所在地が川崎市の会社ですが、1961年より佐賀
市諸富町でタンク製作、現場工事などを施工する鉄工
所です。機動力、動員力、仕事の正確さがコトブキ佐
賀の武器です。

http://www.kotobuki-techrex.co.jp/index.html

2071
コトブキテクレックス株式会社
千葉本社工場

千葉県
コトブキ佐賀の稼働率をアップさせ、九州佐賀国際空港を起点に九州への営
業活動を積極展開します。

1961年より佐賀市諸富町でタンク製作、現場工事など
を施工する鉄工所です。本社所在地が川崎市の親佐
賀企業です。

http://www.kotobuki-techrex.co.jp/index.html

2072 有限会社　森鉄工所 柳川市 大いに九州佐賀国際空港を使用します。
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2073 青木株式会社　九州営業所 みやき町 所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。

AOKIは創業以来、技術・ノウハウの蓄積に努め、時代
のニーズを的確に把握して常に最新鋭の設備・機器
の納入にお応えしてきました。現在では企画・製作か
ら輸出入にわたる広範囲な機能を発揮し、総合システ
ムコンダクターとして、各産業界のみなさまから多大な
評価をいただいております。

2074 有限会社　オダ薬局 鹿島市 東京への研修会には100％九州佐賀国際空港を利用します。 保健調剤と滋養強壮剤をメインに営業しています。

2075 三池プラント株式会社 大牟田市
関東圏の航空機利用の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
社員のプライベート旅行での九州佐賀国際空港利用を推奨します。

1918年三井化学大牟田工場で硫安荷造業務から営
業を開始。お蔭様で操業100年を迎えることが出来ま
した。今後も三池産工グループ会社として、安全第一
に、無事故・無災害に努めてまいります。

2076 圓佛産業株式会社 大牟田市 首都圏出張時の九州佐賀国際空港利用率を０％から５０％以上にします。

1900年の創業以来、「より快適な住まいづくりをお手
伝いする」企業として、家??に関する木材・建材・住宅
設備機器などの建築資材を通じて地域社会に貢献し
てきました。これからも地域の皆様の快適な住まいづ
くりをお手伝いできる様に努力してまいります。

2077
大宝工業株式会社　九州カンパ
ニー　大牟田工場

大牟田市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
大宝グループ創業80周年「企業は、人なり」を基本に
経営

2078
国際医療福祉大学福岡保健医療
学部

大川市
首都圏方面の出張は九州佐賀国際空港を推進します。
首都圏からの来訪者には九州佐賀国際空港を勧奨します。
学生の帰省、旅行にも、九州佐賀国際空港を利用するように勧奨します。

医療福祉の多彩なエキスパートを育てる国際医療福
祉大学

2079 一般社団法人 大川三潴医師会 大川市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します

2080 株式会社　アビックス 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。
出張時には、九州佐賀国際空港の利用を推進していきます。

家具、什器、内外装、リフォームのことなら実績・安全
のアビックスへおまかせください。

http://www.vix-jp.com

2081 有限会社　大地住建 小城市 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。
三日月町、小城町内で経験豊かな不動産会社です。
お気軽に相談下さい。

2082 長春青磁陶窯 伊万里市 九州佐賀国際空港を今まで以上に使わせていただきます。
大川内山で算出する青磁鉱のみで釉薬を作り化学物
質を使用せずなべしま政治を焼造して折ます。

2083 大久保電機株式会社 鹿島市

・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。
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
・個人旅行も含め、北京や台北方面へは九州佐賀国際空港の利用を80%以上
にします。

優れた電気技術を持った良心的な電気工事の会社と
して地域に根差し、積極的に社会貢献しております。
特に、道路照明、トンネル照明工事には経験豊富な技
術を持っています。高い品質はもちろん、安全な施工
に邁進しております。

2084 塩山食品株式会社 南関町 出張・研修等で積極的に利用致します

昔から地域に根差して「南関あげ」づくりを続けていま
す。その経験の中で、美味しい南関あげの製法を確
立し、独特の触感と味わいのある南関あげをご提供し
ています。

http://www.shioyamasyokuhin.co.jp/

2085 はやしだ耳鼻咽喉科 小城市 出張の際は九州佐賀国際空港を利用します。
地域に密着している耳鼻科です。
地域のかかりつけ医を目指しています。

2086 株式会社　親和テクノ佐賀支店 佐賀市 身近で便利な九州佐賀国際空港を積極的に利用します！

弊社は建設コンサルタント事業から施工までを行う総
合建設業者です。「防災、環境保全、維持補修」の事
業を通じて安全で快適な社会環境づくりに貢献してま
いります。

http://www.shinwa-techno.co.jp/

2087 株式会社　サカイ工芸 大川市 九州佐賀国際空港を出来る限り利用します。

2088 株式会社　近藤産業 佐賀市
・首都圏への出張には、原則として九州佐賀国際空港を利用します。
・社員のプライベート利用についても積極的に利用促進します。
・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。

2089 株式会社　トクラ福岡支店 大木町 九州佐賀国際空港を利用致します。 to-okamoto@tatami-tokura.co.jp

2090 株式会社　アイズコーポレーション 大木町
九州佐賀国際空港を活用します。
九州佐賀国際空港利用率を１５％から５０％に増加します。

四季を楽しみ、暮らしを彩るインテリアをネットワークを
通じて、お客様に快適な生活と笑顔をお届けします。

http://www.ikehikoshop.jp/

2091 三池産工株式会社 大牟田市
・関東圏への出張は九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・プライベートでの航空機利用者へもPRを行います。

1918年三井化学大牟田工場で硫安荷造業務から営
業を開始。お蔭様で創業100年を迎えることが出来ま
した。今後も三池産工グループ会社一丸となって無事
故・無災害に努めてまいります。
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2092 ホテルAZ　福岡大川店 大川市

首都圏からのお客様には積極的に九州佐賀国際空港のご利用をお勧めし、リ
ムジンタクシーなどのお得な情報も併せてお伝えしていきます。また、お客様
との会話の中で、上海、ソウル、台北など国際線についてもお知らせしていき
ます。

全国に78店舗を展開するAZホテルチェーンの一つで
す。木工の街として有名な大川市ののどかな地帯に
立地し、静かにお過ごし頂けます。また客室91室に対
して無料駐車場が91台分と充実しており、ビジネス、
観光、お里帰りなど、様々なお客様にご愛顧頂いてお
ります。

http://www.az-hotels.com/okawa/

2093 肥前佐嘉　角屋 東京都 生活に欠かせない九州佐賀国際空港利用、月１回を目標とします。

肥前佐嘉の食文化を愛でていただけるよう日々探求
しています。
取扱い商品：味噌、醤油、だし醤油など佐賀の素材を
いかしております。

http://hizensaga-sumiya.jp

2094 株式会社　春日電機 佐賀市
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を３０％から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。

トラックの電装整備を得意とし、スピーディーな対応を
常に心掛けてます。

http://www.kasugadenki.com/

2095 株式会社　福田製パン 佐賀市 出張での九州佐賀国際空港の利用率を３０％～４０％にします。
創業１９６６年　学校給食を中心にパン業　なないろぱ
んや店舗

2096 特定医療法人樟風会　くすの風 佐賀市
・東京での研修時には九州佐賀国際空港を利用します。
・時間に余裕を持って九州佐賀国際空港に訪れ、ショップやレストランも利用し
ます。

病気や障害を抱えた方が、いきいきと自分らしくご家
庭や地域で生活が送れるように自宅へ出向き、利用
者さんやご家族が困っている事や悩み事の相談相手
として支援を行っています。

https://shoufuukai.or.jp/kusunokaze

2097 株式会社　クリエイト 鳥栖市
・国際線は九州佐賀国際空港を利用します。
・国内線の利用も増やします。

循環型農業を目指し、天然由来の安心安全な農業・
畜産用資材を提供します。また、健康食品で体の中か
らきれいに、押し花で自然とふれあい心から元気にな
るお手伝いをします。

http://www.flower-create.com  www.create-shop.jp

2098 協同組合佐賀県鉄構工業会 佐賀市 組合員の旅行等で、九州国際空港を利用します。 公共事業等で佐賀県に貢献しております。

2099 株式会社ライフ・エコ みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用して行きます。
ガーデニング資材を中心にネット販売をしています。
特に植木鉢の品揃えでは日本一を自負しています。
現在、中国・米国等への越境ECへの参入を検討中。

www.life-eco.jp

2100 株式会社　小野原製茶問屋 嬉野市 首都圏から来訪されたお客様へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
恵まれた自然に育まれた茶葉を風味豊かな嬉野茶に
仕上げております。


