
1401 ながせ皮膚科 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。

さまざまな皮膚病からスキンケアにいたるまで、専門
医として幅広く皮膚のトラブルに対応させていただい
ています。

http://www.nagase-skin.com

1402 協同組合　企業情報センター 東京都
・組合員に有明佐賀空港のメリットをＰＲいたします。
・佐賀・福岡出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

経済産業省、国土交通省、農林水産省の認可団体。
3500社の様々な業種の企業で構成され、異業種協同
組合では、国内唯一の全国認可団体です。組合員皆
様の経営サポート事業を積極的に推進しております。

1403 (株)さとふる 東京都
出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

ソフトバンクグループとして、ふるさと納税を推進し、地
域活性化を促進しています。
ふるさと情報・特産品情報の提供、ふるさと納税の申
し込みまで、どなたでも簡単に行うことができます。

http://www.satofull.jp

1404 (株)エデュアス 東京都
出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

ソフトバンクグループとして、デジタル情報革命を通じ
て、教育産業を進化させることで、すべての人に様々
な学びの場と学ぶ楽しさを提供し、豊かな人生を実現
していくことに貢献していきます。

http://www.eduas.co.jp

1405 オッズ・パーク(株) 東京都
出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

地方公共団体（公営競技の主催者、施行者）から委託
を受け、インターネット及び電話における投票券の販
売を行っております。

http://www.oddspark.co.jp

1406 SBプレイヤーズ(株) 東京都
出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

ソフトバンクグループとして、行政ソリューションに特化
した活動を行っています。 http://www.softbankplayers.co.jp

1407 (株)不二家 東京都
工場、本社それぞれ出張時には有明佐賀空港の利用を推進します

佐賀県にある吉野ヶ里工場で製造したフレッシュな洋
菓子を九州全域にお届けしています。 http://www.fujiya-peko.co.jp

1408 (株)佐電工　福岡支店 福岡市
社員及び家族の出張・旅行には有明佐賀空港利用を推進します

電気・通信・給排水等で皆様の生活をより快適にいた
します。 http://www.sadenko.co.jp/

1409 佐賀県産業振興協同組合 佐賀市
首都圏への出張は、原則有明佐賀空港を利用します！

金融事業、教育情報事業等の共同事業により、会員
事業所をサポートします。

1410 佐賀県石油商業組合 佐賀市
・利用率を４０％から８０％にあげます
・組合員に利用を働きかけます

県内のガソリンスタンドの組合

1411 三井金属スタッフサービス株式会社 東京都
九州への出張時に、積極的に有明佐賀空港を利用します。

損害保険の代理店として、お客様の側に立った充実し
たサービスをご提供いたします。 https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/seihin/kankei/

1413 マルケイ工芸株式会社 大木町
出張の際は、有明佐賀空港を利用させて頂きます

最新技術であなたのニーズに応える加飾のエキス
パート

1414 グローリープラン株式会社 大川市
福岡空港から佐賀空港へ利用便を変更します。 木製椅子・テーブルを海外から輸入販売。

1415
株式会社戸上デンソー　東京オフィ
ス

東京都
出張での九州佐賀国際空港利用を50％から80％以上にします。
また、佐賀方面来訪者に対し、九州佐賀国際空港利用を推進して行きます。

社会インフラ設備の配電盤、大規模プラントの監視、
制御盤など幅広く電気エネルギーの安定供給、制御、
環境改善するための機器製作を通じて、人と地球環
境にやさしい社会づくりに貢献して行きたい。

http://www.togami-denso.co.jp/

1416 大坪製菓株式会社 佐賀市

現在、出張等には有明佐賀空港を利用しています。
無料駐車場は大変ありがたく１週間の出張には金銭的にも助かっております。
これからも有明佐賀空港を100％利用させていただきます。

弊社は、社員一同常に真心込めた菓子作りを心がけ
仕事に励んでおります。
伝承された手法を守り、誰もが安心してお召し上がり
いただけるよう、お客様の立場になって丸ぼうろを作り
続けてまいります。

http://otsuboseika.com/

1417 SBエナジー株式会社 東京都
出張時には有明佐賀空港を積極的に利用します。

大規模な太陽光発電（メガソーラー）や風力発電等、
自然の力を利用して生み出される自然のエネルギー
の普及・拡大を目指し、全国の地方公共団体や民間
所有の土地等を活用した自然エネルギー発電所の建
設とその運営を推進いたします。

http://www.sbenergy.co.jp/

1418 株式会社　佐賀工房 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
・出張での有明佐賀空港の利用を勧めます

あらたに、匠の店佐賀工房空港店、えきマチ１丁目
店、２店舗にて免税店（TAX FREE）を開始しました。海
外のお客様にも利用しやすい店作りになっておりま
す。

1419 有限会社　佐嘉の絲 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
・出張での有明佐賀空港の利用を勧めます

商標登録にて彩健食を取得。海苔入り麺やアスパラ
麺など、無添加、無着色で栄養価の高い食品を作り、
販売を行っております。

1420 佐賀県食糧株式会社 佐賀市
・社員旅行には有明佐賀空港を利用します
・東京方面から来佐される時は、有明佐賀空港を積極的にご案内致します

我社は、米穀を基盤として多角経営を積極的に推進
し、企業の発展と、明るく豊かな社会の実現に邁進し
ます。

http://www2.saganet.ne.jp/kensyoku/home.htm
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1421
株式会社コスモプロジェクト長野支
社

長野県
出張時の有明佐賀空港の利用を推進し、利用率向上（７０％以上）をめざしま
す。

熱・音・空気を科学し、快適な空間を提供する断熱材・
パネル等の製造・販売・サービスを提供します。 http://www.cosmo-project.co.jp/

1422 株式会社鑑定ソリュート佐賀 佐賀市
・出張では可能な限り有明佐賀空港を利用します
・首都圏、関西圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます

日本で、世界で、いつも「佐賀」を意識して、地域と共
にある企業でありたい。 http://solute-sag.com/pc/

1425 第一生命佐賀支社 佐賀市
出張には、有明佐賀空港を積極的に利用します

http://www.dai-ichi-life.co.jp/

1426 株式会社中村製紙所 八女市
出張での有明佐賀空港の利用率を0％から30％にします。

和（なごみ）を創る紙屋
柔軟・迅速・安全・誠実 http://www.nakamurapaper.com/

1427 株式会社ソロン 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を100％に近づけます。

平成8年に佐賀市に不動産の売買仲介や賃貸仲介、
管理から始まった当社ですが、今では佐賀県という地
域に密着して、家電配送設置業も事業展開し、2015年
から介護施設運営・家電販売店舗など、様々な事業を
展開予定です。
従業員満足（ＥＳ）を高めることが、顧客満足（ＣＳ）を
高めることに繋がるとの考えから、社員がやりがいの
ある仕事が出来る環境を整えて楽しい会社作りを行っ
ています。

http://solon-saga.co.jp/

1428 シャルドネ大川店 大川市
関東出張には佐賀空港を利用していますが、今後70％位利用します

天然杢の家具で体と環境に優しい住空間です。
インテリア～ホーム迄トータルコーディネートを提案し
ます。木製キッチンを超人気です。

http://www.chardonnay.co.jp/

1429 佐賀県小中学校校長会 佐賀市

・Ｈ27日本教育会佐賀大会（全国から200人程度）、Ｈ29全連小佐賀大会（全
国から2,500人程度）の大会参加者が見込まれるため、積極的に佐賀空港利
用への案内に尽力します。
・出張等にも積極的に佐賀空港を利用します。

佐賀県教育の振興・充実と校長先生方の資質向上を
期して尽力しています。

1431 カネックス刃物工業株式会社 大川市
現在、福岡空港を利用していますが、今後、佐賀空港活性化の為に利用した
いと思います。

ダイヤモンド刃物及び超硬刃物製造販売
http://www.kanex-tool.co.jp/

1432 株式会社三川 みやき町

１．当社の関西以北の出張に当たっては、積極的に佐賀空港を利用します。
２．従業員の旅行・得意先の来訪については、積極的に佐賀空港の利用を勧
めます。

当社は、ダンボールの機械を通じ世界の物流に貢献
できる会社を目指しています。
また、当社は昭和２５年法人設立以来、６５周年を迎
えました。
当社のダンボール製造用機械の販路においては、九
州１割、関西・中部３割、関東以北が６割（以上国内８
割）です。更にアメリカ・ＥＵ・中国・台湾等への輸出
（以上海外２割）を行っております。
また、社是として「至誠一貫・独創開発・親和協力」を
掲げ、「身につけよう５Ｓ　成し遂げよう全員で　羽ばた
こう世界へ」を合言葉に従業員ひとり１人のモラル向
上を図っております。

http://www.mikawa.or.jp/

1433 有限会社ヒサシ通商 久留米市
・東京方面の出張には、佐賀空港の利用を優先します。
・東京方面からの来訪者には、佐賀空港の利用をPRします。

弊社は全国でも数少ない酒米に特化した精米加工会
社です。大吟醸酒の精米を得意とし、毎年国税局主
催の「全国新酒鑑評会」においては、弊社の酒米を使
用した酒造メーカーの7割強が入賞しているという実
績を誇ります。

1435 三鷹精工株式会社佐賀事業部 上峰町

・社員に有明佐賀空港の利用を勧めます。（0%→10%に増加）
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。
・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。
・有明佐賀空港夜間貨物便を利用します。

スイッチ、自動車、産業用コネクタの金型設計、製作
及び成形製造。高精度な製作技術で成形品、組立品
に関する多様なニーズに対応しています。

http://www.mitakaseiko.co.jp/

1436 西九州ニチレキ株式会社 佐賀市
関東方面への移動の際は必ず有明佐賀空港を利用します。 舗装の段差解消工事が得意です。

1438 株式会社酒見椅子店 大川市
近くて便利な佐賀空港を積極的に利用します。

〔座るためだけのソファではなく、寛ぐために在るソ
ファ〕
私たちは１台からフルオーダーでソファを製作すること
ができます。そのソファは、きっと皆様に期待通りの心
地良さをお届けすることでしょう。なぜなら、私たちは
創業から半世紀もの間、お客様の声に耳を傾けて私
たちにしか出来ない“モノづくり”の心をカタチにしてき
たからです。
『私たちのつくったソファのその先に皆様の笑顔があり
ますように・・・』

http://www.sakemi.co.jp/index.html

1440
一般財団法人　節の会日高山白寿
苑

東京都
佐賀県にどんどん行くとよ！ 身の丈に合ったＣＳＲの展開

1441 佐賀精工株式会社 大町町
出張、プライベートでの旅行時は、有明佐賀空港を利用するようにＰＲします。

客先のニーズに柔軟に対応して高品質の金型・ワッ
シャーを提供することにより、金属加工産業を中心とし
た社会への貢献を果たしたいと思います。

http://www.satetsu.co.jp/

1442 株式会社マベック 佐賀市
・出張で有明佐賀空港を利用します。
・社員に有明佐賀空港を利用するよう推進します。

マベックでは、「お客様の満足感を満たそう」をスロー
ガンに、建設業、ビルメンテナンス業、そして指定管理
者の仕事を通じ、地元佐賀の発展に寄与します。

http://www.mabec.jp/

1443 みらい広告出版株式会社 大牟田市
社員は社用、私用を問わず、有明佐賀空港を積極的に利用します。また、周
囲の個人、事業所に同空港が備える高い利便性の周知に努めます。

大牟田にこだわった上質な情報をお届けするフリー
ペーパー「どがしこでん」の発行、地域性に合ったデザ
インの広告などを通じ、地域の活性化にまい進してい
ます。

http://www.dogashikoden.com/
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1444 大電株式会社　佐賀事業所 みやき町
出張での有明佐賀空港利用率の向上を図ります。

当事業所は電線・ケーブルの主力工場として、お客様
第一、品質重視を理念とし、絶えず良い製品づくりに
努めています。

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

1445 司法書士リーガル総合事務所 佐賀市
アジアと日本をつなぐハブ空港になってね！

佐賀市民の困り事相談所。
司法書士リーガル総合事務所

1446 一般社団法人　佐賀市観光協会 佐賀市

当協会では、職員が首都圏への出張の際は、可能な限り佐賀空港を利用して
います。又、佐賀空港を利用している全日空及びＬＣＣを広報支援していま
す。

（一社）佐賀市観光協会は、佐賀市への誘客の為の
広報活動を主とし、佐賀市と共にイベント等を開催し
ています。又、佐賀市の特産物や土産物を全国へ発
信する事により、佐賀のＰＲを行っています。

http://www.sagabai.com

1447 松尾建設株式会社　東京営業本部 東京都

・本社出張時の有明佐賀空港の利用率を70％に、また佐賀帰省時の利用率
50％を目指します。
・顧客ならびに協力業者に対して九州への出張・観光には有明佐賀空港の利
用を勧めます。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

私たちは、常在お客様貢献を企業理念として、社是の
良く、早く、安くを追及することによって、信用が日本最
大を目指します。

http://www.matsuo.gr.jp/index.html

1448 松尾建設株式会社　仙台支店 宮城県

・本社出張時の有明佐賀空港の利用率を70％に、また佐賀帰省時の利用率
50％を目指します。
・顧客ならびに協力業者に対して九州への出張・観光には有明佐賀空港の利
用を勧めます。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

私たちは現在、東北地方の復興事業に携わっており
ます。
震災後、少しでも復興のお手伝いが出来ればと九州
の佐賀県からやって参りました。
ホームページで、現場の状況・進捗を御覧頂き、私た
ちの仕事を知っていただければ幸いです。

http://www.kasanokaigan.com/

1449 松尾建設株式会社　神奈川営業所 神奈川県

・本社出張時の有明佐賀空港の利用率を70％に、また佐賀帰省時の利用率
50％を目指します。
・顧客ならびに協力業者に対して九州への出張・観光には有明佐賀空港の利
用を勧めます。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

私たちは、常在お客様貢献を企業理念として、社是の
良く、早く、安くを追及することによって、信用が日本最
大を目指します。

http://www.matsuo.gr.jp/index.html

1450 松尾建設株式会社　名古屋支店 愛知県

・本社出張時の有明佐賀空港の利用率を70％に、また佐賀帰省時の利用率
50％を目指します。
・顧客ならびに協力業者に対して九州への出張・観光には有明佐賀空港の利
用を勧めます。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

私たちは、常在お客様貢献を企業理念として、社是の
良く、早く、安くを追及することによって、信用が日本最
大を目指します。

http://www.matsuo.gr.jp/index.html

1452
西九州大学佐賀調理製菓専門学
校

佐賀市

・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・出張する際は有明佐賀空港の利用を優先します。
・お土産の購入は有明佐賀空港の販売店を利用します。

佐賀県で唯一の調理と製菓の専門学校です。
１年で調理師資格又は製菓衛生師受験資格が取得で
きます。
有名なプロの調理師やパティシエから直接学ぶ事が
できます。
県内・県外の有名な職場へ就職できます。

http://www.saga-choriseika.jp/

1453 中川シード有限会社 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。 玉ネギ種子の売上は県内トップクラスです。

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008119096773&ref=ts&fref=ts

1454 笹部整体院 唐津市
・出張での有明佐賀空港利用率を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ます。

痛くない整体で根本から身体の不調を改善します。
http://sasabe-seitai.com/

1455 株式会社佐賀医協 佐賀市
出張の際には積極的に有明佐賀空港を活用します。
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

損害保険代理業務、生命保険料の集金代理業務、生
命保険の募集に関する業務、医療機械器具の販売並
びに斡旋業務等を営んでいます。

1456 ニシハラ理工株式会社　狭山工場 埼玉県
出張の際は、有明佐賀空港を優先的に利用いたします。
また、お客様に対しても有明佐賀空港の利用をPRいたします。

半世紀にわたって蓄積したニシハラ理工のめっき技術
は、半導体部品をはじめとして様々な電子部品に展
開されています。今後も徹底した品質へのこだわりと
信頼される技術力で「ものづくり」を通してお客様のご
要望にお応えしてまいります。

http://www.nishihararikoh.co.jp/

1457
ニシハラ理工株式会社　武蔵村山
工場

東京都
出張の際は、有明佐賀空港を優先的に利用いたします。
また、お客様に対しても有明佐賀空港の利用をPRいたします。

半世紀にわたって蓄積したニシハラ理工のめっき技術
は、半導体部品をはじめとして様々な電子部品に展
開されています。今後も徹底した品質へのこだわりと
信頼される技術力で「ものづくり」を通してお客様のご
要望にお応えしてまいります。

http://www.nishihararikoh.co.jp/

1458 佐賀県地域婦人連絡協議会 佐賀市
出張・会議での有明佐賀空港の利用100％を目指します。（現在推進中！）

本会は、組織の充実と活性化を図るために、研修と実
践を重ね、男女共同参画社会の形成にむけて、心豊
かな地域の発展に努めることを目的としています。

1459 (一社)佐賀県造園建設業協会 佐賀市
会員の有明佐賀空港利用率を40％から60％に高めます。
また各協会員への有明佐賀空港利用も積極的に働きかけます。

県内の公園・街路樹等の植栽に関する指導及び助言
や造園技術の研修及び緑化に関する調査研究に取り
組んでいます。

1460 株式会社ジムコ 佐賀市
関東方面出張での有明佐賀空港の利用率を60％→80％にすることを目標と
します。

創造と挑戦を社是として、記録管理分野の特化した技
術を生かし、知財創庫・電子看板のヒット商品を全国
に展開していきます。

http://www.jimco.co.jp/

1461 フルハウス・プレミアヘアー 佐賀市

・首都圏、関西圏の出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・首都圏、関西圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・出張時並びに極力有明佐賀空港を利用するように推進していきます。

最新の技術などの研修会・セミナーに参加して、地元
の業界の活性化や若手などの後継者育成をしなが
ら、サロンワークに努めている。

1462 日立化成電子材料九州株式会社 吉野ヶ里町
・出張時は佐賀空港の利用を推進します。

日立化成グループの半導体用封止材は、世界トップク
ラスのシェアを有します。これまでに培ってきた高い技
術を駆使して、半導体パッケージの多様化に追随し、
お客さまの要求に沿った製品を提供し続けます。
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1463 (一財)大川インテリア振興センター 大川市
・出張する際の有明佐賀空港利用率100％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。

当インテリア振興センターは、これからの新しい産地
づくり、時代が求めるニーズに応えるインテリア産業振
興の推進機関として、人材養成事業、需要開拓・産地
PR事業、情報収集提供事業等に、参加団体、会員企
業及び、国・県・市のご支援、ご協力をいただきながら
積極的な事業展開を図っております。

http://www.okawajapan.jp/

1464 もりた住機設備株式会社 大川市
・佐賀空港の発展を応援します。
・佐賀空港の利用を増やします。

お住まいの「困った」を「よかった」にをモットーに地域
に根ざした愛されるリフォーム店を目指して邁進しま
す。

http://883333.jp/

1465 株式会社友桝飲料　東京営業所 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/

1466 株式会社ゴードー 東京都
出張の際は可能な限り有明佐賀空港の利用に努めます。
来訪者に有明佐賀空港をＰＲします。

１．社員が明るく、楽しく、安心して働ける職場環境で
なければ成らない。
２．取引先が安心して取引ができる環境でなければ成
らない。
３．人材の育成を確実にしなければ成らない。
４．社会への貢献を忘れては成らない。

http://www.c-godo.co.jp/index.html

1468
公益財団法人佐賀県森林整備担い
手育成基金

佐賀市
東京等関東圏の出張には、原則として佐賀空港を利用します。

http://sg-ringyou.jp/main/

1469 株式会社鹿田産業 広川町
海外出張時の有明佐賀空港利用回数を増加します。

福岡県知事指定特産工芸品「八女すだれ」織元、創業
大正元年のすだれメーカーです。その他籐製品、イ
草、ムートン製品など天然素材のインテリア製品を提
供しています。

http://www.shikada.co.jp/

1471
アイリスオーヤマ株式会社　鳥栖工
場

鳥栖市
・東京方面の出張、来訪について、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・社内旅行、プライベート旅行では、有明佐賀空港の利用を案内します。

私たちは、暮らしをもっと快適に、もっと便利にを実現
する企業です。 http://www.irisohyama.co.jp/

1472 株式会社東洋硬化 久留米市
・中国行きの際の有明佐賀空港利用率を50％から80％に引上げます。
・東京・ソウル・上海方面航空便利用者に、有明佐賀空港をＰＲします。

破損・摩耗した機械部品を硬質クロム鍍金・ニッケル
鍍金・溶射加工等により再生し、さらに真空成膜技術
によって高機能化・高付加価値化を図ります。

http://www.toyokoka.com/

1473 株式会社戸上メタリックス 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員への有明佐賀空港の利用を勧めます。 http://www.togami-metalix.jp/index.html

1474 聖徳ゼロテック株式会社 佐賀市
☆東京と佐賀の近さをＣＭします。

我社は「金型」を原点としたもの造りを基本に置き、お
客様に何を提供できるか、創造を成し、地域社会へ貢
献していく。

http://www.shotoku-net.com/

1475 神埼工業株式会社 神埼市
現在5％をなんとか20％まで利用率を上げたい。
また、上げるよう努力する。

金属の曲げＲ加工メーカーとして、全国の製造業者さ
ん（造船所・重機メーカー、プラントメーカー、建機メー
カーさん等々）に、機械に納入させて頂いております。

http://www.kanzaki-industry.com/

1476 株式会社福富製作所 佐賀市
社員及び関係先に有明佐賀空港の便利な所を伝え、利用促進します。

株式会社福富製作所は、お客様の多様なニーズに応
え、信頼に応えた製品を提供し、社会に貢献します。 http://www.fukudomi.co.jp/index.html

1478 九州洗罐工事株式会社 柳川市
佐賀空港利用を知人・首都圏の来訪者に勧めます。

人と自然にやさしい環境づくりをモットーに、エコ・再生
エネルギー事業等さまざまな事業に取り組み、地域・
社会に貢献します。

1480 株式会社丸一家具 大川市
可能な限り、有明佐賀空港を利用し、お勧めもします。

日本全国へ国産品・輸入家具（オリジナル商品）をお
届けしています。 http://maruichi-furniture.com/index.html

1481 中央生コンクリート株式会社 多久市
出張での有明佐賀空港の利用率100％を目指します。

創業40年余り。県中央多久市と、県庁所在地佐賀市
に工場を構えております。大型・中型・小型と計約30
台分の車輌を保有し迅速な対応を心がけて日々奮闘
中です。

1482 有限会社南里製作所 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。

当社は平成元年創業以来、産業用生産ラインの部品
を提供してきました。２２年の実績を生かして2009年に
ガラス加工機の生産を始めました。ガラス切断・エッジ
研磨・コーナーＲ加工・洗浄装置・送り出しラインまで、
各社のご要望にお応え致します。お客様のご要望に
合わせ、蓄積してきたノウハウを生かし低価格でご提
案できます。

1483 株式会社鍋島緞通吉島家 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。

大正元年創業鍋島緞通吉島家は、100有余年伝統の
技を守り続けてきました。
佐賀県伝統的地場産品の指定を受ける唯一の織元と
して伝統の技を今も織り継いでいます。

http://www.nabeshimadantsu.jp

1484 大川全家具協同組合 大川市
大川家具の情報は有明佐賀空港から～

創業50年、丁寧な対応ときめ細かなサポートを心が
け、全国のお客様へ大川家具をお届けしてまいりまし
た。
今まで培った経験や知識を大切にし、社員一丸となっ
て、新たなことへも積極的に取り組んでいきます！！
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1485 佐賀市大隈記念館 佐賀市
・出張は可能なかぎり有明佐賀空港を使います。
・来館者にできるだけ有明佐賀空港を使って頂くようにお勧めします。

大隈記念館では、大隈侯の生き方や功績などを貴重
な資料を添えて展示しています。また、生家も保存さ
れており、大隈侯の偉大な足跡をたどる知の散策をお
楽しみ下さい。ライブラリーカフェも新設して、コーヒー
を飲みながらのんびりと読書することもできます。

http://www.okuma-museum.jp

1487 有限会社ケイエフシステム 大川市
できるだけ佐賀空港を利用します。

アウトドア＆インドアファニチャーを日々の暮らし
に！！
日本に住まうすべての暮らしを愛する人に新しい発見
と潤いを！

http://www.kf-system.jp/

1488
公益財団法人
佐賀県長寿社会振興財団

佐賀市
・出張の際は、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は、有明佐賀空港の利用を勧めます。

シニアの皆様の生きがいと健康づくりをお手伝いして
います。 http://sagachouju.jp/

1489 有限会社境木工 大川市

関東方面の出張はできる限り佐賀空港を利用し、利用率が現状の50%から80%
となるよう目指します。
また、商談で東京方面より来社されるお客様へも佐賀空港の利用を推奨いた
します。

歴史と伝統ある製造技術を活かし、現代のニーズに
対応しながら新しい物づくりに挑戦をしております。
福岡県大川市の高品質の家具を全国に伝える為の
販売を心がけております。

1490 株式会社ミズ 佐賀市
・東京（関東エリア）出張には、佐賀空港を積極的に利用します。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

地域の皆様とともに薬屋105年。
皆様の美しく健康で快適な生活をサポートしていきま
す。

http://www.miz-pharmacy.co.jp/

1492 株式会社佐藤木材 佐賀市
有明佐賀空港の利用を100%に近づける。
有明佐賀空港の利用を促進する。

私たち佐藤木材は、世界中の木材を取り揃え、彩りの
ある生活シーンの創造に貢献いたします。 http://satoh-lumber.co.jp/

1493 株式会社龍政硝子店 柳川市
出張の際は可能な限り佐賀空港を利用し、会社及び個人でも利用します。

板ガラスの加工については、全て加工できる設備を所
有し、取引先のオーダーに応じる事が出来る。

1494 アイクラフト有限会社 佐賀市
東京方面お得意様へ佐賀空港利用を積極的にアピールします。 特注家具製造、シルバー向け家具、座イス開発販売

http://i-craft.net/

1495 株式会社ヴァンテック 久留米市
近隣の空港として、今後活用させていただきます。

西暦2000年に電子機器の企画、開発業務にて会社を
設立し、現在は多種多様な電子機器（通信、医療、産
業機器、その他）の企画、設計から製造までを社内に
て対応いたします。

http://www.vantec2000.com/index.html

1496 イケショウ株式会社 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

環境保全の源である森林を資源とし、複雑化・高度化
するニーズへの対応を考え、人に優しく、地球に優し
く、豊かなものづくり、社会づくりに貢献する企業を目
指します。

http://ikeshou-group.co.jp/

1497 佐賀県教職員組合 佐賀市
東京方面出張の有明佐賀空港利用率90%以上をめざします！ 子供たちが主人公の学校づくりを

http://www.sakyouso.or.jp/

1498 株式会社久保鉄工 筑後市
社用・私用を問わず、社員・家族及び会社関係者に佐賀空港の利用を勧めま
す。

金属の機械加工において、お客様と合同で目標の
QCTの達成を目指しております。 http://www.kubo-iw.com/

1499
イオン九州株式会社イオン
スーパーセンター佐賀店

佐賀市
イオンスーパーセンター佐賀店の従業員（テナント含む）の出張、旅行で飛行
機を利用する際、「有明佐賀空港」を積極的にご案内、利用致します！

佐賀空港から一番近い“イオン”です。
総合スーパーとしてご利用をお待ちしております。 http://saga-supercenter.aeonkyushu.com/

1500 株式会社増田羊羹本舗 小城市
出張での有明佐賀空港の利用を推し進めます。

小城羊羹など菓子の製造販売をしています。
感謝を込めて、皆様に喜ばれる味造りを心掛けます。 http://masudayoukan.com/


