
441 荒尾商工会議所 荒尾市
会員事業所に有明佐賀空港のＰＲを行い、マイエアポート宣言を推奨します。 企業を育て地域を伸ばす商工会議所

http://www.arao-cci.or.jp/

677 (株)ダルマックス 荒尾市

・出張での有明佐賀空港利用率80％を目指します。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員のプライベート利用についても利用促進を図ります。

当社は、消費者ニーズの多様化に対応し、素材を目
的に応じて使い分け、理想的な寝具づくりを目指し、
眠りを通じて健康で豊潤な人生を創造するお手伝い
を致したいと願っております。

http://www.darmax.co.jp/

719 第一製網(株) 荒尾市
私たちは有明佐賀空港を積極的に利用します！

網の総合メーカーです。
（海苔網・建設用安全ネット・ゴルフネット） http://www.seimo.co.jp/

775 三光(株)　荒尾工場 荒尾市
・出張の際、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

・ノーカーボン紙の顕色剤・ファックス用紙の増感剤
は、日本市場の占有率も高く、難燃剤等の特許権所
有会社。
・社会に貢献するという事で昭和34年より「三光育英
会（奨学金制度）」を実施。

974 安高金属工業(株) 荒尾市
中国への出張を佐賀空港を利用するようにします。

金属プレス加工でおもに自動車部品で金型より製作し
ております。 http://www.yasutaka.co.jp/

1022 荒尾市医師会 荒尾市
佐賀空港を積極的に利用します。
有明沿岸道路の荒尾（熊本）までの早期開通を！ http://www.arao-med.or.jp/

1028 荒尾市管工事協同組合 荒尾市
佐賀空港を使用しています。 荒尾市の水道事業は当組合員に！！

1030 (有)三和建設 荒尾市
会社より一番近い空港で利便性が良いので、出来る限り利用したいと思いま
す。社員に積極的に紹介したいと思います。

安全で安心な暮らしを応援します。

1042 荒尾市建設業協会 荒尾市
会員企業に佐賀空港の利用を勧めます。

1046 松永日本刀剣鍛錬所 荒尾市
出張の折はつとめて佐賀空港を利用致します。

お守り刀・嫁入短刀・記念刀　特別ご注文製作致しま
す。

1048 (株)中央環境管理センター 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

会社一丸となって、各自の能力、技術、職責を生か
し、たえず創意工夫をこらして、常にお客様及び地域
社会の要望をくみとり、これに素早く対応し、心から満
足、感謝していただく事をモットーにしております。

1049 (有)荒尾市清掃公社 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

私達は、素晴らしい一生を送るため、お互いに励まし
あい、目標をもって勉強し合い、お客様の快適な環境
作りをモットーにしております。

1050 中央設備工業(株) 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

「真心あるよい施工及び管理を提供し、顧客の信頼を
得る」
私達は、毎日の仕事で自分を磨き、ムリ・ムダ・ムラを
追放し、お客様の快適な生活に役立つよう努力してお
ります。

1051 (株)シティネット 荒尾市
出張等で交通機関を利用する際、佐賀空港を利用いたします。

私達は、礼儀礼節を大切にし、人格の向上に努め、お
客様のニーズに合わせた通信情報サービスを提供い
たします。

1055 小代焼　ふもと窯 荒尾市
東京へ出張の折は佐賀空港を利用します。

小代焼ふもと焼
400年の伝統を現代に生かした焼物

1067 荒尾市薬剤師会 荒尾市
福岡空港・熊本空港利用中の会員薬剤師に対して、有明佐賀空港への利便
性を勧めます。

荒尾市民病院前にある調剤薬局です。荒尾市内（調
剤薬局・病院勤務薬剤師）の事務局もあります。
会員薬剤師に連絡し、利用促進を呼びかけます。

1069 小岱焼　末安窯 荒尾市
東京へ行く時は、佐賀空港を積極的に利用します。

小岱山の土にこだわり、自然の力を借りて作陶し続け
ています。器づくりはその人となりがわかる仕事。作り
手の物のとらえ方、考え方、生き方は全て器から滲み
出てきますので常に真剣勝負です。それでも遊び心を
忘れずに、楽しく作っていますので、楽しく使っていた
だきたいとおもいます。

http://www.h3.dion.ne.jp/~shodai/

1071 豊建設工業(株) 荒尾市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

豊建設工業㈱では、公共工事・民間工事はもとより、
住宅事業部（ネクストホーム）として、熊本（光の森オ
フィス）、荒尾ショールームと筑後地区・県内（熊本）唯
一のレンガ造りの注文住宅を展開しています。又、耐
震住宅テクノストラクチャー工法や在来工法もおまか
せ下さい。
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1072 九州コンズトラクチャーズ協同組合 荒尾市
出張で有明佐賀空港の利用率を50%にします。

九州コンストラクチャーズ協同組合では、九州一円に
広く、中国及びベトナム等の国々から技能実習生の受
入を行っています。又、太陽光発電普及事業を国内は
もとより、韓国・中国のメーカーと協同で行っていま
す。

http://kcca.weblike.jp/

1083 荒尾自動車興業(株) 荒尾市
出張時は積極的に佐賀空港を利用します。

くるま生活おまかせください！
全メーカー取扱い、保険、車検、修理、板金塗装
気になる点は遠慮なくおたずねください。

http://www1.ocn.ne.jp/~arao/

1085 (株)荒尾リサイクル 荒尾市
社員に対し、有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

1086 (株)石崎商店 荒尾市
社員に対し、有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

建設・解体現場

1087 荒尾鉄工団地協同組合 荒尾市
関東圏の航空機利用の際は、有明佐賀空港利用を推進致します。

昭和45年の発足以来、多くの人々、企業との信頼の
輪を広げ、今日に至っています。

1096 (有)有明トーヨー住器 荒尾市
佐賀空港を積極的に利用する事を誓います。

我が社は少人数でありますが、自社工事でよりお求め
やすい価格でお客様に住宅サッシ販売、エクステリア
施工などを提供しております。

1121 医療法人藤杏会　伊藤医院 荒尾市
佐賀空港を地域活性化のため利用致します。 住み慣れた地域で安心できる医療を目指します。

http://www14.plala.or.jp/tokyokai/

1147 社会福祉法人杏風会　白寿園 荒尾市
職員の東京方面への出張に荒尾市から近い有明佐賀空港を利用します。

白寿園は、昭和47年5月の開園以来、多くの地域の
方々に支えられ、現在でもボランティアや実習生、子
供達と世代を超えて集い寄れる施設として活動してい
ます。
また、清潔で明るい家庭的な雰囲気づくりを目指し、
在宅に近い生活の継続を心がけています。

http://www.hakujuen.jp/

1217 荒尾市歯科医師会 荒尾市
東京に行く際は積極的に使用します。

1218 ふみ歯科医院 荒尾市
東京に行く際は積極的に使用します。

1253 医療法人洗心会　荒尾中央病院 荒尾市

△出張での有明佐賀空港利用を勧めていきます。
△職員に有明佐賀空港マイエアポートクラブ入会を推奨します。
△職員旅行での有明佐賀空港利用を互助会旅行委員に推奨します。

系列病院・施設等とともに高齢者医療・精神医療・介
護保険事業を荒尾・大牟田地区において総合的に展
開しています。
当院は高いリハビリテーション機能と透析病棟まで備
えて、地域の高齢者医療の一翼を担っています。

http://www.senshinkai.or.jp/chuoh/

2055 株式会社アトム精密 荒尾市
国内及び海外出張時には、九州佐賀国際空港を積極的に利用したいと思い
ます。

「No」と言わない「ものづくり」をモットーに事業活動に
取り組んでおり業界を問わず、半導体から食品まで幅
広くお客様のニーズに対応しています。

2187 株式会社 山本製作所 荒尾市 出張での佐賀空港の利用率を０％から５０％にします。 www.syc-group.jp

2191 共立機械製作所株式会社　荒尾工場 荒尾市 本社出張の際の利用率を１０％程度を目標とします。
精密加工を得意とします。
アルミから、ステンレス、鉄、マグネシウムの加工も出
来ます。

http://www.ky-kikai.com

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

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

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/

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。

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。

http://www.h3.dion.ne.jp/~shodai/
http://www.dankk.co.jp/
http://www1.ocn.ne.jp/~arao/
http://www.town.miyaki.lg.jp/
http://www.oncri.com/
http://www.kurume-matsuoka.or.jp/
https://www.hosso.ed.jp/
http://www.syc-group.jp/
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2565 一般社団法人　荒尾市観光協会 荒尾市 佐賀空港を積極的に利用します。 荒尾の魅力を情報発信しています。 https://arao-kankou.jp/


