
1301 ジェイアイ傷害火災保険(株) 東京都
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有明佐賀空港を利
用します。

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。

http://www.jihoken.co.jp/

1302 (株)エフエム佐賀　東京支社 東京都

・以前より増して、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・顧客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・当社社員の出張等で有明佐賀空港利用を促します。

JFN（エフエム東京系列）38局中、極めて存在感あり。
特に2009年10月よりスタートした「地方自治体番組」
は、"佐賀モデル"として放送、広告業界の注目をあつ
める。

1303
一般社団法人　日本競輪選手会
福岡支部

久留米市
東京へ行く際には、積極的に佐賀空港を利用します。

1304 (株)九州栄電社 久留米市
社員に有明佐賀空港の利用を推進します。

お客様のご要望に応じ、カスタマイズされた最高品質
の製品と最上級の笑顔を提供いたします！ http://k-eidensha.com/wp/

1305 柳川商店街振興組合 柳川市
当組織の役職員及び組合員に対し、出張等での有明佐賀空港の利用を勧め
ます。

水郷柳川の地で、お客様の信頼に応える商店街を目
指しています。柳川へおいでの時は、お立ち寄りくださ
い。

1306 兼貞物産(株) 久留米市
有明佐賀空港の利用を増やします。

国内産乾し椎茸の取扱高は日本一を誇ります。
日本の食文化の中から誕生した乾し椎茸を通じて、安
全と美味しさを追求し、社会へ貢献したいと考えてい
ます。

http://www.kanesada.co.jp/

1307 後藤家具物産(株) 大川市
上海（中国）のメーカー、東京方面からのバイヤー様へ、佐賀空港の利用を案
内します

全国の家具、インテリア販売店へ自社開発商品をご
提案しております

1308 (株)本村製作所 大川市

１．関東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
１．関東方面への出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します
１．会社の役員、社員に対し有明佐賀空港の利用を積極的に勧めます
１．有明佐賀空港を来訪者等にアピールし、利用を推進します

醸造用（ビール、ワイン、焼酎、ウィスキー、日本酒）ス
テンレスタンクの製造を、この大川で90年以上製造
し、全国展開しています。
最近ではアロマ抽出機（http://motomura-aroma.com）
を開発販売しています。

http://www.motomura-mfg.co.jp/

1309 (有)犬丸家具店 大川市
関東方面への出張（社員旅行）には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
関東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。

犬丸家具では、自然に優しく環境やエコに配慮した家
具を取扱しています。
家具の町大川で創業60年の歴史から生まれた独自の
規格に基づき、誰にでも優しく、使い心地の良い家具
をプロの視点で厳選して皆様にお届けします。
犬丸家具ショールームでは、豊富な種類の家具が皆
様のお越しをお待ちしています。

http://inumaru-kagu.com/

1310 佐賀中央商事(株) 佐賀市
佐賀空港の利用を職員に推進します

貸ビル業を通し、地域の方との交流・活性化に向け微
力ながら努力しております。

1311 柳川山門薬剤師会 柳川市
当組織の役職員及び会員に対し、出張等での有明佐賀空港の利用を勧めま
す。

私たち薬剤師は、地域の身近な健康相談相手です。
医療・介護への貢献、青少年への薬物乱用防止教
育、学校の環境衛生の向上等の活動を行っていま
す。

1312 ヤマシンフィルタ(株) 上峰町
・関東方面への出張には、積極的に有明佐賀空港を利用します。
・関東方面からの出張者には可能な限り有明佐賀空港を利用します。

経営理念は「仕濾過事」（ろかじにつかふる）、これは
「フィルタビジネスで皆さまのお役にたつ」という意味で
す。

http://www.yamashin-filter.co.jp/

1313 聖マリア学院大学 久留米市
有明佐賀空港の利便性の周知に努め、出張用務等における利用を推奨しま
す

聖マリア学院大学（看護学部、助産学専攻科、大学院
看護学研究科）は、「カトリックの愛の精神」に基づく教
育研究を行って、豊かな人間性と深い教養を具え、高
度の看護知識と技術に基づく科学的な看護実践能力
を養い、広く人間社会の健康に寄与できる篤実有能な
人材（看護師、保健師、助産師、専門看護師）の育成
を目指しています。

http://www.st-mary.ac.jp/

1314 (株)シモダイラ 大川市
・関東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。
・関東方面への出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

高齢化社会の21世紀、私たちはもっと人に近く、もっと
暮らしにやさしい空間づくりをめざし、あらゆるエイジ
の為の使いやすい機能とスタイルを提案してまいりま
す。

http://www.shimodaira.co.jp/

1315 柳川市商工会 柳川市

有明佐賀空港を柳川市商工会の会員に積極的にＰＲして、利用します。
職員旅行には有明佐賀空港を利用します。
佐賀空港利用率を10％から30％にします。

柳川市商工会は「行きます・聞きます・提案します」の
会員満足向上運動を展開しています。 http://www.yanagawashishokokai.or.jp/

1316 社会福祉法人　福成会 久留米市
東京に行く際は、佐賀空港を活用いたします。
私たちは佐賀空港を応援しています。

かけがえのない尊厳ある人が集い、共に安らかに暮
らし、共に学び成長し、共に働き喜び、聖母マリアのよ
うにカトリックの愛の精神に根差した社会福祉の開花
を目指します。

http://www.fukuseikai.com/
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1317 中央警備保障(株) 佐賀市
１．出張での有明佐賀空港の利用率を50%から100%にします。
２．社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

責任をもって誠実に。
安全を求める社会の様々なニーズに応えます。

1318 久留米市老人クラブ連合会 久留米市
会員の皆様に佐賀空港の利用を勧めます。 高齢者の健康及び社会参加等を促進する団体です。

1319 植松翻訳事務所 大牟田市
関東地区出張のための移動には、必ず佐賀空港を利用します。

契約書、各種取扱説明書、webpage等の文書を英語
から日本語へ、日本語から英語へ翻訳します。正確さ
はもとより、誠実さをモットーに質の高い翻訳サービス
を提供します。

1320 久留米東部商工会 久留米市
会員へ佐賀空港を積極的に利用するよう勧める。

小規模事業者の経営相談、融資あっせん等、久留米
東部地域の振興発展

1321 (株)シンセイ 伊万里市
有明佐賀空港の利用を社員・周囲の方々へ呼び掛けます。 管・土木工事を中心に安全・誠実な施工に努めます。

1322 ホテル　春慶屋 武雄市
航空機利用の際には、優先的に佐賀空港の利用を行う。

武雄温泉街で唯一の展望露天風呂をお楽しみ下さ
い。 http://www.syunkeiya.jp/

1323 (株)Ａコープ九州 佐賀事務所 佐賀市
・東京への出張は可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

Ａコープ佐賀は、地元産・佐賀県産を優先し、国内農
畜産物にこだわるスーパーマーケットです。 http://acoop-saga-ja.jp/

1324
特典非営利活動法人　地球市民の
会

佐賀市
出張の際は、有明佐賀空港を利用します。また、上海やソウルから来訪される
方へ有明佐賀空港を積極的にご案内します。

私たちは「人、自然、社会の相互依存を十分認識し、
すべての命を慈しみ、強く、優しく、豊かに、美しく育て
る」という「地球市民運動」を活動理念とし、「循環・畏
敬・感謝・共生」をキーワードと捉えて活動していま
す。

http://terrapeople.or.jp/main/

1326 田主丸町商工会 久留米市
出張での有明佐賀空港の利用を勧めます。

商工会では、経営に関する不安や問題等を解決する
ために、いつでも皆様のお越しをお待ちしています。 http://www.tanushimaru.or.jp/

1327 西日本総合コンサルタント(株) 佐賀市
・東京出張は有明佐賀空港の利用率を原則１００％にします。
・社員への有明佐賀空港利用を勧めます。

当社は、1971年（昭和46年）の創業から40余年の歴史
を重ね、一貫して社会資本整備のために調査、測量
設計、ＧＩＳ、補償コンサルタント等のコンサルティング
業務を通じて、今日まで地域貢献してまいりました。21
世紀にはいり、社会の進展は一層加速されております
が、自然との調和のとれた豊かな地域づくりや生活環
境保全へのニーズの高まりなどに応えるため、当社
は、コスト縮減や高度情報化に即応し、タイムリーな
質の高いサービスの供給に努力してまいります。

http://www.nisicon.co.jp/

1328 佐賀商工振興協同組合 佐賀市
首都圏への出張は、有明佐賀空港を利用します！

借入斡旋、教育情報事業等の共同事業で会員事業
所をサポートします。

1329 (株)ライフプラスワン 柳川市
東京、中国出張の際、有明佐賀空港を利用します。

インテリア敷物、小物製品のデザイン企画、製造、販
売まで行っています。

1330 佐賀西信用組合 鹿島市

・東京出張の際に「有明佐賀空港」利用の100％を目指します。
・職員へ「マイエアポートクラブ」への入会を勧めます。
・職員へ出張時だけでなく、プライベートでの利用を勧めます。

地域経済の発展、地域内の中小企業や個人のみなさ
まの資金の円滑化に寄与し、地域社会の発展に貢献
できるよう日々努めています。

http://www.saganishi.shinkumi.jp/

1331 (株)玉有 有田町
○上海出張や、ソウル出張には、佐賀空港発着便を利用します。
○首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

新たな陶磁器製品の開発で、新たな市場にチャレンジ
しています！ http://www.gyokuyu.jp/

1332 (株)ユニティクス 筑紫野市
出張の際、佐賀空港の利用を推奨します。

弊社は計装・プロセス制御、ＦＡ自動化・生産管理、分
散設備向け遠隔監視など、各種システムの製作を得
意としており、有名食品メーカーやメガソーラー発電設
備など多数実績があります。

http://www.unitics.jp/

1333
三井金属エンジニアリング(株)　九
州支店

大牟田市

・出張で有明佐賀空港を利用していきます。
・社員に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行やプライベートでの利用を勧めます。

当社は、世界有数の非鉄金属メーカー三井金属鉱業
(株)のエンジニアリング事業部内を専門的に発展させ
るべく1964年に設立し、以来専業エンジニアリング会
社として、各種プラントのプランニング段階からプロ
ジェクト、マネージメント、操業指導、さらにメンテナン
スに至るまで一貫して手掛けている会社です。

http://www.mesco.co.jp
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1334 伊万里鍋島焼協同組合 伊万里市
来訪者の方に、佐賀空港の利用をすすめます ぜひ一度ＨＰをご覧下さい

http://www.imari-ookawachiyama.com/

1335 新九州測量設計(株) 佐賀市
社員の出張、研修、旅行などに有明佐賀空港の利用を勧めます。

当社は、技術を通して地域社会に貢献し、同時により
豊かな社会及び会社の構築を目指します。

1336 (株)コガヤ 佐賀市
首都圏への出張の際には、有明佐賀空港を利用します。

一番人気で佐賀のお土産としても喜ばれている旨辛
佐賀牛をはじめ、各種商品が有明佐賀空港でもご購
入いただけます。一度ご賞味ください。

http://kogaya.net

1337 佐賀県日中友好協会 佐賀市

毎年派遣している県及び地区の訪中団の内、最低１回以上は有明佐賀空港
を利用する。
訪問先の中日友好協会に対して、有明佐賀空港の利便性を広報する。
国内線東京方面は100％有明佐賀空港を利用する。

県内8地区の日中友好協会が、それぞれの地区は在
住する中国人との交流、友好訪問する中国人との友
好活動を通じて、相互理解を深めるとともに、8地区の
連合体として、県全体の友好活動の進展を図っていま
す。

1338 (株)精工コンサルタント 唐津市
・出張では、可能な限り佐賀空港を利用します。
・来訪者についても、積極的に佐賀空港の利用を促進します。

当社は、顧客に対して信用を得る業務の遂行をモッ
トーとし、社訓の三信の精神に則り、技術力の強化に
努め、社員一丸となり顧客の要求する成果品の提供
を行い、地域社会及び未来社会の発展に貢献し、同
時に会社の健全な発展と社員の生活向上を図りま
す。

http://www.seiko-con.com

1339 (株)ABF 筑後市

・佐賀空港利用率を35％から70％位に増加します。
・年2回の展示会をしてますので、来訪者の方には、佐賀空港利用を積極的に
案内します。

不況に負けない！！
再び元気な家具店へ復活！！

1340 (株)有明エンジニアリング 佐賀市
当社は、業務及び私用等において、利用を勧めます。

総合建設コンサルタント（測量、土木設計、地質調査、
補償）として時代に応じた技術開発を積極的に取り組
んでいます。

http://ariake-en.co.jp

1341 ロードメンテナンス(株) 佐賀市

・有明佐賀空港の利用率、100％を目指します。
・来訪者に関しても、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員及び家族への、有明佐賀空港の利用を勧めます。

「交通安全」という視点からハートフルな街づくり、住み
よい生活環境づくりに貢献します。 http://rmkk.jp

1343 福田脳神経外科病院 佐賀市
出張は積極的に有明佐賀空港を活用します。
社員旅行やプライベート旅行に活用するように勧めます。

軽症から重症までの脳神経外科の治療を、専門医と
優秀なスタッフでお届けしようという理想をもとに、この
地域のために何ができるかをいつも考えながら、みつ
めあう医療を進めています。

http://www.fukudansc.jp/

1344 (株)宮永産業 東京都
有明佐賀空港の利用を心掛け、お取引先にも利用を勧めます。 佐賀海苔を中心に美味しい海苔を販売

http://www.e-nori.com

1345 徳永陶磁器(株) 有田町

徳永陶磁器（株）は、中国及び東京に渡航する際は佐賀空港を利用します。
又、来社されるお客様に積極的に、佐賀空港及びリムジンタクシーの利便性
を発信します。

豊かな自然と、人情溢れる職人から作られる有田焼
を、現地に来て堪能してください。 http://kouraku.jp.net/

1346 筑後運送(株) 久留米市
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

地球に密着した総合物流事業者として環境保護に貢
献します。
創業以来、環境に配慮したモーダルシフトの鉄道輸送
を利用する輸送体制を基軸とし、全国の通運事業者
の協力を得て、お客様のお荷物を安全確実迅速に配
送すべく、努力を重ねてまいります。

1347 (株)朝倉海苔店 東京都
有明佐賀空港の利用を心掛けます。

業務用を中心に様々な海苔の加工、販売を行ってい
ます。 http://www.asakuranoriten.co.jp

1348 学校法人　久留米工業大学 久留米市
出張等の際は、積極的に有明佐賀空港を利用いたします。

学校法人久留米工業大学は、久留米工業大学、祐誠
高等学校、久留米工業技術専門学校、久留米自動車
学校を擁する総合学園です。昭和33年の創設から一
貫して「人間味豊かな産業人の育成」を建学の精神と
して、広く社会で活躍できる即戦力の人材育成に取り
組んでいます。

http://kougyoudaigaku.jp/

1349 内山緑地建設(株)　関東支店 千葉県
本社（福岡）出張時は、佐賀空港の利用回数を増やすよう努力します。 緑豊かな快適な環境づくりに取り組んでまいります。

1350 日本・バイオ(株) 東京都
佐賀工場と東京本社の往復はもちろん、会員の皆様にも有明佐賀空港をＰＲ
して佐賀空港の発展に寄与します。

佐賀の完全無農薬大豆を元に作られる乳酸菌生産物
質は21世紀における日本人の健康を一手に引き受け
ます。

http://www.nihon-bio.co.jp

1351 レンゴー(株)　鳥栖工場 鳥栖市
首都圏への出張は有明佐賀空港の利用を検討する

1909年に日本で初めて段ボールをつくったのはレン
ゴーの創業者・井上貞治郎。「段ボール」の名付け親
でもあります。鳥栖工場は九州全体の段ボール需要
に応えています。

http://www.rengo.co.jp
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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。

1353 (株)globe 久留米市
積極的に佐賀空港を利用。
そして、佐賀空港の便利さ・近さをみんなに広めます！！

フィリピン留学では、欧米留学に比べ1/3程度の費用
で英語留学が可能です。しかも、授業はマンツーマン
メインなので、短期でも大きな効果が得られます。1週
間からの短期留学も可能です。ビジネス英会話、
TOEICなどの試験対策、お気軽にお問合せ下さい。

http://philippines-ryugaku.com/

1355 (有)田中正造商店 東京都
来訪者の方に有明佐賀空港を推奨いたします。 東京・大森から美味しい海苔を！

http://www.nori-tanaka.com/

1356 (株)オプティム　東京本社 東京都
出張における有明佐賀空港の利用を積極的に推進します。

オプティムは、ビジネス向けスマホ・タブレットアプリの
マーケットリーダーです。佐賀の人々および世界の
人々がよりネットを簡単に安心して使うことのできる世
界を創造していきます。

http://www.optim.co.jp/

1357 (株)オプティム　佐賀本店 佐賀市
出張における有明佐賀空港の利用を積極的に推進します。

オプティムは、ビジネス向けスマホ・タブレットアプリの
マーケットリーダーです。佐賀の人々および世界の
人々がよりネットを簡単に安心して使うことのできる世
界を創造していきます。

http://www.optim.co.jp/

1358 (株)トワード　東京支店 東京都
積極的に佐賀空港を利用します。

物流において、お客様に価値あるサービス、喜んで頂
けるサービスを提供させて頂いています。 http://www.towardls.co.jp/

1359 宗教法人　高良大社 久留米市
時間が合えば有明佐賀空港を利用致します。 御参拝お待ちしております。

http://www.kourataisya.or.jp

1360 (株)森傳 千葉県
佐賀・福岡の海苔入札時に有明佐賀空港を利用します。 一般用・業務用の海苔を幅広く取り扱っています。

http://www.moriden.co.jp

1361 (株)八女特殊和紙 八女市

東京出張時の起点空港を福岡空港から佐賀空港に変更いたします。それにと
もない、佐賀空港の利用率を20%から80%に引き上げます。なお、佐賀空港の
利用促進のために、関係企業・経営者などに周知をおこなってまいります。

1984年創業、九州唯一の販促用ポケットティッシュ製
造工場。また、酒瓶・菓子箱用などに使用する、ちぎり
和紙の企画製造もおこなっております。地元製品・
サービスのＰＲに役立つよう、安定した良品のポケット
ティッシュ・ちぎり和紙を製造してまいります。

http://www.yametokusyu.com

1362 (株)グルメデリカ　九州工場 みやき町
・出張での有明佐賀空港の利用率を0%から10%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。

キューピーグループの一員として「安全・安心で美味し
い商品づくり」をモットーとしています。 http://www.goumet-delica.com

1363 (株)小善本店 東京都
有明佐賀空港を積極的に利用します。

海苔の仕入、加工、販売を一手におこなっておりま
す。 http://www.kozen.co.jp/

1364 医療法人　楠病院 久留米市
まずは一度でも有明佐賀空港を利用します

ここはいつもあったかい
利用者本位の地域医療を目指しています http://www.kusu.or.jp/

1365 (有)アルブ 久留米市
まずは一度でも有明佐賀空港を利用します

http://www.arubu.com

1367 本村製菓(株) 佐賀市
有明佐賀空港を利用します。

1368 日本通運(株)　佐賀支店 佐賀市
○首都圏への出張は、有明佐賀空港を利用します。
○社員のプライベート旅行について、有明佐賀空港の利用を推進します。

ロジティクスの全体最適を実現する日本通運の「総合
物流力」 http://www.nittsu.co.jp

1369 久留米印刷(株) 広川町
社員や来訪者の方々に有明佐賀空港の利用とマイエアポートクラブへの入会
を推奨します。

汎用帳票から複雑なオリジナル帳票までマルチにス
ピーディに対応いたします。 http://www.kurume-insatsu.co.jp

1370 (有)美川漢方堂 大牟田市
東京、上海、ソウル出張時には必ず佐賀空港を利用します。

漢方薬、朝鮮人参製品の販売、中国への日用品の輸
出

1371 三幸食品(株) 東京都

・農産物（特に大豆）取引に伴う、圃場視察、商談等の際、有明佐賀空港の利
用を心がけます。
・取引先や社員の旅行・帰省には有明佐賀空港の利用を勧めます。

東京　日本橋で創業65年を迎えた食品卸会社です。
取り扱い商品は大豆、雑穀、野菜、鶏卵、水産加工品
etc
安心できる食品を、心をこめてご提供すること。創業
半世紀を超え、時代が変わっても基本理念はかわり
ません。

http://sankou-s.co.jp/

1372 (株)萬坊 唐津市
佐賀地区従業員の東京方面出張の際の利用率を100％にする

佐賀県名物お土産「いかしゅうまい」の元祖
日本初の海中レストラン http://manbou.co.jp

1373 内山緑地建設(株)　君津事業所 千葉県
有明佐賀空港利用率を20％から80％に増加します。

内山緑地建設株式会社は全国に１３の事業所を持
ち、生産・設計・施工・管理の一貫した体制により、あ
らゆる緑化事業にお応えできる造園会社です。
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1374 (株)名尾庵 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する 昔なつかしい具だくさんの鶏めし

http://www.naoan.com

1375
日之出紙器工業株式会社 アート
パッケージセンター

筑後市
社員出張等の際、有明佐賀空港を利用致します。

当社は化粧箱、段ボール、その他全ての包装資材及
びデザインを組合わせて、お客様に最適の包装を提
案し、「喜んで頂けるパッケージ」の提供を目指してい
ます。

http://www.hinode-shiki.co.jp

1376 株式会社大慶 有田町
・有明佐賀空港利用率を10%から20%に増加します。
・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。

近年は、顧客のニーズに応え、自社オリジナルの機能
性に優れた製品の開発と販売に力を入れています。
これまでに複数の特許、意匠、商標を取得していま
す。

http://www.daikei-arita.jp

1377 (株)中島田鉄工所 広川町
社員の出張、お客様の来訪時に佐賀空港を積極的に利用します。

お客様のニーズに確実にお応えし、その最終製品が
やがて世界中の人々に貢献することを願いながら、私
たちは一台一台の機械に心を込めて生産していま
す。

http://www.nakashimada.co.jp

1378 日東燃料工業(株) ベニースーパー 東京都
九州佐賀国際空港をＰＲします。

平成16年に佐賀牛の取り扱い、拡販のご縁から、佐
賀県知事より「佐賀特産品おすすめの店」としての認
定を受けました。
東京にある数多くの食品スーパーの中でも随一の佐
賀県産商品がお求めいただけますのでどうぞ足をお
運びください。

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

1379 九三エンジニアリング(株) 佐賀市
出張、支所、打合せ等の首都圏への移動の際には、有明佐賀空港の利用を
推進致します。

今年、有明佐賀空港が有る川副町に移転するので、
益々利用しやすく、又、利用を勧められるアクセス地と
成ります。
LCC路線のおかげで、今迄以上に首都圏への移動が
便利に成りました。これからも利用者にやさしい空港
を望んでいます。

http://www.93eng.com

1380
公益財団法人　佐賀県健康づくり財
団

佐賀市
・首都圏へ上京する際は、極力、有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者には、極力、有明佐賀空港の利用を勧めます。

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。

http://www.saga.med.or.jp/saga_med/home/

1384 ペッツベスト少額短期保険(株) 東京都
出張の際は、有明佐賀空港の積極的利用に努めて参ります。

ペット保険の普及を通じて、人とペットの豊かな共生
社会の実現に貢献するとともに、盲導犬、聴導犬、介
助犬などの補助犬の育成、アニマル・セラピーの普及
およびペット・シェルターの開設などの社会貢献を推
進してまいります。

http://www.petsbest.co.jp

1385 (株)九州ダイエットクック 佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を80%以上にします。
・関連会社との往来は有明佐賀空港を利用します。
・首都圏、関西圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

外食産業、大手コンビニエンスストア向けの業務用食
材の他、九州一円のスーパーマーケット向けの惣菜を
製造しています。
お客様の満足の為に、安全・安心・高品質な製品を提
供する事は私たちの責務であり、より高い品質・サー
ビスを目指してたゆまぬ努力を続けています。

1386 (株)デリカフレンズ 筑後市
有明佐賀空港を応援し、利用を前向きに考えます。

安心・安全で美味しいおにぎり・弁当をコンビニ向けに
作っています。 http://www.delica-friends.co.jp/

1387 三愛プラント工業(株) 神埼市
積極的に利用します。

いい仕事をする会社を目指し、建築全般・エネルギー
施設の工事 http://www.san-ai-plant.co.jp/

1388 (株)ソクト 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率を10％から60％に向上します。
・首都圏からの来訪者、社員へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

地域密着をモットーにお客さまへ各種サービスを提供
いたします。
社名の「ソクト」は「すぐに」という意味を持つ佐賀弁の
「そくと」から来ています。お客さまからの声を聞き、適
切なサービスを「即と」提供いたします。

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

1389 (株)アスカ・コーポレーション 神奈川県
出張での有明佐賀空港の利用率を高めます。 日本一、お客様を大切にする企業です。

http://www.asuka

1390
(株)アスカ・コーポレーション　西日
本支社

基山町
出張での有明佐賀空港の利用率を高めます。 日本一、お客様を大切にする企業です。

http://www.asuka

1391 山口製茶園(株) 伊万里市
・ビジネスでの出張や個人的にも佐賀空港を積極的に利用します。
・周囲の方にも佐賀空港を勧めます。

日本茶専門店として味と品質にこだわり抜いた、風味
豊かな
伊萬里茶と伝統と美を誇る伊万里焼とのコラボ企画で
展開
しております。ほっとする美味しいお茶を届けたい思
いから、日頃より品質向上に心がけ、お客様のニーズ
に合わせたお茶の販売に励んでおります。

http://www.chakouan.com/

1392 (株)ガイアソリューション 東京都
佐賀の伝統工芸品の販路の育成と後継者の育成 農業（下関川棚温泉で畑3haの自然農法）

1393 佐賀県競馬組合 鳥栖市
職員が出張する際は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

九州で唯一の地方競馬場である佐賀競馬場は、緑豊
かで広大な敷地の中にあり、快適な気分で白熱した
レースが楽しめるレジャー施設です。
鍛えられた美しい馬体の競走馬の疾走する姿は、感
動と興奮、新しい驚きを体験させるものであり、競馬の
面白さ、醍醐味をぜひご体験下さい。

http://www.sagakeiba.net/

1394
(株)イケヒコ・コーポレーション　八代
支店

八代市

・本社⇔東京の出張も多く、極力、有明佐賀空港を利用します。
・上海（中国）出張時も有明佐賀空港を利用します。
・東京方面のお客様へも案内します。

国内イ草生産日本一の八代で「イ草」の良さを全国に
発信しています。
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1396
(株)イケヒコ・コーポレーション　大阪
支店

大阪府

・本社⇔東京の移動の際は、有明佐賀空港を利用します。
・中国（上海）出張時は、本社経由が多いため、有明佐賀空港を極力利用しま
す。
・お得意先様へも案内します。

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
(株)イケヒコ・コーポレーション

1397 鳥栖NOK(株） みやき町
佐賀空港周辺在住の社員に公私を問わず、佐賀空港利用を推奨します。

弊社は、総合部品の世界的トップメーカー「NOK株式
会社」の生産拠点のひとつとして、工業用ゴム製品の
供給のため、1973年に設立されました。お客様地域の
皆様と共に地域発展、社業発展に励んでいます。

1398 丸愛綿業(株) 筑後市
出張の際の佐賀空港利用率を20%から60%に増加します。
プライベートで行先・時間が合えば、積極的に有明佐賀空港を利用します。

タオルを中心に様々な繊維製品を取り扱っておりま
す。
その他にも非常に機能性の高いシャワーヘッドも現
在、輸入販売をいたしております。

http://www.aroma-sense.jp/

1399 (株)ニチノーサービス　佐賀事業所 上峰町
出張等での来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://www.nichino-service.co.jp

1400 （公財）佐賀未来創造基金 佐賀市
東京出張には必ず佐賀空港を利用します！

佐賀県で唯一の市民コミュニティ財団です！
地域のためにがんばります。よろしくお願いいたしま
す。

http://saga-mirai.jp/


