
2201 株式会社　ニシイ住建事業部 大川市 所員の出張時は原則佐賀空港を利用します。

2202 株式会社　佐賀資源化センター 佐賀市 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。
アルミ缶、新聞、雑誌類回収ボランティアへのお手伝
い㈱佐賀資源化センター

2203
公益社団法人
大木町シルバー人材センター

大木町 会員や職員の九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進します。

「自主・自立」「共働・共助」の基本理念のもと、高齢者
が働くことを通じて健康を保持し、生きがいを得ると共
に、地域社会に貢献することを目指し日々奮闘してい
ます。小さい町ならではのアットホームなシルバー人
材センターです。

http://ookitown-sjc.or.jp/

2204 公益財団法人　佐賀県防犯協会 佐賀市 九州佐賀国際空港の利用率80％から100％にします。

2205 第一紡績株式会社 荒尾市 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。

当社の製造システムは国内唯一の「垂直型一貫シス
テム」。
工場の同一敷地内に紡績→編立→染色加工→縫製
の製造設備すべてを保有し、原綿の投入から最終製
品完成まで一貫して生産しています。

http://www.ichibo.co.jp

2206 YMスペース 株式会社 佐賀市 上海への出張時、九州佐賀国際空港を利用します。
輸入家具・輸入雑貨を中心に全国家具小売店や問
屋・インテリアショップへの卸販売・輸入代行を業務と
してております。

http://www.ym-space.com

2207 株式会社 元山 久留米市
・出張時、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

多様な果樹栽培が盛んな耳納山麓、多種の野菜が育
つ筑後平野を有する久留米市の田主丸に在り、農産
物のピューレ化、シロップ化を主とする農産物(規格外
品含む)の一次加工を行っています。

http://www.ganzan.com

2208 若竹醤油 有限会社 久留米市
・出張時、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

創業より１１０余年。大豆、小麦等の原料処理から自
社で麹造りを行い、天然醸造の三夏（みなつ）熟成に
よる醤油造りを行っています。

http://www.1wakatake.com

2209 株式会社 アドキュウ 佐賀市 ・首都圏出張の際は、佐賀空港を使います。
「人と企業」・「人とお店」を結ぶサービス企業として、
地元企業を中心に佐賀県内はもとより、福岡・長崎の
企業まで広域に渡り、ご愛顧いただいております。

http://ad9.jp/

2210 株式会社 オーレック 広川町 出張には九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
草を刈り、土を耕し、自然の力を引き出し、安全・安心
な食づくりと緑豊かな社会づくりへ。私たちは人々の
幸せを願い農業・緑化・環境に貢献します。

www.orec-jp.com

2211 株式会社　有明潮風ファーム 小城市 九州佐賀国際空港の利用率をアップします。 http://ariake-shiokaze.com

2212 株式会社　甲斐野造園土木 佐賀市 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。 造園の事ならお任せ下さい。 http://www.kaino-zouen.com/

2213 川上こども園 佐賀市 九州佐賀国際空港を積極的に利用いたします。
元気いっぱい！夢いっぱい！先生の笑顔ですくすく育
て！がモットーです

2214 有限会社　池末豊矯商店　 大木町 関東方面の出張及び旅行には、佐賀空港を使用します。
きのこの町大木町で栽培されたいろいろなきのこを加
工し､販売している｡

https://www.ikesue-kinoko.com/

2215 大川看護福祉専門学校 大川市
・出張時においては九州佐賀国際空港を利用します。
・学生に対し、九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

・医療、福祉を熟知し、心と身体をサポートできる看護
師を養成します。
・専門的な知識と技術に心を兼ね備えた介護福祉士
を育てます。

https://ohkawa.takagigakuen.ac.jp/

2216 株式会社　松永産業 佐賀市
出張では可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。
社員・社員の家族への九州佐賀国際空港利用を勧めます。

社会的環境変革の中、「誠意・貢献」をモットーとして、
技術力の強化を図り、地域に求められる企業を目指
し、全社員一丸となって取り組んでおります。

http://matsunaga-fuji.co.jp

2217 「夢はウインブルドンへ」実行委員会 佐賀市 上京、韓国、上海、台北を訪問する際は、九州佐賀国際空港を利用します。
2000４年より全国のジュニア選手が、日本随一の天然
芝テニスコートでの経験を活かし、テニスの技術に加
え人間力を高めることを目的としている。

2218 株式会社 有明電設 佐賀市 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。

当社は昭和45年創業依頼、電気工事業を基盤として
48年間地域の皆様に親しまれ、信頼される会社として
歩んでまいりました。これからも電気・空調管工事はも
ちろん、時代の先端をいく情報通信設備、エコ・環境
関連事業など、「お客様満足」を原点とした総合設備
業を目指して、地域社会に貢献していきたいと思いま
す。

http://www.ariake
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2219 シーテック株式会社 吉野ヶ里町 出張での九州佐賀国際空港の利用を社員に勧めます。

2220 税理士法人　西村会計 鹿島市

2221 九州物産　株式会社 柳川市

2222 株式会社　大坪工作所 柳川市 佐賀空港を優先的に使いたいです。

2223 農事組合法人マッシュ・キティ 大木町 出張では九州佐賀国際空港を利用致します。 しめじの栽培と販売を行っています。

2224 農事組合法人ドリームマッシュ本社 大木町
・出張等の際に九州佐賀国際空港を積極的に活用します。
・従業員や地域の方への推進活動を行います。

生産者だからこそできる新鮮で安全で美味しい茸を提
供している会社です。

http://www.dreammush.jp/

2225
農事組合法人
ドリームマッシュ筑後工場

筑後市
・出張等の際に九州佐賀国際空港を積極的に活用します。
・従業員や地域の方への推進活動を行います。

生産者だからこそできる新鮮で安全で美味しい茸を提
供している会社です。

http://www.dreammush.jp/

2226 有限会社　与田鉄工所 柳川市 出張等の場合は九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 製缶、溶接の会社です。

2227 たかだ電動機 株式会社 唐津市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

工業設備・船舶用設備などで使用されている三相
モーターや発電機。新品購入の価格や納期の面で悩
んでいませんか？
そんな時、弊社にお声かけください。修理することによ
り経費節減や納期問題の解決をいたします。

http://takada-dendouki.com/

2228 新栄工業 株式会社 柳川市
・出張等の場合、九州佐賀国際空港を利用します。
・従業員に九州佐賀国際空港を勧めます。

2229 柳河エンジニアリング株式会社 柳川市
東京出張の際は、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
関東からのお客へ九州佐賀国際空港の利用を提案します。

汚泥・汚水処理装置、脱水機の製造メーカーです。
昭和４５年の創業以来、「環境保護」をテーマに取り組
んでいます。これからもお客様のご発展に寄与できる
よう日々努力してまいります。

http://www.yanagawa-eng.co.jp/

2230 株式会社　ECO.ライン 唐津市
・私たち「（株）ＥＣＯ．ライン」は、「九州佐賀国際空港」を応援します！
・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！

「限りある資源をいかして　人と地球に優しい未来へ」
私たち「ＥＣＯ．ライン」は、資源物回収や中間処理事
業を通して、限りある資源の有効活用と環境負荷の低
減を図り、循環型社会の実現と地域社会の環境保全
に努めます。

http://www.ecolineltd.com/

2231 株式会社　大義建設 小城市
出張、社内慰安旅行の際には、九州佐賀国際空港をご利用させて頂きます。
東京方面から来訪される取引様には、九州佐賀国際空港を積極的にご案内し
ます。

わたくしたち大義建設は地域の皆様と共に住みたい
県日本一を目指します。

http://www.daigi-net.co.jp/

2232 株式会社　きのこの里 大木町 出張の際は、佐賀空港を利用します。

2233 柳川冷凍食品 株式会社 柳川市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率をできる限りUPします。
・首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利便性を説明し利用を勧めま
す。
・社員の旅行時に、九州佐賀国際空港を利用するよう勧めます。

弊社は昭和４７年１０月創業以来、日本の伝統食「和
食」を中心に、お客様の痒いところに手の届く愛情こ
もった食品とサービスを提供させていただくことで、成
長と発展を遂げてまいりました。
水産物・加工食品販売業者として”新鮮さ”をお客様の
生活の中にどうお届けするかも一途に考えてきまし
た。
私たちは、熱意と創意と工夫をモットーに、真心を以っ
てお客様と共に考え創り、生産性の向上を図り「明日
の繁栄」を願いながら、地域社会に貢献してまいりま
す。

http://www.yanarei.co.jp/

2234 田代歯科医院 唐津市
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
・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。

地域に根ざした医療を基本とし、患者様に一生寄り添
う医院を目指しています。安全な治療、正確な検査・
診断が出来るよう歯科用CTを導入しています。田舎
の小さな医院ではありますが、日進月歩の新しい歯科
医療技術を地域でも提供できるよう、日々研鑽を積ん
でいます。

http://www.tashiro-dc2217.com/

2235
株式会社 福岡九州クボタ
大牟田営業所

大牟田市
・出張等の場合、九州佐賀国際空港を利用します。
・従業員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

真心と技術で地域の皆様と共に歩む農業を目指しま
す。

2236 全国国民年金基金 佐賀支部 佐賀市 出張での九州佐賀国際空港の利用率を８０％から９０％にします。
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2237 くりたやすゆき歯科医院 唐津市

・九州佐賀国際空港利用率を２０％から８０％以上に増加します。
・東京方面から来訪されるお客様へ、佐賀空港の利用を積極的にお勧めしま
す。
・社員旅行には九州佐賀国際空港をぜひ利用するよう検討致します。

常に患者様に寄り添い、健康と口福（幸福）に努めま
す。

2238 株式会社　弥川畜産 多久市 出張（台湾）への空港利用は九州佐賀国際空港にします。
一貫した生産により、佐賀牛ブランドのこだわりをお届
け致します。

http://www.saga-gyu.com/

2239
株式会社 福岡九州クボタ
大川西柳川営業所

柳川市
・出張の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
・社員にも九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

お客様と共に日本農業の未来に貢献します。

2240 株式会社　池の上製作所 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。
・社員旅行では優先的に利用します。

創業から３５年間、多種、多様なプラスチックの製造を
行っております。日々、確実で安定した製品作りに従
業員一同一丸となりがんばっています。

2241 株式会社 松田家具 関東第一営業所 大川市
営業所・本社間の移動には、九州佐賀国際空港の利用を優先します。
大川での展示会の際、お取引先へ九州佐賀国際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。

2242 九州技術開発株式会社 佐賀市 出張時は九州佐賀国際空港を利用します。
建設技術の総合コンサルタントとして、社会資本整備
に貢献します。

http://www.kyugi.co.jp/

2243
犬の美容と雑貨のお店
TOO-ticki（トゥ-・ティッキ）

唐津市
研修出席、商品見本市、商品仕入れ等の出張での
九州佐賀国際空港の利用率を０％→８０％にします。

犬、猫に負担となるグルーミングを少しでもストレスの
かからない作業とするため、動物行動学、美容材料、
動物医療等のセミナーに参加するため九州内をを始
め、関東各県へも積極的に出掛け、日々研鑽に励ん
でいます。飼い主様の良き相談者となれ、他ならぬ犬
や猫たちに信頼されるお店となれれば幸いです。

http://edotahaticki.blog47.fc2.com/

2244 きのこ工房 大木町
・出張の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
・従業員に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

2245 株式会社 福井建設 唐津市
・首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行で佐賀空港を利用します。

土木工事を中心に地域の発展を目指し、日々頑張っ
ています。

2246 株式会社　辻製作所 大川市 出張の際は、佐賀空港を利用します。
テーブル、イス、ソファー、ＴＶボード、ベッドなどを製造
しています。

http://www.tsuji-ss.com/

2247 株式会社　旭製作所 荒尾市
・九州佐賀国際空港を積極的に社員にすすめます。
・九州佐賀国際空港の利用を０％→１５％に増加します。

ガラスプラント製品の海外輸出量No.1
主要製品であるガラス製超低温反応容器・装置は国
内出荷量最多を誇ります。

www.agi.co.jp

2248 一般社団法人　柳川山門医師会 柳川市
関東方面へ本会役員が出張する際や本会会員が旅行する際には、
佐賀空港を積極的に利用するように勧めます。

〇医道の高揚、医学及び医術の発展並びに公衆衛生
の向上を図り、社会福祉を増進することを目的とした
活動を行っています。
〇在宅医療介護連携が円滑に実施されるように関係
職員に対する研修会を開催し、地域包括ケアシステ
ムの構築を図っています。
〇看護高等専修学校を運営することで、不足しがちな
看護職員の人材確保を図るとともに、社会に貢献でき
る人材を育成しています。

http://www.yanagawa-med.com/

2249 株式会社 乗富鉄工所 柳川市
関東出張の時は、佐賀空港を利用するよう推奨していきます。
来訪者へも、佐賀空港を紹介していきます。

創業７５年を迎え、今後も安全第一で地元に愛される
企業を目指します。

n-yuko@noritetsu.com

2250 日本特殊塗料株式会社 九州工場 みやき町
・出張や慰安旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
・他工場の社員へも利用を勧めます。

虹色に輝く塗料をお届けします。
ご用命はニットクへ。

2252 荒木建設 株式会社　 白石町 九州佐賀国際空港のメリット性を伝えて利用客が増える様に広報します。 災害対策にも敏速に対応します。

2253 有限会社 ペガサス物流 佐賀市 出張での九州佐賀国際空港の利用率を９０％以上にします。
セメント・生コンの輸送を通じて佐賀県の発展に貢献
できるよう、努力して参ります。

2254 有限会社　総販 大川市
九州佐賀国際空港発着便で利用できる時には優先して利用いたします。
弊社へ来訪される方にも九州佐賀国際空港を利用するよう勧めています。

福岡県南西部と佐賀県で?車”を通して?人”とふれあ
いをしております。
今後も皆様のお役に立てるよう成長していきます。

http://www.souhan.com
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2255 株式会社 オ サ ジ マ 大川市
・出張の時は、九州佐賀国際空港を利用します。
・従業員に九州佐賀国際空港の利用を奨励します。

2256 みやまスマートエネルギー株式会社 みやま市 関東への出張等に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

みやまスマートエネルギー(株)は、みやま市の55％出
資によって、自治体による家庭等への電力売買を主
な目的として設立された日本初の事業会社です。事
業収益の還元を通じて、地域活性化に関する様々な
テーマへ取り組む、みやま市のまちづくりも担ってま
す。

http://miyama-se.com/

2257 株式会社 エイチ・ピー熊本プロダクツ 荒尾市
・社員に佐賀空港の利用を勧めます。
・首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

自動車内装部品・船外機樹脂部品を製造しています。
成形・塗装・組立が一貫して生産できる会社です。

http://hp-kumamoto-products.co.jp/

2258 金子産業 株式会社 唐津市 社員に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

ニッスイグループの一員として、水産食品加工と魚類
養殖を柱に事業運営。食品加工場のある敷地内に冷
凍冷蔵庫、飼料工場を保有し、一貫した水産産業を展
開。

http://m-kaneko.co.jp/

2259 杉プラスチック工業 株式会社 大木町 出張時には九州佐賀国際空港を利用します。 PETボトルを主に製造・販売しております。 https://www.sugipla.co.jp

2260 NPO 肥前浜宿水とまちなみの会 鹿島市
・九州佐賀国際空港を九州のハブ空港として活用し宣伝します。
・佐賀空港利用率東京方面　１００％

国の重要伝統的建造物群保存地区肥前浜宿の保存
活用を行い鹿島酒造ツーリズムの一翼を担っていま
す。

2261 長野電興 株式会社 唐津市 東京出張の際は、九州佐賀国際空港を利用させて戴きます。
小さな会社ですが、パナソニックの代理店として、品質
の良いパナソニックの製品を御届けできます。

2263 医療法人徳隣会 つつみクリニック 鳥栖市
学会出張の利用になるべく佐賀空港を利用する。
スタッフの家族旅行には近くて駐車場が無料な佐賀空港を推奨する。

当クリニックは在宅医療に特化した診療所です。
住み慣れた自分の家での療養をサポートします。

http://www.tsutsumiclinic.net/

2264 株式会社 フカガワ 佐賀市 社員に佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。 確かな技術と納期厳守で顧客の信頼に応えます

2265 株式会社 ファニルカ 大川市 出張等の場合、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2266 株式会社 かねぜん建設 大川市 出張等の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
創業1900年、土地活用のご相談があればご連絡下さ
い。

http://kanezen-k.com/

2267 山口内燃機工業 株式会社 唐津市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

2268 栄城設備工業 株式会社 佐賀市
・九州佐賀国際空港利用率を１００％とします。
・社員への九州佐賀国際空港利用を積極的に推進します。

昭和２３年創業より現在まで一貫して築いてきた技術
力により、空調、給排水、電気の建築設備事業を中心
として、社会インフラにかかわる数々の事業をつうじて
地域社会に貢献しています。

http://www.eijo.co.jp/

2270
公益社団法人
鹿島市シルバー人材センター

鹿島市 東京方面へ出張する場合は九州佐賀国際空港を１００％利用します。

定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに
合わせた「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業
務」を提供するとともに、ボランティア活動をはじめとす
るさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生
きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向
上、活性化に貢献しています。

https://webc.sjc.ne.jp/saga-kashima/

2271 NPO法人　嘉瀬川交流軸 佐賀市

・佐賀空港から発着便のある路線については必ず九州佐賀国際空港を利用し
ます。
・その他の便を利用する場合は、羽田空港・成田空港からの乗継便を第一優
先とします。
・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。

国土交通省の防災施設・さが水ものがたり館を拠点に
水防災・水利用に関してこども・市民に向けた啓発活
動を行っています。併せて、嘉瀬川ダム感謝祭、森林
公園水環境復活等の事務局機能を果たしています。

http://www.sagamizu.jp/

2273 株式会社 唐津プレシジョン 唐津市 現在、２％の九州佐賀国際空港の使用率を２０％にします。

創業明治４９年。大型施盤、大型研削盤、歯車加工機
等の工作機械を製造、販売しております。高品質、高
精度を誇る「KARATS」の工作機械は、国内外の有力
メーカーで活躍しております。

http://www.karats.co.jp

2274 東和化粧品 株式会社 唐津市 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。

親会社である株式会社東亜産業は１１６名の従業員
がいます。九州佐賀国際空港を利用する機会は多い
と思います（主に東京から佐賀への往復）から、ぜひ
よろしくお願いします。

2275 株式会社 九州パイリング 柳川市

・東京から来訪されるお客様へ九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。
・東京へ出張などは１００％九州佐賀国際空港を利用します。
・国内外の顧客・取引先に対して九州佐賀国際空港を基点に様々な計画立案
をします。

私達は地球環境を考え木杭での地盤補強工事を行
い、お客様の安心・安全をご提供しています。

http://qp-pile.com
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2276 上海市老年网球協会 中国上海市 上海から佐賀県に来る際は必ず上海-佐賀便を利用します。

2277 プライムデリカ株式会社 神奈川県 本社から佐賀工場への出張について、九州佐賀国際空港を積極的に利用しま

プライムデリカの基本理念―
「私たちは、お客様に信頼される誠実な企業でありた
い」
当社は、1986年10月、神奈川県厚木市に(株)セブン-
イレブン-ジャパン向けチルドディリーメーカーとして創
業。現在では関東以西に11工場を有する企業に成長
しました。お客様に安全で安心できる商品を提供する
為、HACCPを導入、品質最重視の経営を行うと共に、
食品残渣の減容に向けた「エコセンター」を首都圏・東
海関西の工場様に開設。地球温暖化への取組みとし
て、工場のCO２削減等エコ活動に積極的に取り組
み、地球環境にやさしい企業を目指しています。

https://primedelica.com/

2278
一般社団法人
佐賀県身体障害者団体連合会

佐賀市

・出張や研修での九州佐賀国際空港の利用率を向上します。
・会員や家族の出張、研修、旅行などで原則九州佐賀国際空港を利用しま
す。
・首都圏からの知人、親族、会社関係者等に九州佐賀国際空港の利用を積極
的に勧めます。
・県内各所のイベント等で九州佐賀国際空港のチラシ等を設置し啓発活動を
します。

佐賀県身体障碍者団体連合会は、会員のための共
益事業だけでなく、広く障害者一般を対象とする公益
事業にも積極的に取り組んでいます。

http://www2.saganet.ne.jp/sasinren/

2280 一般財団法人　スマイルアース 佐賀市
・出張での福岡空港使用を九州佐賀国際空港へ変更します。
・首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。
・社員に佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

ダムの駅富士しゃくなげの里は、新鮮な農畜産物を揃
え、雄大なしゃくなげ湖（嘉瀬川ダム）を眼下に、お食
事ができる「レストラン風樹」を併設した直売所です。

http://shakunage-s.com/

2281
公益社団法人
佐賀市シルバー人材センター

佐賀市 職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
佐賀市シルバー人材センターでは、高齢者の方の生
きがいの場、あるいは働く場を提供しています。

https://webc.sjc.ne.jp/saga/

2282 野田建設 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。 お客様に喜ばれる家作りをしています。

2283 竹林商事 株式会社 大川市 出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。
木肌美人の販売
家具の表面材の事は当社へ

2284 株式会社 LIGHTz 茨城県
九州佐賀国際空港や空港内施設を積極的に利用します。
また、来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

佐賀の伝統工芸として名高い有田焼の技術を、ＡＩを
活用することで若手に伝承し、若手があらたな技術を
開発していく流れを、プロデュースしていきたいと考え
てます。

http://lightz-inc.com/

2285 医療法人 賛健会　城内病院 唐津市
関東エリア出張の際には、九州佐賀国際空港を利用します。
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。

当院は、整形外科・リハビリテーション科を中心とした
急性期から回復期、維持期をそなえた147庄の病院で
す。「時代のニーズに応えるべく満足していただける病
院づくり」「患者様中心の医療」をモットーに、患者様お
よびそのご家族と職員が、共に病を通じて共感しあう
病院をめざしています。

https://jyonai-hp.sankenkai.or.jp/

2286 株式会社　千代田サプライ佐賀支店 小城市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
著しく変化する情報伝達技術のなかで、プロの印刷業
に、機械・資材の新技術・商品をご提案を致します。

http://www.chiyoda-supply.com/

2287 昭和舗道 株式会社 柳川市
社内旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
九州佐賀国際空港の利用率を、１０％～５０％を目標にします。

お客様のニーズにおこたえし、丁寧から満足していた
だける商品（製品）を提供する。

2288 株式会社　オノインダストリｲ 大川市 首都圏への出張の際には九州佐賀国際空港を利用します。
貴社の要望に合わせたオーダー機会を作ります。
貴社の生産性向上に寄与致します。

2289 株式会社　大川鉄工 大川市

・出張での九州佐賀国際空港の利用を最優先します。
・首都圏からの来訪者へ、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ヘの入会を推奨します。
・社員旅行等で飛行機を利用する場合は、九州佐賀国際空港を利用します。

私どもの会社は、大川で小さな会社の鉄工所ではあり
ますが、アイデアを提案し客先のニーズに応えるべく、
たえずなにかを開発しております。困った事があれ
ば、できるできないは別で、ご連絡してみて下さい。

2290 株式会社　サン海苔南九州営業所 鹿児島県
・本社社員の出張については原則九州佐賀国際空港を利用します。
・事業関係先に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

品質の良さ、生産量で日本一を誇る「佐賀のり」
やわらかくておいしい「佐賀のり」を心込めて製造した
サン海苔商品を皆様の食卓にお届けします。

http://www.sannori

2291 株式会社　丸庄 大川市 社員やお客様に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
あなただけの・・・家具
当社は創業以来、独自な工法を用いて他に類を見な
い「オンリーワンﾅ」家具を作り続けています。

2292 株式会社　髙野工業 佐賀市
１．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。
２．社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

当社は丁寧な技術で施工を行っております。
利用する方が快適に過ごすことのできる安心・安全な
施工を行うことを第一に、施工後もお客様に信頼して
いただける長いお付き合い絵を築いていきたいと考え
ています。

http://takanokogyo.com/

2293 特定非営利活動法人　きらら 多久市
・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。

就労移行支援、就労継続支援B型、就労定着支援、
生活訓練のサービスを提供しており、パン、弁当、シイ
タケ製造販売を行っています。

http://kirara.boo.jp/
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2294 江越法律事務所 佐賀市 東京への出張は、九州佐賀国際空港利用１００％を目指します。
高齢者・障がい者支援、成年後見制度、遺言・相続、
終活、尊厳死宣言支援などに力を入れています。

2295
株式会社 福岡九州クボタ
柳川営業所

柳川市 出張等の場合、九州佐賀国際空港を利用します。 みんなで仲良く仕事してます。

2296
Citynow Asia　株式会社
佐賀オフィス

佐賀市
出張や本社との往来に佐賀空港を８０％利用します。
他県からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

弊社は数々の事業をベトナム、東京、佐賀の各オフィ
スで連携して取り組んでおります。国内線だけではな
く、国際線も利用します。

2297
一般社団法人
佐賀県建築士事務所協会

佐賀市
出張・旅行には『九州佐賀国際空港』を積極的に利用します。
会員・家族にも『九州佐賀国際空港』を薦めます。

私たちは建築士法によって定められた「建築士事務
所」を会員とする公益法人です。地域社会に貢献する
事業を行っています。

http://sagakjk.com/

2298 株式会社　テクノ九州 神埼市
関東方面の時は利用率100％を目指します。
また、関東方面のお客様には、九州佐賀国際空港を利用してもらえるように、
積極的に勧めます。

基礎杭を通して、命と環境を守ります。 http://techno-kyushu.co.jp

2299 医療法人　希清会　岩本内科 唐津市 旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
内科を中心とし、透析センター、循環器科、デイケア、
デイサービスなど、医療から介護までのトータルケア
で地域に根ざした医療介護を提供しています。

2300 認定こども園　柳川幼稚園 柳川市 当事業所は、積極的に佐賀空港を利用いたします。
1人ひとりを大切に
～子どもの「今」に寄り添い、子どもの「未来」をひらく
（拓く）～


