
2401 金照堂　社員クラブ 有田町
今までは、福岡空港や長崎空港も使っていましたが、
これからは佐賀空港をもっと利用します。搭乗率を１０％以上アップします。

金照堂社員間の懇親クラブです。

2402 株式会社　川島製作所 柳川市
☆羽田行きの出張時は、佐賀空港を利用するよう勧めます。
☆社員に佐賀空港マイエアポートクラブ入会を推奨します。

・海苔生産者装置、海苔加工業者装置、菊花生産者
装置の開発、製造、販売、メンテナンス
☆世にない商品をアイデアと技術力で造り出す！！

http://kawashima-ss.co.jp/

2403 モードモーダ　モードヒルズ 佐賀市 出張や旅行でも、積極的に九州佐賀国際空港を利用します！
人気ブランドから普段使いできるブランドまで取扱って
います。ぜひお立ち寄りくださいませ。

http://salonmode.jp

2404 株式会社　大石茶園 八女市 佐賀空港の国際線・国内線を利用します。
お茶・抹茶を世界中に卸し、なおかつ通信販売も行っ
ております。

2405 三綱自動車工業　有限会社 柳川市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2406 大川観光協会 大川市
・職員へ、仕事・プライベート共に佐賀空港の利用を勧めます。
・来訪者へ佐賀空港の時刻表を配る等の広報活動を行います。

大川市のランドマーク「昇開橋」のたもとにあるコンテ
ナハウス「大川テラッツァ」で観光情報・インテリア情
報・木工体験をご提供しています。併設のカフェのソフ
トクリームも大人気。

http://www.okawa-kk.com

2407
学校法人 岩永学園認定子ども園
城島すみれ幼稚園

久留米市 職員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

すみれ幼稚園は、仏教の教えをもとに思いやりの心を
育むこと。すみれの花のように生えてくる生命力で、雑
草のように踏みつけられても何度も力強く立ち上がっ
ていける子どもを育てていきます。

2408 南田産業　株式会社 神埼市 社員旅行や出張等で佐賀空港を利用します。
靴の上部（アッパー）の縫製を行っております。
日々社員の方々と楽しく仕事をやっています。

2409 Ｉ＆Ｔニューマテリアルズ　株式会社 柳川市 出張等の場合、積極的に九州佐賀国際空港を利用致します。

2410 株式会社　森商事 大牟田市 今後は、九州佐賀国際空港を利用します。 http://www.mori-s.co.jp

2412 医療法人幸善会　前田病院 伊万里市
・職員の出張や旅行は、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・首都圏からの来訪者には、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

「心・信・真～安心と信頼の医療を真心こめて～」の病
院理念の実践に努めています。

http://www.maeda-imari.or.jp/

2413 有限会社　高田製材所 大川市
・出張等の際、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用検討します。

福岡県大川市にある取扱い木材世界一250種類、業
者専門の製材所です。無垢材50,000枚、一枚板・天板
5,000枚、厚木常時300本の在庫を保有。

https://mokuzaikan.com

2414 ベストアメニティ 株式会社 久留米市 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。
ベストアメニティは生産者の方々とともに、安心・安全
なおいしい健康をお客様へお届けします。

http://www.bestamenity.co.jp

2415 江口金属株式会社　鳥栖工場 みやき町 出張の際、佐賀空港を利用してます。 鉄屑、非鉄、高価買取します。個人の方も大歓迎。

2416 鳥栖青果市場 株式会社 鳥栖市 仕事の時に利用します。 地場野菜を中心に販売します。

2417 道の駅くるめ 久留米市 従業員や出荷者に空港の利用を案内します。
久留米の新鮮な野菜やくだものを、安心安全をモッ
トーに販売しています。

2418 最所産業 株式会社 久留米市
マイエアポート宣言企業として、東京出張時等に佐賀空港の利用に努めま
す。

久留米、北九州を中心に営業を展開していますが、佐
賀にも進出したいと考えています。

2419
株式会社 福岡九州クボタ
久留米営業所

久留米市
佐賀県発展の為に頑張ってもらいたいので、九州佐賀国際空港を利用させて
いただきます。

農業機械の販売及び修理をしています。

2420 医療法人 大善寺医院 久留米市 出張、職員旅行で利用します。
内科・胃腸科・循環器科
漢方薬による治療（東洋医学専門屋）
在宅医療（訪問診療）、在宅酵素療法、痛みの治療
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2421 大和産業 株式会社 佐賀市 本社（支社）との往来には、佐賀空港を利用します。

国体・高校総体ほか全国規模のスポーツ競技や市町
村の産業祭・夏祭り・神事式典、民間企業の周年祭・
販売イベント等あらゆるイベントの会場設計から企画・
設営・運営までイベント業務を一切請け負います。

http://www.daiwa-act.com/

2422 有限会社 村岡儀一商店 鳥栖市 社員旅行・家族旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 製紙原料加工業

2423
株式会社 ダスキンサーヴ九州
 ダスキン大牟田支店

大牟田市 職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
マットモップのレンタル、清掃業務等で生活のあらゆる
分野に、サービスを展開しています。

2424 りんごの木保育園 久留米市 職員旅行と出張の時使います。
りんごの木保育園では園庭開放を行っております。
地域の子どもとその保護者を対象に保育園の子ども
達と一緒に遊び、保育園での生活を体験できます。

2425 ラックデザイン 株式会社 みやま市 九州佐賀国際空港を積極的に利用致します。 https://www.luckdesign.jp/

2426 株式会社　水産堂 柳川市
・出張の際、積極的に九州佐賀国際空港を使います。
・首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港を勧めます。

１９２３年創業。粕漬、海苔等を取り扱ってます。

2427 金子司法書士事務所 柳川市 出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。 司法書士・行政書士業務全般を行っております。

2428
佐賀県飲食業生活衛生同業組合
佐賀支部

佐賀市 組合員の会議や旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
食の安心安全を第一に、おもてなしの心で加盟店一
同、サービス致します。

2429 マミーズ株式会社 柳川市 出張、会議、研修などで佐賀空港を利用します。
安くて新鮮な商品を大量に仕入れ、大量に販売しま
す。

http://www.mammys.jp

2430 窯元伊兵衛 有田町
いつも出張時には、佐賀空港を利用しております。
直行便のみならず国際線や経由便時にも佐賀空港を積極的に利用します。
また、佐賀へお越しのお客様にもご利用をおすすめいたします。

有田焼の工芸品や日用食器を制作・販売いたしてお
ります。世界を魅了する有田焼で皆様の暮らしの中に
彩を添える器づくりを心掛けております

https://www.ihyoei.jp/

2431
株式会社 Cygames
佐賀デバッグセンター

佐賀市
佐賀市に自社ビルが完成し、東京本社からの往来も更に増えます。
出張者へ積極的に佐賀空港利用をアナウンスし、また佐賀からの本社出張の
際は、佐賀空港利用を推進します。

「最高のコンテンツを作る会社」という当社ビジョンのも
と、コンテンツの動作検証やゲームをより面白くするた
めの改善提案を行っています。これからも実直に、粘
り強く、チーム・サイゲームスとしてデバッグ業務を
行っていきます。

https://cygames-saga.jp

2432 日本精密電子 株式会社 熊本工場 荒尾市 東京方面から来訪される方へ、佐賀空港を積極的に案内します。

2433
社会福祉法人三町福祉会
ウェル城島

久留米市 佐賀空港を積極的に利用します。
障害がある方に、生活介護、就労B型、共同生活援助
サービスをご利用頂いている福祉施設で、利用者さん
の笑顔があふれる明るい施設です。

2434
株式会社福岡九州クボタ
羽犬塚営業所

筑後市 佐賀空港を積極的に利用する。 農機具の販売・メンテナンス

2435 ゆめタウン八女 八女市 従業員の空港利用は九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
①お客様の満足度No.1を目指します。
②エキサイティング・カンパニー実現を目指します。
③働き甲斐のある企業を目指します。

2436 株式会社 山口製菓 大川市 努めて佐賀空港を利用いたします。
九州産小麦を１００％使用した黒棒を製造
甘味たっぷりの昔なつかしいお菓子です。

2437 有限会社 上久商店 大川市 従業員に対し九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

2438 日本教育ヨシエイ 株式会社 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。
未来ある子供達を応援！
学校体育用品、制服、スポーツ用品専門店として愛さ
れる企業を目指します。

2439
源泉掛け流し温泉 久留米 游心の
湯

久留米市
・出張時に佐賀空港を利用する率を５０％へ！
・社員旅行で佐賀空港を利用します！

お客様のありがとうのために、を経営理念に地域の活
性化を目指し、人に喜んで頂ける事を追求していく企
業！

https://yushin-yu.com/

2440 公益財団法人　久敬社 神奈川県  さがは心のふるさと。さがと東京のリンケージをはり、積極的に利用します。 首都圏の大学に進学する学生のための学生寮です。 https://www.kyukeisha.com/

2441 株式会社 アルペン村 鹿島市 飛行機を利用する際、九州佐賀国際空港を利用します。
リサイクル活動を通して、資源の大切さ、就労に必要
な知識、能力の向上等を訓練しています。

http://americapangr.com



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

2442 アメリカパン 株式会社 鹿島市 首都圏への出張時、九州佐賀国際空港を利用します。
障がい者が、それぞれに最も適した「働く場」へ円滑に
進めるための支援を、パンづくり等を通して行っていま
す。

http://americapangr.com

2443 大川リバーサイドホテル 大川市
◎社員の出張・旅行の際は、原則的に九州佐賀国際空港を利用します。
◎来訪者、旅行者には、九州佐賀国際空港の利用を積極的に案内します。

全６２室の快適空間で、こころ豊かなひとときを。
◎シングル・ダブル１７平米　/　ツイン２５平米
◎全室ダブルベット（140ｃｍ幅）完備
◎Wi-Fi・LAN接続無料
ビジネスはもちろん、プライベートにもご利用いただけ
ます。約３０種類の和洋朝食バイキングや平日限定ラ
ンチが大好評！

http://okawa.ihwgroup.co.jp/

2444 三池レアメタル労働組合 大牟田市 出張時は佐賀空港の利用を検討致します。

2445 高尾自動車株式会社 みやま市 仕事に、プライベートに、近くて便利な佐賀空港を利用します。
昭和３６年創業。福岡陸運局指定工場・新車・中古車
販売・車検・整備・鈑金塗装・各種保険取扱店。
クレーン作業も承っております。

2446 大渕尚文事務所 大木町 出張等の場合は、九州佐賀国際空港を利用します。 土地境界等の全般を行っております。

2447 ヘアーサロンやまぐち 白石町 顧客へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
ファミリーでご利用頂ける地域に根ざした理容店で
す。

2448 東木工株式会社 大川市 近くて便利な九州佐賀国際空港を利用します。 別注家具の製造を行っています。

2449
株式会社福岡九州クボタ
筑後営業所

筑後市 社員に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。
お客様の農業経営をサポートできるよう社員一同努
力しています。

2450
地域振興団体
道の駅しろいしカンパニー

白石町
・来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・社員旅行に関して九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀県で９番目に設置された道の駅です。
白石町特産品を県内外のお客様に提供していきま
す。

2451 有限会社大木テクノパック 大木町
・職員に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。
・出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。

大木町にしかない白いえのきをつくっています。

2452 株式会社大木きのこ種菌研究所 大木町 出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。 大木町のきのこ生産をささえています

2453 HSDM 株式会社 東京都
・九州地区への出張の際は、積極的に佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者へ佐賀空港の利用を勧めます。

弊社は、企業・団体様の商品・サービスの販促、プロ
モーション実施をメインとする企画会社です。

https://hsdm.co.jp/

2454 リタジャパン株式会社 東京都 今まで同様九州佐賀国際空港を利用いたします！

『夢づくり』元気な社会とは、経済的な尺度だけでなく、
誰もが夢を身近に感じ、描ける社会だと考えます。
リタジャパンは、スポーツや文化、芸術を通し、夢を描
ける環境を創造していきます。『人づくり』夢のある人、
夢を与える人は、老若男女問わず活き活きと笑顔に
あふれています。
リタジャパンは、人のつながりや教育を通し、夢を創造
できる人を応援していきます。『街づくり』“夢”をもった
“人”が集った街は自然と活気づき、元気な日本の明
日につながります。
リタジャパンは、地域活性活動を通し、元気な街づくり
を応援していきます。

http://ritajapan.jp

2455 ひだまりOKKO堂合同会社 武雄市
ひだまりOKKO堂合同会社では佐賀県の発展と推進のため
佐賀空港をメイン空港として活用します。

あなたのペースで学べる～ひだまりOKKO堂は墨絵筆
文字パフォーマンスを始め各種講座・教室を開催。ま
た、さまざまなイベントを主催して、みなさまの「楽しく
学べる場」を作っております。

http://www.hidamari.saga.jp/

2456 カナレシステムワークス株式会社 佐賀市 東京出張の場合は九州佐賀国際空港を１００％利用します。

2457 スーパービバホーム大木店 大木町 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。
大工用品や建築資材を中心に扱うホームセンターで
す。その他、かわいいワンちゃん、ネコちゃんの生体も
います。ぜひお越しください。

https://www.vivahome.co.jp/oki_svh1

2458
合同会社　葉隠
（佐賀インターナショナルゲストハウ
スＨＡＧＡＫＵＲＥ）

佐賀市 ・出張での利用を増やします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１７年４月にオープンした佐賀市内初のゲストハウ
スです。国内外問わず、年間１２００名以上の方に宿
泊いただいています。宿泊だけではなく、日本酒バー
もあり、地元の方にもご利用いただいています。

www.saga-hagakure.com

2459 土井インテリヤ工業株式会社 久留米市 ・出張、旅行に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
土井インテリヤ工業（株）では、食器棚、玄関収納、TV
ボードなど高品質、カジュアルデザインな家具を国内
自社生産にこだわりお客様に提供しております。

https://doi-interior.co.jp
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2460 株式会社　大新 大川市 ・九州佐賀国際空港離発着の便を積極的に利用します。
国内有数の塗装設備と塗装技術で全国各地に様々な
木製塗装品を供給しています。

https://www.daishin-eco.com/

2461 堤産業株式会社 久留米市 ・仕事でもプライベートでも九州佐賀国際空港を利用します。 他にないものを作ります。 http://www.tcf.jp/

2462 日本スポーツチャンバラ協会 神奈川県 ・九州に行く時は佐賀空港を利用します。
スポーツチャンバラは、1分間１本勝負！「身体のどこ
にあたっても負け」と単純明快。そしてストレス発散に
うってつけ！

https://www/internationalsportschanbara.net/jp/

2463 ツースリービル合同会社 佐賀市
・関東方面への出張では佐賀空港を利用します。
・宿泊のお客様へ佐賀空港の利用を勧めます。

レストラン部門にミシュランガイドに掲載されたイタリア
料理店の「イル　ソリッソ」、宿泊部門に昨秋オープンし
た「cosa/コサ」がある。

2464 琳泉窯 佐賀市 関東のお客様に九州佐賀国際空港を案内いたします！
伝統的な技法を用いた染付磁器を製作しています。
見て使って楽しい器を提案しております。

http://www.rinsengama.com/

2465 株式会社ケイ・エム産業 大川市
・出張で九州佐賀国際空港を利用します。
・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。

弊社は、多種多様の建材・資材の販売を行い、お客
様のニーズに合わせた商品の提供をしております。

2466 大川精工（株） 大川市 出張および社員旅行での九州佐賀国際空港を利用します。
当社は、木工用機械刃物及び海苔加工用切断刃物を
製造・研磨を行っています。

okawaseiko.com

2467 大川家具工業団地協同組合 大川市 出張・旅行の場合は九州佐賀国際空港を利用します。 製造直売の家具をとりそろえています。

2468 株式会社サンコウ 大川市
東京方面への出張及び東京方面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。

弊社は国内の家具販売店様、ホームセンター、大手
ハウスメーカーや病院、福祉、ホテル関連様に、オリ
ジナル商品を資材輸入から商品開発、製造、販売ま
で行っています。

2469 マルイケクラフト株式会社 久留米市 出張での九州佐賀国際空港の利用率１００％を目指します。
メインである家具部材加工はもちろん緊急に必要な部
材も揃える事ができ、早急な物件加工にも対応してい
ます。

2470 三作合成ゴム（株） 大牟田市 出張時には、積極的に佐賀空港を利用します。
一般産業用ゴム製品の配合・混練から成形及びウレ
タン成形、販売を行っている。

2471 レイコージャパン株式会社 大川市 出張等の場合、九州佐賀国際空港を利用致します。 海外直輸入のソファー、ベッド等を卸販売しています。 www.reicojapan.co.jp

2472 株式会社エムジーケイ 大牟田市 出張等の際は、なるべく九州佐賀国際空港を利用します。
コンベヤベルト、油圧ホース等のご用命ございました
らよろしくお願い致します。

www.mgk-co.jp

2473 新原木材工業株式会社 大川市 九州佐賀国際空港を利用します。
建築、建具材、製材業、住宅、リフォームしておりま
す。

2474 inaho株式会社　佐賀オフィス 佐賀市 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」

ｈｔｔｐｓ：//inaho.co/

2475
ジェイアイ傷害火災保険(株)
佐賀サービスセンター

佐賀市
東京本店と佐賀サービスセンターとの往復には積極的に九州佐賀国際空港
を利用します。また、旅行などでも利用することを推進して参ります。

旅行やレジャーの分野を中心として、ワールドワイドな
安心サービスネットワークを提供し、お客様満足の高
い会社を目指しています。

https://www.jihoken.co.jp/

2476 三井三池製作所労働組合 大牟田市 関東圏の航空機利用の際は、佐賀空港の利用を推進します。 https://www.mitsuimiike.co.jp/

2477 佐賀県中小企業青年中央会 佐賀市 首都圏への出張は、原則九州佐賀国際空港を利用します。

佐賀県中小企業青年中央会は県内経済の次代を担
う中小企業組合の青年経営者、若手後継者が、互い
に交流を深め意見を交換しながら、業種の垣根を超え
たビジネスの創出、ビジネス・マッチングによる新しい
経済活動の創出を目指し活動しています。



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

2478 山口機工株式会社 大牟田市
・社員及び家族に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

・各種クレーン設計・製作・据付工事
・一般製缶・産業機械設計・製作・据付工事
・コンクリート鋼製・型枠設計・製作・据付

2479 株式会社竹嶋繊維 柳川市 佐賀空港100％利用を目指します。

2480 アジア商事有限会社 柳川市 出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用したいと思います。

地域に根ざして創業50周年になります。上下水道工
事、合併浄化槽工事等、水回りに関する仕事を専門
にしており近年はリフォーム工事も手掛けて住宅に係
る工事全般を承っています。

https://asiasyouji.com/

2481 有限会社　シルエット 佐賀市

・関東への出張は九州佐賀国際空港の利用１００％を目指します。
・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。
・他県のお客様に、佐賀の魅力・九州佐賀国際空港の利便性を
　積極的にＰＲします。

抗酸化とエイジングプロセスの研究において、世界で
活躍するニナファームの製品を取り扱っております。
人とのつながりを大切にして、皆様が健康で幸せにな
れるよう、天然成分にこだわった、最高のエイジングケ
ア製品をお届けします。

2482 株式会社　松本商店 久留米市
・従業員へ佐賀空港の利用を勧めます。
・出張等の場合は、出来るだけ利用します。

・製造業を支える金属卸
・材料品揃え日本一

2483 株式会社　亀山 柳川市
社員の出張及び首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を推進しま
す。

トンネル補助工法を主体とする工法システム（ＡＧＦ＝
ＯＦＰ工法）用の部材を製造販売しています。そのほ
かに法面補強用（アンカー用）、トンネル・ボーリング・
マシン（ＴＢＭ）用各種ビット」も製造しています。

2484 大坪ＧＳＩ　株式会社 柳川市
・出張時等の九州佐賀国際空港の利用を推進します。
・当社への来訪者に九州佐賀国際空港の利用を推薦します。

「お客様のニーズを形に」をキーワードに、環境事業を
通して理想的な社会の構築に貢献できる会社づくりを
追求します。

http://www.ogsic.jp/

2485 有限会社佐賀情報ビジネス 佐賀市

・関東方面への出張等は１００％九州佐賀国際空港を利用します。
・社員と家族の旅行等についても九州佐賀国際空港の利用を推奨していきま
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。

弊社は平成10年の設立以来、ＩＴ機器販売・職業訓練・
ネットワークの構築やソフト開発・障がい福祉事業等、
お客様一人一人のニーズにお応えできるよう社員一
同総力をあげて務めてまいります。

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

2486 中島製粉株式会社 柳川市 出張等の場合　九州佐賀国際空港を利用します。 www.nakashimaseifun.co.jp

2487 株式会社山鐡 みやま市 出張時には、九州佐賀国際空港を利用します。

2488 株式会社ニシイ　久留米支店 久留米市 首都圏から来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
"カラフルでハッピーな世界をつくろう”
塗料・塗装のお問合せは、ニシイへ

http://nishii.co.jp/

2489 株式会社トリアンフーズ 久留米市 九州佐賀国際空港を利用いたします。
全国一園に鳥の仕入れを行い自社工場にて、処理→
加工→配達→飲食を手広く行います。

2490 成和機工株式会社 大牟田市
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を30％から50％にします。
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

当社はプラントや機械設備・配管工事業者であり、主
として製鉄所高炉改修及び焼却炉の設置工事を行っ
ております。施行対象範囲は九州を中心として全国で
展開しております。

2491 有限会社古賀弘鉄工所 柳川市 佐賀空港を積極的に利用します。
プラスチックの切前加工を中心に、金属の切前加工、
製缶加工の行っております。

https://kogakou.com/

2492 株式会社　三松商会 大牟田市
・関東方面への出張では九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・社員に仕事以外でも九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

機械・工具・産業機器・ボルト・管材などの卸・販売を
する会社です。コンビニのように欲しい時・欲しいモノ
がある会社をめざしています。

2493 有限会社　マテリアル　グラス九州 久留米市 出張等の場合九州佐賀国際空港を利用します。

弊社では、ガラス工事やガラス卸売業を行っており、
高品質なものを安く、素早い対応力と自社加工力並び
に豊富な施行経験を生かし、お客様の様々な要望に
お応えしています。

2494 (株)アフロシー 東京都
2020年11月24日に伊万里市に進出しました。これから積極的に九州佐賀国際
空港を活用し、地域に貢献していきたいと思っています。

開発拠点を東京からまず伊万里市に移し、その後嬉
野市、将来佐賀市にも広げていきたい。佐賀では新卒
中心に採用し育成していきたい。

https://www.afroci.com

2495 有限会社　大宝自動車 広川町 近隣地区として少しでも送客に務めていきたいと思います。

安全教育、運転技術教育、接客教育を行い、お客様
満足度の向上に日々取り組んでおります。
イベント・結婚式に大人気のボンネットバス(昭和40年
式)もあります。

http://daiho-kanko.jp

2496 ユニバース株式会社　ひかり支店 神奈川県
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/
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2497 株式会社ナノ・アソシエーション 東京都 出張時は積極的に佐賀国際空港を使用すると同時に社員にも推奨をする。
お茶、焼き物、温泉などが集まったこの嬉野の地にお
いてのポテンシャルに魅力を事業化することや新たな
雇用が生まれることに可能性を追求したい

https://www.nanoassociation.co.jp/

2498 株式会社マルキュウ 佐賀市 出張の際は九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
デジタルプロモーション及びクリエイティブ製作を得意
としております。

https://marukyu.saga.jp/

2499 （株）西村商店 上峰町 九州佐賀国際空港のアピールと利用率アップに貢献します。
限りある金属資源リサイクルのエキスパートとして循
環型社会形成の一役を担い、未来の子供たちに笑顔
のバトンをつなげます。

https://www.nishimura-shoten.com

2500 一般社団法人　起立工商DMO 上峰町
九州佐賀国際空港を積極的に利用し、来訪されるお客様に九州佐賀国際空
港をＰＲします。

小さい町から　大きな事を!! http://kiriu.or.jp/


