
2301 味の素 株式会社 東京都 東京から九州への出張の際は、積極的に佐賀空港を利用します。

世界一のアミノ酸メーカーとしての高品質アミノ酸の独
創的な製法・利用法の開発を通じて事業領域を拡大
し、国内外で「食品事業」、「アミノサイエンス事業」を
柱とした幅広い事業を展開しています。

https://www.ajinomoto.com/jp/

2302 道の駅「厳木」風のふるさと館 唐津市
① 社員や取引先には九州佐賀国際空港を勧めます。
② ＰＲチラシの掲示につとめます。

新鮮で安価な野菜等の供給に努力します。

2303 株式会社　夢工房 荒尾市
取引業者関係の方に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
佐賀空港の便利性が分かりませんでしたが、今回説明して頂いたので、これ
から九州佐賀国際空港を利用したいと思います。

企画製造販売の会社です。
婦人服のブランドをもって全国展開。

2304 有限会社　ナカムラテック 大木町 出張等の場合は、九州佐賀国際空港を利用します。
職人魂でものづくり。
技術を大切にしています。

2305 岩永設備 大木町
・出張等で飛行機を利用する時は、九州佐賀国際空港を利用します。
・従業員さんに九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

2306 株式会社　梅崎工業 柳川市
職員の出張時は、九州佐賀国際空港を利用します。
来訪者様に九州佐賀国際空港の利用を勧めていきます。

当社は自然・環境との共生を旨とし、「快適な住環境
をサポート」を企業テーマに、質の高い技術提供を目
指し、日々の研鑽に努め、かつ、地域社会に貢献して
います。

2307 柳川すぎ病院 柳川市 職員の出張、旅行時は、佐賀空港の利用を推進します。 地域に必要とされる病院を目指します。 http://yanagawa.sugi-hosp.jp/

2308 株式会社　モノリス 柳川市
・航空機利用の際には、積極的に九州佐賀国際空港を活用します。
・首都圏からの来訪者へ九州佐賀国際空港の利便性をPRいたします。

私たちは、何よりもお客様の立場にたって、信頼と満
足のいただける商品をご提案します

http://monolith-mpi.com

2309 株式会社　シモセン唐津支店 唐津市
出張での九州佐賀国際空港の利用率を０％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。

船舶・造船・水産・土木・建築・海洋・産業資材の販
売。
本社の沖縄営業所には、国土交通省認定のサービス
ステーションがあり膨張式救命いかだ・シューター・
GMDSS関連機器などの整備を行っております。

2310
F-LINE株式会社
佐賀バルク物流センター

佐賀市
・出張及びプライベート旅行では九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・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。

食品メーカーに直結した新しい物流ソリューションを企
画実行する会社です。持続可能な物流環境を実現す
るプラットホームを構築します。

https://www.f-line.tokyo.jp/

2311 重松建設 佐賀市

・出張等での九州佐賀国際空港の利用率を100％維持します。
・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。
・職員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。

2312 株式会社　天本緑地造園 鳥栖市 九州佐賀国際空港を応援しています。
屋上緑化、緑のカーテン、ビオトーブなど、設計・施
工・メンテナンスまでワンストップサービスで、より廉価
で高品質をご提供致します。

2313 日新機材株式会社 大牟田市 出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。
九州一円数少ない(株)キッツ指定メンテナンス：サービ
ス工場を持ち、地道に仕事をしている会社です。

2314 株式会社　オンリーファクトリー 武雄市

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。
首都圏からの来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
社員（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。
社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

平成２年より一貫してMADE IN JAPANにこだわり、地
元の従業で、物作りに真摯に向き合いオーダースーツ
を作っています。

https://only.co.jp/corporation/factory/

2315 久留米青果 株式会社 久留米市 佐賀空港を応援します。 青果物及びその加工品の卸売全般

2316 医療法人　星子医院 柳川市
・九州佐賀国際空港の利用率を５０％から８０％に増加します。
・来客は佐賀空港を利用するように勧めます。

西鉄柳川駅の東口にあり、外科、内科、整形外科のク
リニックです。開業して５５年になり幅広い診療をして
おります。自由診療（ガン予防・疲労回復・エイジング
ケア）も行っております。

2317 堀永殖産 株式会社 みやま市
出張等の場合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の利用をすすめます。

美味しい商品（筍水煮・栗甘露煮他）を心をこめて製
造しております。

2318 アサヒ再生ゴム株式会社 みやき町 九州佐賀国際空港の利用を推進します。
「かけがえのない資源を未来の為に」をスローガンに、
限りある資源の有効利用により、循環型社会の構築
に貢献します。
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2319 まつお歯科医院 白石町 首都圏からの来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

【診療内容】
一般歯科、小児歯科、予防歯科、歯科口腔外科、訪
問歯科、審美歯科、矯正歯科、インプラント、歯周病治
療

http://www.ohosisamano-haisyasan.com/

2320
株式会社 福岡九州クボタ
城島営業所

久留米市 九州佐賀国際空港を利用します。 農業機械の販売・整備を行っております。

2321 inaho　株式会社　鹿島オフィス 鹿島市 本社、その他出張時の空港利用は基本佐賀空港とします。
「自分たちが接する人たちが、よりクリエイティブな環
境になるように」

2322 湯楽庵 みやき町 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。
小さなお子様にはすべり台付の家族風呂がおすす
め！

2323 有限会社　第一園芸センター 佐賀市 出張での九州佐賀国際空港の利用率を２０％から３０％にします。
猫がいる園芸店！！南佐賀の園芸店！！４０年前か
ら園芸店！！これからもずっと園芸店！！これからも
ずっと品質本位！！よろしくお願いします。

https://www.facebook.com/no.1gadening

2324 株式会社　KASHIYAMA　SAGA 武雄市
・弊社から東京への出張も多く、その場合、佐賀空港を利用します。
・東京からの取引先の来訪については殆ど佐賀空港を利用し、リムジンタク
シーの利用も同じです。

(株)オンワード樫山の子会社として、２０１９年４月１日
に設立、武雄市に２０１９年９月に社屋を新築し、婦人
服の製造を開始しております。

2325 有限会社　アドバンス 上峰町 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
小さな箱から大きなテーブルまで自社生産！！
あなたの生活空間を彩るお手伝いをします。

https://advance-furniture.jp/

2326 浮島保育園 久留米市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
少人数で家庭的な保育園です。
とても静かな環境で子育てに良い環境です。
園児募集中！

2327 株式会社　オール 小城市
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を１０％から５０％目標とします。
・社員の旅行などで九州佐賀国際空港利用を促進します。
・取引業者様へ九州佐賀国際空港利用を促進します。

国土交通省、佐賀県、各市町村発注の公共工事、各
種イベントにかかわる仮設現場事務所、「といれ、備
品、器具のレンタル、販売をおこなっております。

2328 株式会社 カーショップ トヨマス 鳥栖市 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。
国産・輸入車の新車・中古車の販売、車検、整備、板
金塗装、自動車損害保険業務を行っております。車を
通して安全、安心を第一に地域社会貢献してます。

http://www.toyomasu-nicecar.com

2329 津福保育園 久留米市 職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

・園庭開放　親子が気軽に自由に遊べる場です。
　　毎週水曜日　10：00～11：00
・なかよしこよしデー　保育士が一緒にお遊びをしま
す。
　　毎月第３水曜日　給食の試食もできます。（要予
約）
　親子で遊びに来て下さい。

2330
社会福祉法人
くわの福祉会 大善寺保育園

久留米市 九州佐賀国際空港を応援します。
家庭的な明るい雰囲気の中で、職員一同で一人ひと
りの子どもを大切に保育しています。
延長保育、園庭開放にも取り組んでいます。

http://daizenzi-hoikuen.com

2331 ユニバース株式会社 嬉野市
弊社のホームページに九州佐賀国際空港のＵＲＬを掲載して、
弊社九州工場への移動の交通手段の一つとして案内します。

創業社長の出身地である佐賀県に生産拠点を置き、
佐賀県人の高いホスピタリティーと当社ならではの技
術を顧客に提供しております。

https://www.universe-kk.co.jp/

2332 有限会社　小宮鉄工所 柳川市  出張等の場合は、九州佐賀国際空港を利用します。利用率２０％から３０％にし

加工部→主に大型機械での切削加工をしておりま
す。
マリン部→創業以来、漁船、レジャーボート及び各種
エンジン販売修理、また解体処分までも手掛けており
ます。
ボートライセンス受付中！！

http://komitetsu.jp/

2333 株式会社　中村プレス 柳川市 首都圏はもとより、海外出張にも九州佐賀国際空港を利用します。
自動車部品を主体とした、順送プレスから、各種溶
接、機械加工・組立までの一貫した量産を得意として
います。

http://www.nakamura-press.co.jp

2334 でんきのアズ城島店 久留米市 九州佐賀国際空港を利用します。 家電修理、販売

2335 株式会社キョーワ 柳川市 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。
物流アウトトソーシングのことなら、総合物流サービス
のキョーワへ。

http://www.kyowa-logis.co.jp/

2336 株式会社C.H.C 佐賀市 佐賀に来られるお客様へ九州佐賀国際空港の便利さを伝えていきます。 佐賀が元気になるよう業務に取り組んでいます。
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2337 株式会社　山田鉄工 柳川市
※出張、社員旅行の時は九州佐賀国際空港を利用します。
※従業員等に対し九州佐賀国際空港の利用を推進します。

現在まで、一貫して「海苔」に関する機会を製造・販売
してまいりました。
これからも有明海の恵まれた海の幸「海苔」とじっくり
向き合い、良質な状態で収穫・加工できる製品を探求
し続けます。

2338 高野寺事業部 武雄市 東京出張時、佐賀空港東京便往復を利用致します。 高野寺拝観者に土産販売

2339 有限会社 中島製油工業所 みやき町 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 食用油・肥料の卸売、小売。 http://nakashimaseiyu.s1008.xrea.com/

2340 株式会社　鶴松造園建設 唐津市 社員への九州佐賀国際空港の利便性や情報を提供し、利用を促進する。
大規模な都市公園等のほか、佐賀県を中心に地元の
安全で安心な地域づくりに貢献しております。

http://www.tsurumatsu.com/

2341 就労継続支援事業所　アヤトリエ 佐賀市
・社員全て九州佐賀国際空港を利用します。
・知人、家族等に、九州佐賀国際空港利用を勧めます。
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

・和やかな雰囲気で作業をしています。
・昼食無料、送迎無料でサービスしております。

2342
株式会社
ジャストヒューマンネットワーク

福岡市 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。 総合人材業／サービス産業に特化した業務多数有り

2343 帆柱窯 唐津市 出張や社員旅行などで九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
伝統的な唐津焼を作っています。今の生活にもあう作
品づくりをがんばっています。

2344 株式会社 グランツ九州支社 大川市 年間で往復８回、羽田⇔九州佐賀国際空港を利用します。
心地良い国内生産マットレス及び、デザインと機能に
こだわりをもったベッドフレームで、眠りの空間を演出
しています。

http://www.granz-jp.com/

2345 株式会社　オーテック製作所 柳川市
・出張等の場合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を勧めます。

自動車、バイクなどのプレス金型を製造してます。

2346 有限会社　立石ゴム みやき町 社員旅行で使います。 工業用ゴム製品のご用命は(有)立石ゴムへ

2347 米田商店 大牟田市 家族共々に佐賀空港を積極的に利用するよう努めます。
「安心安全なお米」の提供をはじめＬＰガスや器具、灯
油等の販売を行っています。

2348 株式会社 大牟田食販 大牟田市 社員共々に佐賀空港を積極的に利用するよう努めます。

食生活の基本になる「安全なお米」の提供を行ってい
ます。また、ＬＰガスや灯油等の販売をはじめ、生活に
関わる器具の提供を行い、地域の皆様が、安心して
快適な生活ができるようにお手伝いを行っています。

http://komegas.wixsite.com

2349 美希保育園 久留米市 九州佐賀国際空港を応援します。
子どもたちの成長、発達のため、子どもたちに寄り添
う保育をすすめていきます。

2350 川副電機 株式会社 久留米市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 制御盤を組立、配線をしております。

2351 社会福祉法人　みどり福祉会 みやき町 社員（職員）旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 子ども達の「楽しい！」が私たちの喜びです。 http://www.midorifukushikai.jp/

2352
損保ジャパン
キャリアビューロー株式会社

佐賀市
・出張の際には、九州佐賀国際空港の利用をさらに促進します。
・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お勧めします。

女性が多い職場ですが、明るく、和気あいあいとした
雰囲気です。人と関わることが好きな方、人の役に立
ちたい方、コミュニケーション能力を活かしたい方に
ピッタリです。

https://www.cb-shigoto.co.jp/

2353 光吉農産 佐賀市
・東京方面への出張の際は九州佐賀国際空港を利用します。
・東京方面から来訪される方へは九州佐賀国際空港を積極的にご案内しま
す。

米の生産・乾燥調製・精米・販売までを一貫で行って
いる。
米は、無農薬・減農薬栽培をしている。
米以外にも麦・大豆の生産も行っている。

www.mitsuyoshinousan.com

2354 株式会社　森うなぎ屋 嬉野市
今までは他空港を利用しておりましたが、
今回「マイエアポート宣言」の登録をいたしましたので、
今後は九州佐賀国際空港を優先的に利用したいと思っております。

炭火焼専門店の良さを全国に広げ、美味しい炭火焼
商品を食してもらうこと
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2355 宮原動物病院 みやき町 職員旅行に使います。
避妊・去勢手術、予防接種から高度医療まで幅広く対
応している病院です。

2356 株式会社 SUMCO ICT 推進部 伊万里市
・東京への出張時には、最優先で九州佐賀国際空港を利用します。
・私用でも、九州佐賀国際空港の積極的な利用を部内で推奨します。

私たちは、半導体シリコンウェーハメーカーとして、地
域社会の持続的発展に貢献して参ります。

2357 エグチ株式会社 柳川市 出張での九州佐賀国際空港の利用率を４０％から６０％にします。
木材を直接輸入し、自社で製造販売をいっかんしてお
ります。

https://eguchi-g.com/

2358 有限会社　江口通商 柳川市 出張での九州佐賀国際空港の利用率を５０％から７０％にします。
木材を直接輸入し、自社で製造販売をいっかんしてお
ります。

https://eguchi-g.com/

2359 敬愛文化幼稚園 久留米市 九州佐賀国際空港を積極的に、案内し、利用します。
筑後川のすぐそばにある幼稚園です。
あそびに来て下さい！！

2360 株式会社ＬＯＨＡＳ 久留米市 出張で佐賀空港を使用します。 最新の機械を導入した選別処理業者です。

2361 株式会社 山 王 大川営業所 大川市 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。

北海道産の広葉樹を源流とする山王は、広葉樹を一
筋に家具や木工建築分野に至る広い分野で社会に貢
献してまいりました。厳しい時代の流れを汲みとりなが
ら、北米広葉樹への視野を広げ、家具や建具、新建
材などの新たな世界へとどまることなく挑戦し続けて
います。

2362 株式会社　モーニン 大川市 東京出張には、九州佐賀国際空港を８０％以上の利用を実現します。
創業６０余年のベッドメーカー
国産でＳＧマーク認定工場

2363 株式会社　奥平 大川市 九州佐賀国際空港を積極的に利用し利用率を高めます。
株式会社奥平は福岡県大川市から全国へ、世界の優
れたインテリア金物を販売しています。

http://www.okukana.jp

2364
社会福祉法人野菊の里
ひよ子保育園　かみみね

上峰町 佐賀空港を応援します。

保育士が働きやすいホワイト園を目指します。
①完全週休2日制
②研修も勤務扱い
③持ち帰り仕事０チャレンジ
ゆとりある私たちが保育の質を高めます。

2365 樟陽商会九州営業所 大牟田市 仕事もプライベートも佐賀空港を利用します。
合成樹脂の専門商社として、原料手配から製品まで
幅広く取り扱っております。

http://www.shoyo-shokai.com

2366 太田運輸 株式会社 みやき町 佐賀空港を応援します。

「お客様の信頼を運ぶ」を第一主義として、迅速・確
実・丁寧に輸送業務を行うことをお約束します。
地元九州を中心に岡山迄の小口集配をメインとして業
務しております。
輸送品質向上を念頭において、常にお客様の為に
日々精進してまいります。

2367 九州ハウジング 株式会社 みやま市 出張時は佐賀空港を利用します。

2368 株式会社 三友ファニチャー 佐賀市
・来客の方々に佐賀空港の利用を勧めます。
・出張での佐賀空港の利用を増やします。

地球と全ての命を大切にする。社会に奉仕する組織
を目指します。お客様の立場に立ったものづくりを追
求し、お客様の満足を得られるライフスタイルサポート
に全力を注ぎます。

https://www.sanyu-kagu.jp

2369
株式会社　オンワード樫山
生産本部

東京都
弊社グループ工場　(株)ＫＡＳＨＩＹＡＭＡＳＡＧＡ（武雄市橘町）に出張の際は、
空港から直通のリムジンタクシーのコストメリット、快適性を充分に波及させ、
佐賀空港経由の利用率の推進をしていきます。

総合衣料品製造・販売
海沿いの快適なオフィスの５階で、総勢３００名、毎日
元気に働いています。

2370
社会福祉法人
川原福祉会 さくらの杜保育園

みやき町 東京など園外研修時は積極的に九州佐賀国際空港を利用していきます。

さくらの杜保育園は、モンテッソーリ教育を基幹とし
て、１・２歳児、３・４・５歳児の縦割り教育を実施してい
ます。職員は定期的に園内研修、園外研修で保育に
関する様々な研修を実施し、研鑽を積んでいます。有
休消化率は８２％と高く、産休・育休を利用して復帰す
る職員もいるなど、働きやすい環境づくりに取り組んで
います。

http://saga-sakuranomori.jp

2371
社会福祉法人
白鳥福祉会 白鳥保育園

久留米市 佐賀空港を利用します。 きれいな明るい保育園です。

2372 有限会社 徳永エヌ・シー 大木町 出張～展示会などの場合、佐賀空港を利用する。 ＮＣ加工　家具部品などの加工



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

2373 有限会社　乗富材木店 柳川市 出張等の場合、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
一般建築物販売の外リフォーム事業の展開
松杭の販売

2374 株式会社　中村敬木工 佐賀市 出張での佐賀空港発着であれば率先しての利用を行います。 箱物家具、ＴＶボードなどを製造販売しております。

2375 有限会社　志岐インテリア工業 柳川市 佐賀空港から大川までの利便性をお客様にＰＲいたします。
こだわりの家具製造で、洗練されたデザイン、上質な
空間に合う品質、サービスを提供している会社です。

https://www.jonliving.jp

2376 正道会館　甲斐道場 佐賀市 佐賀空港を利用します。 幼年から壮年まで楽しく空手を習える道場です。

2377 くるめつつじ会 東京都 久留米への帰郷の際は、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

くるめつつじ会は、久留米地域に所縁のある首都圏在
住の方でつくる会で、お互いの親睦を図るほか、郷土
久留米の発展に寄与する企業情報の提供などの事業
を行っています。
毎年、総会、懇親会を行っておりますので、皆様、是
非御参加ください。

2378 うなぎの寝床　旧寺崎邸 八女市 佐賀空港を応援します！ 九州・ちくごを軸に地域のものづくりを伝える。 http://unagino-nedoko.net/

2379 九州物流サービス 株式会社 みやき町 東京（関東エリア）出張の際には、九州佐賀国際空港を１００％利用します。
物流事業を通じて、社会の進歩、発展に貢献し、安
心、安全な輸送サービスを提供し、お客様と共に全従
業員の幸福を追求します。

http://www.kbs-co.co.jp/com.html

2380 社会福祉法人　上津保育園 久留米市 職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

・色々な事によく気付く子どもを育てる。
・子ども達が伸び伸びしている。
　近くに田んぼや小高い丘、小川などがあり、自然環
境に恵まれている。

2381 株式会社　村上鉄工所 柳川市 佐賀空港を利用します。

2382 株式会社 クリアウォーター設備 久留米市 私たちはできる限り佐賀空港を利用します。
私たちはお客様の立場になり、誠意を持って工事をさ
せていただいております。

2383 みづまの駅 久留米市 社員（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
みづまの駅は、「地域の豊かな食をつなぐ」をテーマ
に、お客様にワクワクと笑顔を「食」でお届けする、地
域に愛されるお店を目指しています。

2384 株式会社東亜産業　久留米工場 久留米市 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。 タピオカ製造

2385 有限会社　北島工業 上峰町 佐賀空港を積極的に使用させて頂きます。
機械の部品の機械加工を行ってます。
溶接、フライス、組立まで。

2386
三井金属鉱業株式会社
機能性粉体事業部
次世代商品開発室

大牟田市
出張時、帰省時、その他プライベートの旅行など、
積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

「粉体事業」で社会の幸せに貢献できるよう、次世代
商品の創造を行っています。

2387 三井住友信託銀行佐賀支店 楠遊会 佐賀市 首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。
社内との親睦と融和を図り、様々な行事を企画してま
す。

2388 株式会社 松岡保険コンサルタント 久留米市 ・九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
刻々と移り変わるニーズを的確にとらえ、真にお客様
から信頼され、選ばれる代理店として飛躍を目指し前
進したいと念願しております。

http://matsuoka-hoken-consultant.net/

2389
自由民主党　 佐賀県参議院選挙区
第二支部

佐賀市 来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 https://www.yuhey.jp/

2390 株式会社　広川育苗ウメモト 広川町 出張の際、佐賀空港を利用します。
各種野菜苗（接木苗）や、園芸用培土の製造・販売の
会社です。
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2391
パナソニックコンシューマー
マーケティング株式会社
久留米・佐賀オフィス

鳥栖市 首都圏への出張時は、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。
パナソニック商品を通して、お客様に「夢や喜び、そし
て深い感動」をお届けします。

https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc.html

2392 健康ファミリーぷらざ・浜 鹿島市 関東出張の時は、九州佐賀国際空港を利用します。
皆様の肥満を改善し、健康へのサポートをいたしま
す。
「やせたい人、探しています」

https://www.goherbalife.com/aki3717/ja-jp

2393
パナソニックコンシューマーマーケ
ティング株式会社　CS社　九州社
久留米サービスセンター

久留米市 業務、プライベート共に活用させて頂きます。
・家電品の出張修理訪問サービス業務
　「早く」「確実に」「安心」なサービスをお届けする
　全力・感動サービスを実践しています。

2394 中島物産株式会社 大牟田市 九州佐賀国際空港の利用を推奨する

当社は1915年に中島印房を出発点として、現在では
工場や施設などで使用する工業用資材・機材を取扱
う商社であり、ダイキン空調を主力とした建設業を営
む会社でもあります。近年では、水産養殖の生産性向
上の研究も始めています。今年度は1年かけてＪＩＣＡ
の委託事業を受け、ベトナムにおいてエビ養殖の効率
改善に向けた研究を行っています。

http://www.nakashimabussan.co.jp

2395 株式会社　ジョイックス 八女市 社員の家族旅行や、会社での出張に使用と考えております。
株式会社ジョイックスは、食品に特化した運送事業を
手掛けており、冷凍、冷蔵での輸送を得意としており
ます。

2396 株式会社　ワタヤ 八女市 取引先様に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
福岡県、佐賀県、熊本県を中心に、安全・安心・快適・
健康な住まいの暮らしづくりをお手伝いします。

https://www.wataya-gr.co.jp

2397 湯の坂 久留米温泉 久留米市 当施設を御利用のお客様に、九州佐賀国際空港を宣伝いたします。
久留米市の中心部にある温泉施設です。天然温泉の
掛け流しで、お肌も心もスッキリツルツルになります。

http://www.kurume-onsen.com

2398 株式会社　福岡九州クボタ みやき町 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 農業機械販売、修理等を行っている会社です。

2399 社会福祉法人　椎原寿恵会 鳥栖市 職員に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

社会福祉椎原寿恵会は５０年の歴史を持つ法人で
す。平成２５年に新施設の建設に伴い、更に地域医療
と行政との密接な連携を行い、高齢者の方々が住み
やすい施設へと成長してまいります。

http://www.magokoro.or.jp

2400
パナソニックコンシューマー
マーケティング株式会社　CS社
九州社 佐賀サービスステーション

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。 パナソニック製品の修理サービス


