
281 (株)九州エルピー みやき町
利用可能な時は佐賀空港を利用する事により、佐賀空港を応援します。 平成22年度社訓　凡事徹底

http://www.kyushu-lp.ecnet.jp/

286 みやき町 みやき町
・職員の出張の際の有明佐賀空港利用率の向上を図ります。
・有明佐賀空港を町民にアピールし、利用を推進します。

はつらつのびる交流新都
http://www.town.miyaki.lg.jp

654 佐賀県書店商業組合 みやき町
・ 東京方面への出張では、都合の付く限り有明佐賀空港を利用します。
・ 来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

地域文化を担う　街の本屋さん
http://www1.bbiq.jp/sbooks/index.htm

875 (株)ツツミ みやき町
・ 東京出張の際には有明佐賀空港を利用します。
・ 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。

弊社は佐賀県内にDVDレンタル、コミックレンタル等の
レンタルショップ「グリーンウッド」を展開しています。地
域一番店になるべくスタッフ一同頑張りますので、応
援よろしくお願いいたします。

1012 山本石材(株) みやき町
・佐賀空港をなるべく利用します。
・職員旅行した場合、又、家族旅行の時は利用させて頂きます。

主に墓石、石製品を扱っています。殆ど中国で製作し
ています。大連の工場で作っていますので、主に大連
出張ばかりです。

1018 みやき町商工会 みやき町
出張や社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

事業所会員から「真に頼られる商工会」を目指し、「巡
回」の徹底、質的向上につながるような経営支援を積
極的に行うよう心がけています。

1084 みやき町議会 みやき町
県の発展の為に佐賀空港の利用を推進していく。

http://www.town.miyaki.lg.jp

1089 (株)東洋空機製作所 みやき町
佐賀県在住の社員に有明佐賀空港の利用を推奨します。

自動車整備、一般作業、土木建設用ツールのリーディ
ングカンパニーとして、高品質で耐久性に優れたモノ
づくりを実現し、各方面から高い評価を受けています。
総合メーカーとして、世界主要50ヵ国に製品を輸出し
ています。

http://www.toku-mfg.com

1245 日之出水道機器(株)　佐賀工場 みやき町
佐賀、筑後地区在住者の出張等で空港利用者には、佐賀空港の利用を推奨
します。

マンホール鉄蓋など鋳鉄の材料技術を活用した公共
構造物や産業機械等の製造を行っています。 http://www.hinodesuido.co.jp/

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

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。

1432 株式会社三川 みやき町

１．当社の関西以北の出張に当たっては、積極的に佐賀空港を利用します。
２．従業員の旅行・得意先の来訪については、積極的に佐賀空港の利用を勧
めます。

当社は、ダンボールの機械を通じ世界の物流に貢献
できる会社を目指しています。
また、当社は昭和２５年法人設立以来、６５周年を迎
えました。
当社のダンボール製造用機械の販路においては、九
州１割、関西・中部３割、関東以北が６割（以上国内８
割）です。更にアメリカ・ＥＵ・中国・台湾等への輸出
（以上海外２割）を行っております。
また、社是として「至誠一貫・独創開発・親和協力」を
掲げ、「身につけよう５Ｓ　成し遂げよう全員で　羽ばた
こう世界へ」を合言葉に従業員ひとり１人のモラル向
上を図っております。

http://www.mikawa.or.jp/

1444 大電株式会社　佐賀事業所 みやき町
出張での有明佐賀空港利用率の向上を図ります。

当事業所は電線・ケーブルの主力工場として、お客様
第一、品質重視を理念とし、絶えず良い製品づくりに
努めています。

http://www.dyden.co.jp/

1541 株式会社シマブン みやき町
・出張での有明佐賀空港の利用率を0％から30％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。

「誰にでも使いやすいユニバーサルデザイン商品」
当社は住宅、建材分野向けのユニバーサルデザイン
商品を開発しています。ノンスリップ樹脂製グレーチン
グ、トラップ付排水ユニット、ステンレス製鏡、ペーパー
ホルダーが主要製品です。長年、浴室等の樹脂製/ス
テンレスグレーチングや排水ユニットに対し、様々な仕
様用途に合わせて多数開発し、実績を重ねてきまし
た。
500種類を超える充実したラインナップとなっておりま
す。
お客様のニーズに合わせた個別対応も実施しており
ます。

http://shimabun.jp/

1733 株式会社荻野製作所九州工場 みやき町
本社への出張など関東方面で空路を利用する場合は、九州佐賀国際空港を
積極的に利用します。

NSK様より九州唯一の「ボールねじ軸端加工指定工
場」として認定されておりボールねじへの追加工やブ
ランク加工を行っております。

http://www.ogisei.com

1765 天吹酒造　合資会社 みやき町
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。

元禄年間より300年以上の歴史を持つ天吹は、佐賀
平野で収穫された酒米と、背振山脈のまろやかな伏
流水を原材料として、新しい感覚を持った蔵人たちの
手で、天吹ならではの美酒作りを追求しています。

www.amabuki.co.jp
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http://www.kmac-web.com/
http://www.fukushinoie.com/
http://www.azumaichi.com/
http://www.kurume-hotomeki.jp/
http://www.kourataisya.or.jp/
http://www.sagakeiba.net/
http://solon-saga.co.jp/
http://www.isuzu-kyusyu.co.jp/
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1896 株式会社クルール・ド・銀月 みやき町
・出張での東京方面の時は、九州佐賀国際空港の利用を宣言します。
・社員にも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。

四季折々の新鮮なフルーツや木の実を使ってまごころ
を込めて作ったお菓子を販売しています。 httｐ:www.gingetsu.jp

1928 有限会社三根自動車 みやき町
・積極的に佐賀空港を利用していきます。 軽自動車からバスまでレンタカーもやってます。

httｐ://www.minejidousya.com

1946 日本産業機械株式会社　佐賀工場 みやき町
・東京本社、横浜工場と佐賀工場との往来には、九州佐賀国際空港を利用し
ます。

カタログにない機械づくり。
９割以上が受注生産。
お客様が満足できる製品及び装置をつくります。

http://www.jim-ltd.com/

2013
株式会社　ピックルスコーポレー
ション西日本　佐賀工場

みやき町

・関東出張の際には、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・グループ内事業所において関東方面からの出張者には、九州佐賀国際空港
を利用するよう案内します。
・関東方面からのご来訪者様へは九州佐賀国際空港を利用頂くようご案内し
ます。

当事業所は九州産野菜を積極的に使用した浅漬け、
キムチ、総菜を製造しています。 https://www.pickles.co.jp/

2073 青木株式会社　九州営業所 みやき町 所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。

AOKIは創業以来、技術・ノウハウの蓄積に努め、時代
のニーズを的確に把握して常に最新鋭の設備・機器
の納入にお応えしてきました。現在では企画・製作か
ら輸出入にわたる広範囲な機能を発揮し、総合システ
ムコンダクターとして、各産業界のみなさまから多大な
評価をいただいております。

2106
農業生産法人　株式会社サガンベ
ジ

みやき町 首都圏からの来訪者に九州佐賀湖億歳空港の利用を勧めます。
通念を通して、美味しい有機野菜を、無農薬で栽培し
販売しています。

info@saganvege.com

2110 六田竹輪蒲鉾企業組合 みやき町 出張での九州佐賀国際空港の利用率を50%～80%にします。

創業明治20年
お客さまのえがおにささえられ
お客様のニーズに答えられる商品づくりを目指してい
ます

6ta-kamaboko.com

2250 日本特殊塗料株式会社 九州工場 みやき町
・出張や慰安旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
・他工場の社員へも利用を勧めます。

虹色に輝く塗料をお届けします。
ご用命はニットクへ。

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。

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！

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/

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

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/

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。

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。

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

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

http://ohs-web.com/
https://www.tenryu-saw.com/ja/
https://www.aktio.co.jp/
http://www.shida-hp.com/
mailto:info@saganvege.com
http://localhost/
http://localhost/
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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。

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。

2560 株式会社江頭モータース みやき町 出張および旅行では、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
地域のお客様に安心していただけるよう、自社指定工
場完備してます。
お車の事はお気軽にお問い合わせください。

2561 株式会社　ダイニチ みやき町
出張、旅行の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
また、関東から来られる取引先にも利用を勧めます。

私たちダイニチは、溶接を主体にモノづくりで
社会に貢献できる企業をめざしてまいります。

https://sagadainichi.com/

2580 合同会社　柳運送 みやき町 これからも積極的に九州佐賀国際空港を利用していきます。 みやき町で運送業を営んでおります。

http://localhost/
https://sagadainichi.com/

