
701 肥前通運(株) 武雄市
・出張では、できる限り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。

「安全第一」に「環境」に配慮した輸送を行っておりま
す。ドコモショップ事業も行っており、地域に根ざした
愛される会社を目指しております。

http://www.hizen.jp/

702 岩永建設(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。

一般建設業（住宅店舗、古民家等）

703 (株)ヨネクラ 鹿島市

・有明佐賀空港の利用率を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。
・取引業者に有明佐賀空港を利用する様PRします。

国産車、会社の部品卸業

704 (株)マルミツサンヨー 八女市
「出張利用　現在0%を30%に」を目指します。

国産原料にこだわった果実の缶詰やゼリーを作って
います。 http://www.marumitsu-sanyo.co.jp/

705 瀬頭酒造(株) 嬉野市
今は利用していませんが、これからは利用したいと思っています。社員の方に
も進めてまいります。

日本酒一筋

706 (株)エルブリッジ 佐賀市
東京の知人に佐賀空港を紹介します。

707 (有)馬場ボディー 神埼市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
社員にマイエアポートクラブへの入会を推奨します。

年中無休でレッカー業を行っています。

708 一般社団法人鹿島市観光協会 鹿島市
・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から50％にします。
・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

鹿島市の観光推進とPRを行っております。
http://www.kashima-kankou.com/

709 (株)ミサワホーム佐賀 佐賀市
現在の80％利用率を更に高めるべく努力いたします。 建設業、不動産業

http://www.330-saga.co.jp/

710 佐賀県教科書(株) 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。 教科書販売

http://www.sagakyo.co.jp/

711 (株)福岡商店 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。

「先見・誠実・努力」を社是とし、ふるさとの豊かなくらし
のお手伝いをいたします。 http://www.fuku-st.co.jp/

712 (株)マキノ　九州事業部 鹿島市
東京出張の有明佐賀空港の利用率を50％にします。

マキノは、「粉と水」の技術により、地球環境に貢献し
ています。 http://www.makino-co.co.jp

713 (株)井上企画 大川市
出張での有明佐賀空港の利用率50％から80％に増加します。

総合木材販売・加工を取り扱っています。（家具・建築
資材、集成材、天板、注文テーブル製造 等取扱）

714 (株)ムーンスター 佐賀工場 佐賀市
社員に、佐賀空港の利用及び、マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

それぞれの人が、それぞれのシーンで、快適に安心し
て履ける靴を提供したい。その為には、歩きに対する
あくなき探究心が必要だと考えています。当社は、こ
の姿勢を出発点として、常に技術に挑み、柔軟な発想
で新しい製品を創り出し、お客様に確実にお届けして
います。

715 ツインスター労働組合 佐賀市
佐賀空港利用率の向上と組合員の佐賀空港利用を推進します。

・ムーンスターの革靴製造会社
・それぞれの人が、それぞれのシーンで、快適に安心
して履ける靴を提供する為の製造会社

716 井手食品(有) 吉野ヶ里町
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

明治より吉野ヶ里の地にて、醤油味噌の製造販売を
営んでおります。変わらぬ味を守りつつ、新しい商品
開発にも取り組んでおります。

http://www.ideman.jp/

717 柳川商工会議所 柳川市
出張で有明佐賀空港を利用します。

商工会議所は、商工業を営まれる方々の経営に関す
るお手伝いはもちろん、会員の皆様の声をまとめ、行
政等に活発な意見・要望活動を行ない、会員の皆様
が活動しやすい環境づくりに取り組んでいます。

http://www.yanagawa-cci.or.jp/

718 (株)古賀建設工業所 柳川市

・出張での有明佐賀空港利用率50％～80％を目指し、社員にマイエアポート
クラブへの入会を推奨します。
・有明佐賀空港夜間貨物便を利用します。

当社は、官公庁主体の土木を中心に安定した将来性
のある特定建設業です。

719 第一製網(株) 荒尾市
私たちは有明佐賀空港を積極的に利用します！

網の総合メーカーです。
（海苔網・建設用安全ネット・ゴルフネット） http://www.seimo.co.jp/
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722 九州ひぜん信用金庫 武雄市
・出張の際は、有明佐賀空港の利用をさらに推進します。
・職員への有明佐賀空港の利用を勧めます。

「ひぜしん」は将来を見ています。
常に地域社会と共に明るい未来に向かって歩んでい
きます。

http://www.hizeshin.co.jp/

723 三井化学労働組合　大牟田支部 大牟田市
佐賀空港を積極的に利用します。

724 大川商工会議所 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。
・職員及びその家族に佐賀空港の利用を促進します。

税務、金融、労務、経営相談など事業を行う上でご相
談がありましたら、お気軽にご相談ください。

725 みやま市商工会瀬高本所 みやま市
職員の出張で有明佐賀空港を利用します。 地域活性化の為頑張っています。

726 大木町商工会 大木町
会員事業所に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

商工会では、「行きます。聞きます。提案します。」を
モットーに、会員企業の経営上の問題点の把握や情
報提供・収集に努め、経営改善のため積極的な巡回
訪問等を通じ取組んで参ります。

http://oki-shoko.net/

727 ホテルマリターレ創世 佐賀市
私たちは、佐賀空港を応援します!!

イタリアルネッサンス期と現代建築が融合したホテル
です。 http://www.hotelsousei.jp/

728 (株)KGフローテクノ 武雄市
有明佐賀空港を出張で使います。

建設機械の設計・製造・販売で社会に貢献していま
す。

729 情報労連　佐賀県協議会 佐賀市
出張、旅行には、有明佐賀空港を利用します。

情報労連は、約224組合、約22万人が参加し雇用の
安定・安心して働ける職場の創造・セーフティネットの
実現を目指しています。

730
NTT労組退職者の会　佐賀県支部
協議会

佐賀市
◇出張での有明佐賀空港の利用率を60％から90％にします。
◇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。

　NTT労組退職者の会です。会員相互の親睦を図り、
福祉の増進・生活の向上を図ることを目的としていま
す。

731 医療法人聖医会　藤川病院 佐賀市
佐賀空港利用率を今後も90％以上維持と
職員に佐賀空港の利用を推進します。

佐賀市の中心部の県庁前に位置し、59年の歴史を持
つ整形外科を中心に脳神経外科・リハビリテーション
科・内科の病院です。24時間体制で救急医療を行な
い、地域に愛される病院として、また、地域の皆様に
貢献できるように頑張っています。

http://www.fujikawa-hospital.com/

732 (有)川崎運送 鹿島市
1. 社員旅行で有明佐賀空港を利用するプランを作成します。
2. 東京出張の際は、佐賀空港を利用します。

一般貨物輸送を行っています。

733 野中蒲鉾(株) 佐賀市
・佐賀空港を今まで以上に利用します。
・家族、社員も有明佐賀空港を利用します。

玄界灘と有明海に面した佐賀の地で大正13年より職
人が心をこめてつくりつづけた、伝統の味をおためしく
ださい。

734 (株)カシマ美装 鹿島市
1. 佐賀空港をゼロから50％利用で頑張ります。
2. 研修旅行等の東京行きには佐賀空港を利用します。

㈱カシマ美装は、ビルの日常・定期清掃は、もちろん、
一般家庭のお掃除も承っております。キレイにするこ
とはもちろんのこと、私たちはその先にあるお客様の
「きれいになってスッキリした」という心が晴れやかな
状態を創出することに情熱とやりがいを感じて日々精
進しております。お客様の為に価値を生み出す快適
環境創造企業として、確かなサービスを提供いたしま
す。

737
全日本運輸産業労働組合佐賀県
連合会

佐賀市
組合員へ有明佐賀空港の利用促進を進めます。

トラック運輸をはじめとする輸送分野で働く仲間が結
集する産業別の労働組合です。

738 (株)飛鳥工房 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を100％にします。

手づくりの木のおもちゃを作っています。自然と料を
使っているのでお子さんがなめても安心です。 http;//www.asukakoubou.com/

739 (株)荻島組 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。

顧客の要望に応え信頼ある施工。
安全に正しく確実な施工。

740 多久観光バス(株) 多久市
・ 出張の場合、社員旅行など佐賀空港を利用します。
・ 友人、知人にも佐賀空港利用をすすめます。

一般貸切事業
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741 タカタ九州(株) 多久市
来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。 安全を作る会社です。

742 (株)ヒラカワ 柳川市
・出張での有明佐賀空港の利用率を40％から80％にします。
・首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

暮らしの中でお困りごと、ご不便、ご不満、何でも相談
を受け、皆様の健康づくり、し http://www.reform-hirakawa.com/

743 連合福岡南筑後地域協議会 大牟田市
佐賀空港を積極的に利用するとともに、構成組織に対しても利用を促します。

「連合」は労働組合のナショナルセンターです。
すべての働く人たちのために雇用とくらしを守る取り組
みを進めています。職域で問題はありませんか？一
人で悩まずにご相談ください。　フリーダイヤル0120-
154-052（いこうよ　－　れんごうに）

http://www.rengo-fukuoka.jp/

744 (株)村岡屋 佐賀市
出張等は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

佐賀を代表するお菓子、さが錦・小城羊羹・鍋島さま・
丸ぼうろ等の製造販売を営んでいる企業です。特に佐
賀の伝統芸術（織物）佐賀錦をイメージしたお菓子「さ
が錦」はモンドセレクション 高金賞4年連続受賞した
商品です。

http://www.muraokaya.co.jp/

745 佐賀鉄工所労働組合 佐賀市
佐賀空港の利用率を50％から70％にします。 佐賀鉄工所の労働組合です。

747 アパホテル　佐賀駅前中央 佐賀市
・アパホテル＜佐賀駅前中央＞は有明佐賀空港を応援し利用します。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

JR佐賀駅から徒歩3分。有明佐賀空港から車で約30
分。ビジネス・観光にお勧めです。 http://www.apahotel.com/hotel/kyusyu/08_saga-ekimae-chuou/index.html

748 太良町商工会 太良町
1. 佐賀空港を利用します。
2. 会員に佐賀空港の利用を促進します。

小規模事業所の手助けを行っています。

749 太良町観光協会 太良町
1.佐賀空港を利用します。
2.会員の方々にも佐賀空港の利用を勧めます。

「“月の引力が見える町”　太良町」をキャッチコピーに
太良町への観光客の増加をめざし、日々頑張ってい
ます。

750 佐賀県神社庁 佐賀市
利用率20％を50％へあげます。

圏内神社を取り纏め、神道教化に取り組んでおりま
す。

752 都市交　佐賀交通労働組合 佐賀市

・出張は、有明佐賀空港を利用する。
・空港利用のお客様に親切な応対をします。
・利用率の向上に努めます。

佐賀市営バス
・安心、安全、快適に運行します。
・毎週水曜日のノーマイカーデ割引サービスをはじめ
お客様が乗りやすいサービスを取り組んでます。

753
サガシティホテル （(株)ドリーム・
キッチン）

佐賀市
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、社員旅行や出
張の際は有明佐賀空港を利用します。

～あったかい街で評判の人情宿～
JR佐賀駅－徒歩3分。
大浴場、サウナ完備。
さらに朝食バイキング、駐車場無料。
食事処も本格玄海灘の活魚を取り揃えたおさかな天
国。
佐賀県産のこだわりの麦を使用した自慢の手打ち麺
が味わえる麦キッチン。

http://www.sagacity.jp/

754 大町町商工会 大町町
商工会、会員、職員、佐賀空港を利用させていただきます。

755 小城商工会議所 小城市
・佐賀空港を50％から80％にアップします。
・職員、家族は佐賀空港を利用するようにします。

756 多久市商工会 多久市
会員、職員の佐賀空港利用を推奨します。

757 多久市観光協会 多久市
佐賀空港を利用し、来訪者にも推奨します。

多久市物産館にて学問成就のお守りや地元生産物・
製品の展示販売をしております。

758 医療法人誠晴會 納富病院 鹿島市
学会等の出張時には、積極的に利用させて頂きます。

納富病院を母体として、太良町に介護老人保健施設
ふるさとの森を併設して、医療・介護に貢献していま
す。

759 佐賀新聞社東京支社 東京都

・ 出張、帰省（家族を含め）での有明佐賀空港利用率を50％から75％に高め
ます。
・ 首都圏からの来訪者、取引先、取材対象者らに有明佐賀空港の利用を勧め
ます。

庶務を除く営業・編集の6人が本社からの出稼ぎ組、
「佐賀」を背負って、展開しています。佐賀県勢浮揚は
佐賀新聞の目指すところでもあります。

http://www.saga-s.co.jp/
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761 (株)アクセス・ジャパン 筑後市
佐賀空港を応援します。

アクセス・ジャパングループは、フィットネス・スイミング
スクール、アウトソーシング物流、県や市の指定管理
事業、不動産事業、障害者雇用支援事業等、幅広く
事業構成しております。

http://www.accessjpn.co.jp/

762 (株)コスモエンジニアリング 武雄市
社員に佐賀空港の利用を勧めます。

764 天山酒造(株) 小城市
・蔵に来られる方に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の出張は、有明佐賀空港の利用を勧めます。

「名水と蛍の里に銘酒あり」
国の有形登録文化財の指定を受け、佐賀県遺産にも
認定された酒蔵で、皆様に美味しいお酒をお届けして
おります。

http://www.tenzan.co.jp/

765 (有)イー・ニーズ 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率80％を目指します。
・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。

「もっと輝く自分に！」をモットー
関わる人すべてが、「元気になる」、「成長できる」、「幸
せになる」会社を目指して、スタッフ一同取り組んでい
ます。

http://www.e-needs.cup.com/

766 (有)平川石材 佐賀市
東京出張時の有明佐賀空港利用100％を維持し、東京より来店のお客さまに
も有明佐賀空港の便利の良さを伝えていきます。

当社は、認定された全国優良石材店です。お墓づくり
は、安心して、当社におまかせ下さい。 http://hirakawa-sekizai.jp/

767 (株)鮎川電工 小城市
東京への出張及び社員旅行の際は、有明佐賀空港を利用します。

挨拶と掃除を何よりも優先し、信用を頂く様頑張って
おります。 http://www1.bbiq.jp/sa-kouso/seinen/jigyousyo/ayukawa.html

768 行政書士遠田事務所 小城市
出張時の佐賀空港の利用を70％から80％以上にします。 年中無休の事務所でーす　・＿・

769 いまもと歯科医院 みやま市
有明佐賀空港を利用してみたいと思います。

http://www.imamoto-shika.com/

770 久留米南部商工会 久留米市
出張での有明佐賀空港の利用を勧めます。

771 全国一般佐賀労働組合 佐賀市
加盟組合員の有明佐賀空港利用を勧めます。 1人でも加入できる労働組合です。

772 牛津芦刈商工会 小城市
1．商工関係者等は佐賀空港を利用する様に勧めます。
2．役職員等の旅については、佐賀空港を利用します。

773
公益社団法人　佐賀県シルバー人
材センター連合会

佐賀市
・有明佐賀空港の利用率を100％にアップします。
・有明佐賀空港を応援します。

774 祐徳稲荷神社 鹿島市
・佐賀空港利用率を100％にアップします。
・佐賀空港を応援します。 http://www.yutokusan.jp/

775 三光(株)　荒尾工場 荒尾市
・出張の際、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・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。

・ノーカーボン紙の顕色剤・ファックス用紙の増感剤
は、日本市場の占有率も高く、難燃剤等の特許権所
有会社。
・社会に貢献するという事で昭和34年より「三光育英
会（奨学金制度）」を実施。

776 (有)大町自動車学校 大町町
出張等の際には、佐賀空港を利用します。

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

777 鹿島機械工業(株) 鹿島市
・佐賀空港の利用アップに努めます。
・社員・家族旅行でも、佐賀空港を利用します。

お客様のカーライフの安心と安全を全力でサポートし
ます。

778 (一社)佐賀県介護福祉会 多久市
・出張時の利用については、努めて佐賀空港を利用したい。

介護福祉士の職業倫理並びに専門的知識及び技術
の向上に関する事業

780 ホテル龍登園 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。

自然の中で、やすらぎのひととき　こよいの宿　佐賀川
上峡温泉　龍登園 http://www.ryutouen.co.jp/



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

781 ライフスタイル医科学研究所 佐賀市
首都圏への出張・旅行での有明佐賀空港利用率を80%から90％に増やしま
す。

予防医学の視点から生活習慣病等の治療と健康づく
りをサポートするメディカルコンディショニング施設で
す。

http://ilms-saga.jp/

782 (株)福岡サンレイクゴルフ倶楽部 みやま市
お客様、社員に有明佐賀空港の利用を勧めます！

佐賀空港からお車で約45分に位置するゴルフ場で
す。冬は北風をうけず積雪も少なく、夏は有明海から
の涼しい風が吹く、自然に恵まれた美しい眺望のゴル
フ場です。

http://www.sunlake.jp/

783 モリタインテリア工業(株) 大木町
出張での有明佐賀空港の利用率を50％から80％にします。

自然に囲まれたオシャレなたたずまいのショールーム
には、専属プランナーが手がけた家具がたくさん並ん
でいます。新築・家具の買い替えなどをお考えの方は
是非一度お立ち寄りください。

http://www.moritanet.com/

784 清力酒造(株) 大川市
佐賀空港の利用を50％から80％にします。

創業130年の伝統ある蔵元です。清酒・焼酎以外に
も、米・麹・水だけで一切の添加物を使用しない甘酒
や良質の酒粕で造る奈良漬も好評です。

785 (株)花園モータース 大牟田市
仕事もプライベートも積極的に佐賀空港を利用します。

新車・中古車販売から車検・整備・板金まで、車のこと
なら何でもモットーにお客様のトータルカーライフをサ
ポート。創業63年の安心と信頼の自動車総合商社で
す。お気軽にお越し下さい。

http://www.autogarden.co.jp/

786 (財)武雄市観光協会 武雄市
お客様に有明佐賀空港を紹介します。 武雄温泉におみえになりませんか

http://www.takeo-kk.net/

787 (株)有明海苔 柳川市
出張の際に使ってみたいと思います。東京営業所にも利用を勧めたいと思い
ます。

種付から生産加工まで　乾のり・味付のり・焼のりの旨
いのり作りをめざしています。 http://www.ariake-nori.com/

788 (株)ヤマサキ 大牟田市

1．出張での有明佐賀空港の利用率を5％から20％にします。
1．首都圏からの来訪者に有明佐賀空港を積極的にご案内します。
1．社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

製鉄所において溶鉱炉やコークス炉に代表される
「炉」というものをつくる仕事をしています。
また、九州では、玉名カントリークラブと浮羽カントリー
クラブの2つのゴルフ場も経営しています。

http://www.yamasaki-grp.co.jp/

790 玉名農業協同組合（JAたまな） 玉名市
　距離的、時間的にさほど遠くないけど、馴染みの少ない有明佐賀空港。
現在の利用率ほぼ0％をまずは10％に引き上げます。

国民にとって も基本的かつ重要な「食の安全・安
心」を担っていると自負しています。
　いろんな農畜産物を全国に提供しています。その中
でも、米、イチゴ、トマト類、柑橘類が主力産物です。
また、インターネットショップも開店しています。ぜひ店
先を覗いてください。

http://www.jatamana.or.jp/

791 佐賀建設労働組合 佐賀市
組合員・家族に対し、有明sが空港の利用促進をはたらきかけます。

昭和22年に結成以来、65年間に渡り建設業従事者の
社会的地位の向上に努めています。特に現在は建設
国民健康保険と労働保険への加入促進を通じて、福
利厚生事業の取組に力をいれています。

792 (株)アルテック九州 大牟田市
１．出張、私用での空港利用に際し、佐賀空港を積極的に利用する。
２．お客様へ佐賀空港を利用されるよう、案内していく。

主にアルミニウムを材料とした、パレット、台車、トレー
他各種製品を制作しています。また、アルミ繊維製の
吸音材、業務用厨房グリスフィルターも製造していま
す。（厨房グリスフィルターは、「ほっともっと」全店で採
用されています。）

793 服巻建設(株) 小城市

・出張の際には、有明佐賀空港を利用します。
・お客様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。
・社員旅行には、有明佐賀空港を利用します。

総合建設業を行っております。在来工法・R造・RC造・
SRC造何でもOKです。また、増改築・リフォームも行っ
ています。よろしくお願いします。

794 全水道佐賀水道労働組合 佐賀市
出張での佐賀空港の利用率を20％から50％にします。 水道、下水道事業の労働組合です。

795 国光産業(株) 八女市
出張時に佐賀空港を利用してみます。

創業80年を迎えた九州 大のローソクメーカー。
近では、抹茶キャンドルやケーキキャンドルなどの

本物そっくりのユニークな感動を与えるキャンドルを開
発している。

http://www.kokkou.com/

797 (株)産商 大川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を80％から100％にします。
・本社と関東営業所の往来には、有明佐賀空港を利用します。
・弊社主催、家具産地ツアー時には、有明佐賀空港を利用します。

モダンデザインから和の民芸家具まで、あらゆる家具
の企画・製造・卸・販売を行っております。
お客様のニーズに応え、信頼され満足される商品、
サービスを提供し、産地大川の発展に貢献してまいり
ます。

http://www.rakuten.co.jp/sanshow/

798 田中製麺 久留米市
まずは、一度でも有明佐賀空港を利用してみます。

麺匠　田中の3つのこだわり
原料：原料粉のもつ良質の澱粉質をついきゅうしまし
た。海水に も近いミネラル・バランスのとれた天然塩
（九州五島灘の塩）使用。
製法：24時間かけじっくりと低温熟成乾燥させました。
魂　：美しい麺をお客様に提供したり真心を込めてい
ます。

http://www.tanakaseimen.com/

799 祐徳自動車(株)　東京営業所 東京都
1. 今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
2. 来訪者には有明佐賀空港の利用を勧めます。

首都圏のお客様の思い出づくりをお手伝いします。
お客様に愛される企業を目指します。 http://www.yutoku.jp/

800 旅館あけぼの 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。

創業明治22年、画家青木繁を初めとして、多くの文化
人達に親しまれ、市街の中心にありながら静かなたた
づまいの宿。佐賀の代表的な郷土料理を地元が誇る
現代陶芸作家の器で楽しませてくれる。

http://ake-s.com/


