
67 (株)イケヒコ・コーポレーション 大木町

・東京営業所、大阪営業所よりの本社出張には、有明佐賀空港を利用しま
す。
（年１回の方針発表大会、社員研修、商品説明会　総勢３２名　延１００往復）
・本社社員出張等の佐賀空港利用率１０％から５０％に増加します。
・関東・関西地区から来訪される大手ホームセンター、大手量販店、大手通販
業のバイヤー様に対し、有明佐賀空港を積極的にご案内します。

企業使命感：快適創造・未来の快適空間づくりに躍進
するオリジナルインテリア　イケヒコ･コーポレーション
経営理念：イケヒコ・コーポレーションは、日本の住環
境にマッチし磨きぬかれたインテリア商品づくりを通
じ、地場産業の活性化を図り、生活文化の向上に貢
献する。

http://www.ikehiko.com/

503 (株)総桐箪笥和光 大木町
出張の際利用致します

桐たんす専門の製造メーカーです。伝統的な桐たん
すからモダン調桐たんす迄、製造しています。従来の
桐たんすの欠点であった、しみなどが付きにくい“表面
特殊加工”は、当社の実用新案です。また生活に必要
な桐製品を日々開発中。家具の再生（洗い・リフォー
ム）も承ってます。ショールームは九州一の桐たんす
の品揃えで多数展示しています。また、特許である組
子ベッド（桐ベッド）も製造しています。

http://tansu.com/

521 (株)ピソコモド 大木町
当社社員及び社員の友人・知人に、佐賀空港の利用を呼びかけます。

地元九州産のい草で作った良質な畳を世界中に販売
しています。 http://www.piso-comodo.co.jp/

659 大木町 大木町
職員出張時の有明佐賀空港の利用を推進します。

堀と緑の風が吹き渡るふるさと　資源循環のまち『大
木町』 http://www.town.oki.fukuoka.jp/

726 大木町商工会 大木町
会員事業所に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

商工会では、「行きます。聞きます。提案します。」を
モットーに、会員企業の経営上の問題点の把握や情
報提供・収集に努め、経営改善のため積極的な巡回
訪問等を通じ取組んで参ります。

http://oki-shoko.net/

783 モリタインテリア工業(株) 大木町
出張での有明佐賀空港の利用率を50％から80％にします。

自然に囲まれたオシャレなたたずまいのショールーム
には、専属プランナーが手がけた家具がたくさん並ん
でいます。新築・家具の買い替えなどをお考えの方は
是非一度お立ち寄りください。

http://www.moritanet.com/

930 (株)カワノ 大木町
出張時には佐賀空港を積極的に利用します。

家具・キッチン金物を中心に取扱っている堅調な経営
の企業です。 http://kic-kawano.com/

1269 (株)モビレックス 大木町
・関東方面出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・社員はもとより、家族・知人等に有明佐賀空港を勧めます。

1352 (株)コマンドー・マシナリー 大木町

関東方面への出張時の佐賀空港利用率目標100%へ
ソウル、上海へ渡航の際利用します。
関東方面からの訪問者へ佐賀空港の利用をお願いします。

布団裁縫用キルティングマシン（マルチヘッドマシン）、
コンフォーターマシンを製造・販売している。機械の動
かす制御装置（三菱電機製）として工作機械用（M/C）
と同じものを使用している。布団用ミシンは国内だけ
でなく海外への輸出も行っている。快適な布団を作る
機会を提供している。その他OEMにて三菱電機ブラン
ドの電子ミシンPLKの製作も行っている。

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

新技術であなたのニーズに応える加飾のエキス
パート

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。

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

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

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。

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/
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1606 株式会社磯家食品 大木町
出張の際は、佐賀空港の利用を推進いたします。

創業以来80年にわたり、素材の良さを活かした飴づく
りを行っています。飴以外に、ウエハース、小麦せん
べいなども製造しております。場合によりOEMもお受
けできます。

1655 大木町社会福祉協議会 大木町
職員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マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

子どもから高齢者まで社会生活において様々な困難
や困窮されている方々を支援しサポートいたします。 http://www.ookisyakyou.info/

2089 株式会社　トクラ福岡支店 大木町 九州佐賀国際空港を利用致します。 to-okamoto@tatami-tokura.co.jp

2090 株式会社　アイズコーポレーション 大木町
九州佐賀国際空港を活用します。
九州佐賀国際空港利用率を１５％から５０％に増加します。

四季を楽しみ、暮らしを彩るインテリアをネットワークを
通じて、お客様に快適な生活と笑顔をお届けします。

http://www.ikehikoshop.jp/

2146
医療法人社団高邦会
みずま高邦会病院

大木町 職員に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
療養から在宅医療まで一貫した充実の体制と環境で
患者さまとご家族を支えます。

http://mizuma.kouhoukai.or.jp/

2189 株式会社　グラーツ・ランバー 大木町 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
国内外の原木の製材、販売、加工までを行います。
企業理念「皆様に木材で貢献する」

2190 株式会社　タケシタ 大木町 出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

2200 有限会社　近藤篤商店 大木町
出張の際は、佐賀空港を積極的に使います。
従業員への佐賀空港の利用を勧めます。

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/

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/

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/

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。

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。

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

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。

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
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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。

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

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

2504 イオン九州㈱イオン大木店 大木町 従業員へ九州佐賀国際空港の利用を積極的に推奨します。

食品を中心とし、大人のカジュアル衣料、化粧品医療
品を扱う総合スーパーです。ショッピングセンターとし
ては12の専門店から成り、地域のくらしに便利を届け
て参ります。


