
1501 社会福祉法人三島保育園 大木町
水沼の都より世界へ　空の港　有明佐賀空港 緑の森で元氣が跳ねる

1502 宗教法人三島神社 大木町
水沼の都へようこそ　空の港　有明佐賀空港 水沼総社　御参拝下さい。

1503 株式会社前田海苔 佐賀市
有明佐賀空港を応援しています

海苔の生産量、販売額共に日本一の佐賀県。
前田海苔は佐賀漁連の海苔の入札権を持っており、
仕入れから販売まで一貫することで工場直販ならでは
の価格で、おいしい佐賀海苔をご家庭へお届けしま
す。

http://www.maedanori.biz/

1504 サンケイ化学株式会社 鹿児島県
・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。
・有明佐賀空港を応援します。

環境負荷に配慮した製品の開発・製造・販売を通じ
て、農産物の安定供給に寄与することで、皆さまの
日々の暮らしへの貢献に努めています。

http://www.sankei-chem.com/index.htm

1505
エーザイ株式会社佐賀コミュニケー
ションオフィス

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。

http://www.eisai.co.jp

1506 合同会社田島柑橘園＆加工所 太良町

有明佐賀空港を利用します。
何故？
朝早く当日の仕事に間に合います。安さも有明佐賀空港！

おいしさと健康を求める方は、我家のみかん・ジュー
スを！！
スペインとの交流で振興をはかります。

http://www.kashimacity.com/tara/tajimakankituen/index.html

1507 香月さんちのいちご畑 神埼市
有明佐賀空港を積極的に利用します。
知り合いやお客様にも有明佐賀空港を進めます。

太陽、大地、水の恵みに感謝をして美味しい苺を届け
ます！
人との出会いに感謝して繋がる絆を大事にします。
～苺一会～

http://katsukisan-chi.jimdo.com/

1508 はらだ酒店 武雄市
有明佐賀空港を積極的に利用します。
有明佐賀空港をお客様へも紹介します。

創業明治中期の酒屋です。2006年より珈琲の自家焙
煎を始めました。こだわりの珈琲、黒米を使った麺、佐
賀の日本酒を取り扱ってます。

http://www.rakuten.co.jp/kizou-h/

1509 学校法人　杉森学園 柳川市

・東京方面から来訪される方については、有明佐賀空港を積極的にご案内し
ます。
・東京方面への出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

福岡県内の私立学校で２番目に歴史のある学校で
す。
今年創立120周年となります。

http://sugimori-hs.ed.jp/

1510
株式会社ファミリーマート佐賀営業
所

佐賀市
社員１人あたり年５回以上の空港利用を目指します！

明るいあいさつとチームワークを大切にする営業所で
す！
皆さんにとって身近な“家族（ファミリー）”のようなコン
ビニエンスストアになれるよう努めて参ります！！

1511 一般社団法人 小城市観光協会 小城市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を推奨する。

各種観光物産展に参加し、広域的な情報発信及び小
城市への誘客に取り組んでいます。
また、運営するネットショップ及び物産展において、市
内特産品の販売をしています。

http://www.ogi-kankou.com/

1512 山口産業株式会社 多久市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

佐賀にあって日本全国にお客様がある会社です。
挑戦します。 http://www.yamaguchi-kk.co.jp

1513 真生工業株式会社 多久市
極力、出張時には利用したいと思います。 循環型社会推進に取り組んでます。

http://sinseikougyou.jp/

1514 エス・ジー・シー佐賀航空株式会社 佐賀市

・東京への業務出張の際は、有明佐賀空港を利用します。
・業務上、関西方面からの来客が多いため、有明佐賀空港の利用を薦めま
す。
・有明佐賀空港に拠点を置く、航空事業会社として空港の発展に積極的に貢
献します。

有明佐賀空港に拠点を置く小型機の航空会社です。
ヘリコプター・飛行機の操縦訓練・視察・遊覧飛行・映
画テレビ空撮・報道・医療等、ふるさとの航空会社とし
て有明佐賀空港開港時より頑張っております。

http://www.sgc-air.co.jp/

1515
株式会社日本ハウスホールディン
グス 住・環境リフォーム事業部 佐
賀営業所

佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を80%とします。
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。 http://www.nihonhouse-hd.co.jp/

1516 青木天満宮 久留米市
出張の際、有明佐賀空港を利用します。

鐘崎三郎、武田東山の墓がある。
災難除の神様として信仰をあつめている。 http://aokitenmangu.jp/

1517 株式会社松田家具 神奈川営業所 大川市
営業所・本社間の移動には、有明佐賀空港の利用を優先致します。
大川での展示会の際、お取引先へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

私達は、仕事に誇りを持ち、家具づくりを通じて豊かな
環境づくりに奉仕します。 http://www.matsudakagu.co.jp/company/

1518 有限会社アローネット 久留米市
駐車場の設備・広さ・会社からの距離を考えても立地条件がよく、今後有明佐
賀空港を利用します。

お客様のお気持ちになって、信頼が安心につながり、
末永いおつき合いを目指します。
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1519 株式会社ユナイテッド・コム 筑後市
営業所との往来は佐賀空港を利用します。

1520 多久市立病院 多久市
職員旅行で有明佐賀空港を利用します。

https://www.city.taku.lg.jp/main/23.html

1521 TRM株式会社 久留米市
・東京方面への出張は有明佐賀空港を積極的に利用します。
・社員に有明佐賀空港利用を推奨します。

損保・生保取扱代理店です。久留米市の他、大川市・
八女市にも営業所を構えております。 http://trm1184.jp/

1522 佐賀東信用組合 佐賀市
出張および個人での有明佐賀空港利用を推奨します。 おかげさまで創立60周年　新しい夢をあなたと

http://www.toshin.shinkumi.jp/

1523 MYSTIQUE（ミスティーク） 佐賀市
佐賀を元気にしたい！
社員も佐賀空港を利用しています。

佐賀の玄関口として佐賀駅前の活性化にお役に立っ
ていきたい！ http://salonmode.jp/mystique/

1524 株式会社　津留建設 柳川市
出張は佐賀空港を積極的に利用します。

『０宣言の家』
ゼロ宣言の家、自分の家が一番好きと、心から言える
人を一人でも多く増やしたい。
造る物にも嘘がない真摯な心で造る家。

http://www.turuken.com/

1525 株式会社川武潜水興業 太良町
北陸圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。 潜水士全員でガンバルゾ！！

1526 ニッカ化成株式会社 久留米市
社員に有明佐賀空港の利用を推進します

ポリエチレンフィルムの製造・販売を行っております。
弊社の製品は食品分野をはじめ農薬・水産・土木建
築産業、そして一般家庭用品と幅広い分野にご利用
戴いております。
暮らしの中の『つつむ』に真心を込め、お客様に満足し
て戴ける商品の開発に取り組んでおります。

https://www.nikka-kasei.co.jp/

1527 佐賀金属株式会社 佐賀市
◇出張での有明佐賀空港の利用を応援します。
◇格安の春秋航空の利用を勧めます。

一度役割を終えた金属に、新たな命が吹き込まれ、資
源として再生する事業を展開しています。 http://sagakinzoku.com/index.html

1528 一般社団法人筑後市観光協会 筑後市
・会員様に佐賀空港の利用促進のＰＲを行います。
・東京方面から来訪される方へ、佐賀空港を積極的にご案内します。

匠の技が織りなす久留米絣、船小屋の炭酸泉、恋の
神様が鎮座する恋木神社、そして福岡ソフトバンク
ホークスのファーム本拠地、こうした筑後市の魅力を
発信します！

http://chikugo.net/

1529 住マート不動産 大木町
出張の際は、利用致します。

当店が他の不動産屋と違うのは、電気工事店と不動
産屋がひとつ屋根の下なんです。単純に２つを経営し
ております。それと当店はエコ検定を持っており、環境
に詳しいエコピープルなんです。つまり、電気的知識、
エコな知識を伴う不動産屋です。ということは、スマー
ト（賢い）お住まいを提供することができます。

http://www.smart-fudousan.com/index.html

1530 柳川療育センター 柳川市
出張など首都圏への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促進しま
す。

医療型障害児入所施設、療養介護事業所を併せ持つ
重症心身障害児・者の支援をする入所施設です。
来春（平成28年）、施設規模を拡張し、同じ柳川市内
に新築・移転予定です。 http://yrc.kouhoukai.org/

1531 有限会社　二鶴堂　佐賀工場 佐賀市

・全従業員及びその家族は有明佐賀空港を積極的に利用します。
・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・全従業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。

博多土産のロングセラー「博多の女」をはじめ、「博多
ぽてと」「博多バームスティック」などを製造していま
す。
これからは佐賀土産のロングセラー商品も作っていき
たいと思います。

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

1532 佐賀県高等学校教職員組合 佐賀市
・関東方面へは有明佐賀空港の利用を組合員へ積極的に呼びかけます。

佐賀県内の県立学校等に勤務する教職員のくらしと
いのちを守るために運動をしている労働組合です。 www1.bbiq.jp/sakoukyoso/index.html

1533 大川建具事業協同組合 大川市
・役職員及び組合員に「近くて便利な佐賀空港」の積極利用を推奨します。
・来訪者に佐賀空港の利用を推奨します。

住まいに潤いを、木製建具でエコライフを満喫！

大川の匠が応援します。

1534 平塚整骨院 久留米市
佐賀空港への利便性を来院された方に伝えます。

1536 有限会社福山商店 佐賀市
空港利用の際は佐賀空港を積極的に利用します。

ベテランのスタッフがお客様の家具選びにとことんお
付き合いするお店です。 http://www.yorokobi-f.com/

1537 いすゞ自動車九州株式会社 みやま市
可能な限り利用します。

http://www.isuzu-kyusyu.co.jp/
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1538 株式会社丸兄商社 有田町
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
社員旅行や出張で有明佐賀空港を利用します。

有田焼のデパートとして一般品から美術品、営業用ま
で創業100年の会社です。
ロクロ・絵付け体験も出来る工房「敏右エ門窯」もござ
います。

http://www.maru-kei.com/index.html

1539 内山電機株式会社 佐賀市
内山電機株式会社は、関東圏への出張・プライベート旅行の際は、有明佐賀
空港の利用を推進いたします。

当社は日立特約店として、産業機械・オール電化・省
エネエアコン・太陽光発電システム・蓄電池・LED照明
等の卸売及び設計施工、メンテナンスを協力販売店
様との連携により行っており、皆様の企業活動や家庭
生活の合理的で快適に出来るご提案を社員一同、心
掛けております。

http://www.ue-s.com/index.html

1540 田中藍株式会社 久留米市

・出張での有明佐賀空港の利用率を10％から30％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。
・得意先等に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の個人旅行に有明佐賀空港の利用を勧めます。

創業は明治20年で今年128年目の化学品等卸売業で
す。
営業拠点は国内7ヶ所、海外4ヶ所で、仕入先約1,200
社、販売先約1,600社を有し、売上高は九州随一を誇
る。
企業理念は、「お客様のために、お客様とともにサー
ビスプラスワンを」をモットーとしている。

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

1541 株式会社シマブン みやき町
・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から30％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。

「誰にでも使いやすいユニバーサルデザイン商品」
当社は住宅、建材分野向けのユニバーサルデザイン
商品を開発しています。ノンスリップ樹脂製グレーチン
グ、トラップ付排水ユニット、ステンレス製鏡、ペーパー
ホルダーが主要製品です。長年、浴室等の樹脂製/ス
テンレスグレーチングや排水ユニットに対し、様々な仕
様用途に合わせて多数開発し、実績を重ねてきまし
た。
500種類を超える充実したラインナップとなっておりま
す。
お客様のニーズに合わせた個別対応も実施しており
ます。

http://shimabun.jp/

1542 有限会社ヤマオ昭山堂 有田町

仕事上で移動するには、大変便利（早朝・格安）と言う事がありますが、これか
らは、まず空港といえば〔有明〕と言う様に。
そのためには、お客様に満足して頂くための土台作りが大切。
観光がかがやき、新しい観点でお迎えしなくてはいけないと思っています。
そのための準備が幅広く考えられるところありです。

有田町中心大通りにあり、緑の山々400年つづいた○
並みの中、今様の生活に合う有田焼が揃っており、当
店デザインオリジナルもあります。２Ｆには400年を物
語る古陶磁も揃っております。

1543 有限会社ヨコタウッドワーク 大川市
有明佐賀空港を積極的に利用します。 木工の産地大川にて唯一の机専門メーカーです。

http://yokotaww.com/

1544 有限会社サウンドスピリッツ 佐賀市
バルーンフェスタ等、佐賀でのイベントへの来佐されるアーティストやお客様に
は、積極的に「有明佐賀空港」の利用をおすすめします☆

来年、世界選手権を行なう「インターナショナルバルー
ンフェスタ」イベントステージプロデュースや、ライブハ
ウスGEILSを運営する等、佐賀発の音楽情報発信を
続けています。

http://sound-spirits.com/

1545 株式会社マーゼルン 佐賀市
株式会社マーゼルンは有明佐賀空港を積極的利用します。 肥前桐民芸、桐家具専門メーカー

http://www.mausern.com/

1546 有限会社八女グリーンホテル 八女市
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

八女の中心地に位置し、観光・ビジネスに最適なホテ
ルです。屋上９階には展望風呂があり、足をのばして
お寛ぎいただけます。朝食無料、駐車場代無料（３ｔ以
上は有料）、館内Wi-Fi完備、全室VOD完備してます。

http://yamegreenhotel.com/

1547 佐賀県労働組合総連合 佐賀市
東京（や大阪）への出張は原則、佐賀空港を活用します。
（民間空港である佐賀空港の軍事化に反対します。）

すべての労働者の権利を守り、いきいきと働ける職場
づくりを目指しています。 http://sa-roren.com/index.html

1548 ユニオンパーツ株式会社 大川市
佐賀空港をすすんで利用します。

明るいスタッフが集まる会社です。
ぜひ一度お越し下さい。 http://www2.fukuokanet.ne.jp/union/Top.html

1549 ホテルエルモント 筑後市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

充実の設備とくつろぎの都市型ビジネスホテル。
筑後市の中心地であるＪＲ羽犬塚駅前にあります。
ゆっくりめのセミダブルベッドやダブルベッドに、空気
清浄器や全館Wi-Fi通信を完備。うれしいモーニング
無料サービスやレディースフロア、禁煙フロアもありま
す。
佐賀や福岡県南部の素敵な旅ができますよう、お手
伝い致します。

http://www.elmont.co.jp/

1550 金刀比羅神社 佐賀市
佐賀県神社庁とともに、佐賀空港の利便性を活かし、極力佐賀空港を利活用
していきます。

当神社は西暦764年、昨年鎮座1250年式年大祭を斎
行し、肥前国鎮座の宮でございます。境内地は海抜
90メートル、視界200度に広がり、有明佐賀空港を南
正面に眺め、絶景地であります。当神社は、県内外よ
り多くの参拝者を迎えており、神職3名が常駐致してお
ります。
佐賀平野を一望し、夕刻までは有明海を一望でき、夜
は？万ドルの夜景に魅了される場所であす。
ぜひ一度お出かけ下さい。

1551 国民宿舎　筑後船小屋公園の宿 筑後市
有明佐賀空港を応援します。

筑後広域公園に隣接し、矢部川や樟の原生林などの
景観が美しい静かなホテルです。 http://www.kouennoyado.jp/

1552 ナカヤマ木工 大川市

・利便性の良い佐賀空港を第一に利用致します。
・80％から95％に増加致します。
・東京方面から来訪される方へ佐賀空港を積極的にご案内致します。
・空港までが近いので時間のロスが無く仕事でもプライベートでも最大のメリッ
トがあります。
・路線がシンプルな点も良いところです。

メイドインニッポン。
感性豊かな家具職人が手間暇を惜しまず、無垢材で
丈夫に美しく上質な家具を製作しています。
『人の手の温かさと木のぬくもり』『無垢家具と
DESIGN』
ディテールにこだわったオリジナルは、使いやすさや
機能性を追求します。

http://www.nkym-solid.jp/

1553 日本マスターズ柔道協会 千葉県
九州方面に旅行する際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

日本マスターズ柔道協会は、30歳以上の男女のあら
ゆる世代の柔道愛好家の皆さんに、柔道の素晴らし
さ、愉しさを再発見して頂き、自己の健康の増進と併
せて気力の充実を図ることを目的として、稽古・試合
（国内・海外）・互の友好・親睦交流の機会を提供して
います。

http://jmja.jp/
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1555 株式会社ジーアングル 東京都
・佐賀出張の際には積極的に有明佐賀空港を利用します。
・社員さんにも積極的にプライベート利用をお薦めしていきます。

デジタルコンテンツの重要性を訴求し、企業様の利益
向上へ貢献します。 http://www.g-angle.co.jp/

1556 特定医療法人樟風会　早津江病院 佐賀市

・首都圏で開催される学会・研修会の参加には有明佐賀空港の利用を勧めま
す。
・職員の個人的利用についても有明佐賀空港の利用を勧めます。
・職員に有明佐賀空港マイエアポートクラブの入会を勧めます。
・職員へ有明佐賀空港で開かれるイベントに積極的に出かけ盛り上げるように
勧めます。

「ささえます、あなたの心」をキャッチフレーズに、患者
さんにより快適な入院生活を送って頂けるよう、清潔
で明るく開放的な医療施設を目指しています。

http://www.shoufuukai.or.jp/main/

1557 ホテルアベニュー筑後 筑後市
宿泊頂いたお客様へ利用案内を提案します

筑後市で一番大きなホテルです。
121室ありますのでご利用お願いします。 http://www.avenue-group.jp/chikugo/

1558 鳥栖観光コンベンション協会 鳥栖市
出張時、有明佐賀空港を積極的に利用します。
首都圏から本市への来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県の玄関口である鳥栖のＰＲを行っています。地
域の観光振興を目的とし、観光ＰＲ・コンベンション誘
致・新鳥栖駅観光案内所・祭り・イベント等の事業を展
開しています。
「おもてなし」の心を大切に、地域のみなさんと一緒に
日々活動しています。

http://www.tosu-kanko.jp/

1559 株式会社鶴沢鉄工所 小城市

・社員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奨励します。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://tsurusawa.co.jp/index.html

1560 龍精密工業株式会社 久留米市
東京出張の際は佐賀空港を利用し、利用率を10％から50％に増加します。

木工用刃物の製造・研磨を行っております。刃物でお
困りの際は、弊社へご一報下さい。
又、昨年レーザー加工機を導入致しました。色々な素
材、形状の加工を行っております。ご興味があられる
方、是非ご一報下さい。

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

1561 株式会社セプテーニ 北海道
・出張は有明佐賀空港を活用します！
・有明佐賀空港の魅力をＰＲします！

国内外のインターネット広告・モバイル広告・ウェブサ
イト制作・ＳＥＭ（リスティング広告、ＳＥＯ）などの手法
を用いて、お客様のインターネットマーケティング活動
を支援している会社です。

https://www.septeni.co.jp/

1562 大川敷物株式会社 大川市
出張の際は必ず佐賀空港を利用します！

日本人の住まいに最適な床材である畳表を卸販売し
ている会社です。

1563 株式会社平成 大木町
出張での有明佐賀空港の利用を勧めます

一貫した品質管理のもと中国大連工場で製造した自
社オリジナル商品。
人と住まいにやさしい家具作り。

http://heiseikagu.co.jp/index.html

1564 株式会社平和鋼材 佐賀市

○出張での有明佐賀空港の利用率を70％から90％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。
○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。
○社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

http://heiwa-steel.co.jp/

1565 村上機械株式会社 大川市
・出張での佐賀空港の利用率を50％以上に引き上げます。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

全国に広がるネットワークでの輸入販売、また自社で
のオーダーによる機械の製造販売を手掛け、お客様
のニーズにより適格にお応えするように従業員一同、
無限の可能性に挑戦し幅広い活動を続けておりま
す。

http://www.murakamimachinery.jp/

1566 江崎工房 柳川市
柳川から20分と近い空港で便利であり、無料駐車場が最大の魅力です。
今後も対象路線がある限り利用します。

盆提灯製造の中でも総手描絵専門店です。
他に柳川さげもん製造・節句品販売する事業所です。

1568 プラザホテルアベニュー 八女市
首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

シティホテル感覚の広い室内で快適な時間と空間を!!
和・洋朝食＆駐車場無料とたいへんお得??
ホテル７階に直営の居酒屋「浜幸」を備え、八女の夜
景を眺めながらの食事・お酒は格別!!
宿泊者は食事代10％割引の特典あり。

http://www.avenue-group.jp/plaza/

1569 一般社団法人嬉野温泉観光協会 嬉野市
出張の時は佐賀空港を利用します。
海外からのお客様に有明佐賀空港利用をＰＲします。

嬉野温泉に来られたお客様に、本当に嬉野温泉に来
て良かったと思われる様なおもてなしの気持ちを大切
にしながら、喜んでもらえる様なおもてなしのサービス
心で対応しています。

http://spa-u.net/

1570 株式会社九州シグマ 福岡市
有明佐賀空港の利用メリットを積極的にアピールします。 ミライにつながる水環境のご提案。

http://www.e-sigma.co.jp/

1571 水田天満宮 筑後市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

福岡県文化財 水田天満宮御本殿（九州二大天満宮）
全国一社 良縁幸福 恋木神社
全国各地および外国より参拝多数

http://www.mizuta-koinoki.jp/mizuta/

1572 株式会社アイセル 東京都
出張の際は、羽田-佐賀便に搭乗して有明佐賀空港を積極的に活用します。

ＩＴを通じてお客様と共に、価値を、未来を創造する企
業を目指します。 http://www.aisel.ne.jp/

1573
株式会社アイセル　佐賀ソリュー
ションセンター

佐賀市
出張の際は、佐賀-羽田便に搭乗して有明佐賀空港を活用します。
その他の移動の際も、佐賀空港を積極的に利用します。

ＩＴを通じてお客様と共に、価値を、未来を創造する企
業を目指します。 http://www.aisel.ne.jp/
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1574 司法書士法人　麿法務事務所 佐賀市
佐賀空港を利活用し、ＰＲしていきます。

法律のバリアフリー化を目指し、相続問題、債務処理
など身近な問題をサポートします。
「不安」を「安心」へ変えるお手伝いをさせていただき
ます。

http://soudan.maro-justice.com/gaiyou/saga.html

1575 農事組合法人ふる里の森 大木町
可能なかぎり佐賀空港を利用します。 おいしい「しめじ」を栽培しています。

1576 伊藤産業株式会社 久留米市
首都圏出張の際は有明佐賀空港を積極的に利用します。

業務用厨房機器の販売・設置をしております。
また厨房の設計・空調工事・ダクト工事なども行ってお
ります。
飲食店の設備のことなら何でも相談に応じます。

http://www.ito-sk.co.jp/kanei/

1577 株式会社プロセス井口 大川市
可能な限り佐賀空港を利用させていただきます。

創業55年。永年の業歴の中で蓄積された木材取扱い
種類の豊富さ、木材を見る目の高さを活かし、小割製
材・造作家具・建材・各種木材関連資材の販売を行っ
ております。製材から製図・撮影用什器の製作を手掛
け、インターネットによる販売と一貫したサービスを提
供しています。

1578 タキロンポリマー株式会社 八女市
地元の佐賀空港を応援しています。

“プラスチック製品で、八女から世界へ”をスローガン
に頑張っています。 https://www.takiron-p.co.jp/

1579
司法書士法人 佐賀力武総合事務
所

佐賀市
有明佐賀空港利用率を100％にします。
有明佐賀空港の利便性を多くの方にＰＲします。

成年後見、遺言執行、不動産登記、商業登記などを
誠実に迅速に行います。 http://www.rikitake.net/

1580 株式会社久留米鉄工 久留米市
関係者各位に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

1581 株式会社グランドホテル樋口軒 筑後市
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

創業120余年の伝統を引き継ぎ、心からのおもてな
し。
眺めのよいお部屋と評判の創作料理で極上の時間が
過ごせます。

http://www.higuchiken.co.jp/

1582 副島硝子工業株式会社 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。
・出張での有明佐賀空港利用の利用率を50％から90％にします。

肥前びーどろ・・・佐賀市重要無形文化財指定
まぼろしの技法、ジャッパン吹き、二刀流の妙技が冴
える佐賀の伝統工芸ガラス。

http://www.hizen-vidro.co.jp/

1583 ココ・エレガンス 佐賀市
佐賀人として佐賀空港を応援します。

「本当にいいものをいつまでも。」をモットーに、品格の
ある装いを貴女に!!

1585 司法書士すえなが総合事務所 神埼市
東京に行く時は、佐賀空港を使って春秋航空日本を使う。（100％目標）

一人で悩まずお気軽にご相談ください。
火曜日は午後8：00まで営業しています。
（秘密厳守）

http://www.office-suenaga.jp/

1586 農事組合法人モア・ハウス 大木町
今後、できる限り佐賀空港を使用します。

農家のお母さんだった４人が、「農事組合法人」を設
立。
大木町産ぶなしめじ、グリーンアスパラの生産をはじ
め、きのこの加工品製造にも力を入れ頑張ってます。

http://www.morehouse.or.jp/

1587 株式会社モリタ 大木町
出張での有明佐賀空港の利用をできるかぎりします。

心豊かな本来の日本の生活を取り戻すため、畳文化
の復活に努力します。 https://www.kmorita.co.jp/

1588 川口金水園 八女市
出張での佐賀空港利用を社員共勧めます。

八女茶（奥八女茶）の専門店で、こだわりの茶を販売
しています。 http://kinsuien.com/

1589 グラスコート佐賀テニスクラブ 佐賀市
上京又は中国・韓国とのテニス交流時は、有明佐賀空港を利用します。

日本で随一の天然芝のテニスクラブ。
天然芝コート14面、ケミカルコート（室内）２面、屋根付
砂入り人工芝コート２面、砂入り人工芝コート３面

http://gcs-tc.com/

1590 株式会社フリーマム 神埼市

有明佐賀空港の利用率を80％にします。（出張・私用含めて）
従業員に佐賀発着便の利用を促します。
ソウル便を利用します。

生活者目線で日用品を開発。
“SIMPLE IS BEST”の生活を提案！
展示会や都内取引先を通して弊社の製品を紹介して
います。

http://www.mom.co.jp/

1591 益子医院 柳川市
今後も近くて便利な佐賀空港を利用させて頂きます。

http://www.mashikoiin.or.jp/index.html

1592 株式会社古賀製茶本舗 八女市
首都圏、海外からの来訪者へ、有明佐賀空港の利用を勧めます。

八女茶を始め、九州のおいしいお茶を製造、販売して
おります。 https://www.koganoyamecha.co.jp/

1593 有限会社柳屋 有田町
出張の際、可能な限り佐賀空港を利用します。

有田焼匠の蔵シリーズ、モダンな家庭用食器、美術品
など、多数取り揃えております。 http://www.arita-yanagiya.com/

1594 佐賀県専修学校各種学校連合会 佐賀市
・会員校への有明佐賀空港利用促進
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用促進

職業教育を主に行う学校群で組織する団体です。
若年者の社会進出に尽力しています。
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1595 有限会社マルヒロ 有田町
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ビジネス、プライベート両方での有明佐賀空港の利用回数を増やします。

波佐見焼の企画・販売をしています。
併設の直営店ではオリジナルの陶磁器ブランド、
HASAMI・馬場商店・ものはら・the placeや、地産品も
取り扱っております。

http://www.hasamiyaki.jp/hasami/

1596 有限会社佐賀ダンボール商会 有田町

「佐賀から全国へ！佐賀から世界へ！羽ばたこう　ふるさと佐賀を元気にする
ために！」
私は、その象徴が佐賀空港であると思います。
2016年は、有田焼創業400年です。
佐賀空港から世界へ飛び立ちましょう。

佐賀ダンボール商会は、有田焼を入れる箱を製造・販
売しています。そして近年、「世界中の人が喜ぶ、誰も
持っていない世界初！オンリーワン商品（品質No1）」
を販売しています。
今まで有田焼の万華鏡、万年筆、ボールペン、オル
ゴール、腕時計、そして８番目のガラスの中の美術館
「ミュゼグラス」を開発しました。
有田焼、佐賀錦、名尾和紙、肥前ビードロなど佐賀の
伝統工芸の皆さんと力合わせ世界に普及して参りま
す。
有田焼万年筆は、洞爺湖サミットで各国首脳に絶賛さ
れ、「ものづくり日本大賞・優秀賞」を受賞いたしまし
た。

http://www.arita-mangekyo.jp/index.html

1597 有限会社金照堂 有田町
東京方面への出張の利用率を20％から40％以上に増加します。

「魅力ある日本のおみやげコンテスト2011」入賞の「富
士山ペアぐい呑」や「おみやげグランプリ2015」入賞の
「花鳥風月　箸置」など海外へのおみやげにピッタリの
有田焼が揃っています。

http://www.kinshodo-shop.co.jp/

1598 有限会社田中陶器店 有田町
有明佐賀空港を応援します。

文化勲章受章者の青木龍山氏と、日展評議員青木清
高氏の作品を展示販売しています。 http://tanakatoukiten.jimdo.com/

1599 株式会社浅川家具 筑後市
地元の空港である「佐賀空港」を利用します。

創業117年。
筑後卸配送センター、本社、筑後小売店大使館ここ
ろ、佐賀小売店家具のこころ
よろしくお願いします。

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

1600 株式会社源右衛門窯 有田町
出張、並びに支店勤務者の帰省時の際は、有明佐賀空港の利用を勧めま
す。

陶磁発祥の地・有田で伝統技法を継承する窯としてそ
の歴史を積み重ねてきました。食卓を彩るうつわ造り
に取り組みながら、多彩化する現代のライフスタイル
に向け、磁器の持つあらたな可能性を日々発信して
います。

http://www.gen-emon.co.jp/


