
301 (株)チクホー 久留米市
出張は佐賀空港を利用します。

http://chikuho.co.jp

579 鶴祐介コンサルティング事務所 久留米市
佐賀空港を積極的に利用する 企業生産物流システム構築支援事業

641 (株)杜の蔵 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。

「独自の旨さの創造」をテーマに、地元産の原料と職
人の技にこだわる酒造りを究め続けています。 http://www.morinokura.co.jp/

650 旭菊酒造(株) 久留米市
まずは有明佐賀空港から搭乗してみます！

明治33年創業。朝日のように勢いのある切れのよい
酒を願って「旭菊」あさひきく と命名。
社長自ら杜氏として手造りのこだわりの酒を造ってい
ます。平日は見学もできます。

http://asahigiku.com/

686 (株)石の山本 久留米市
現在、福岡空港100％ですが、これからは50％は佐賀空港を利用します。

墓石の販売、施工から、墓地の開発、供給までを行っ
ています。 http://www.inori.co.jp/

700 (株)松尾商会 久留米市
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します。

マンションや個人住宅用の室内用アルミアルミ扉等の
金物を製造販売しています。

770 久留米南部商工会 久留米市
出張での有明佐賀空港の利用を勧めます。

798 田中製麺 久留米市
まずは、一度でも有明佐賀空港を利用してみます。

麺匠　田中の3つのこだわり
原料：原料粉のもつ良質の澱粉質をついきゅうしまし
た。海水に最も近いミネラル・バランスのとれた天然塩
（九州五島灘の塩）使用。
製法：24時間かけじっくりと低温熟成乾燥させました。
魂　：美しい麺をお客様に提供したり真心を込めてい
ます。

http://www.tanakaseimen.com/

837 (有)丸富 久留米市
・ 東京方面への出張は、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・ 東京方面からの来訪の方へ有明佐賀空港を積極的にご案内します。

美味しく健康で安全な野菜・果物作りを応援し、食を
守り続けていきます。
家庭菜園でおいしい野菜・果物に「天地の恵み」をご
使用ください。

906 合名会社　山口酒造場 久留米市
上海へ行くときは佐賀空港を利用します。

九州一の大河 筑後川の伏流水で仕込む銘酒「庭の
鶯」醸造元、山口酒造場は創業1832年、創業者や失
人たちの精神を受継ぎ、時代にふさわしい酒造りを目
指します。

http://niwanouguisu.com/

932 (株)東和コーポレーション 久留米市
・出張での有明佐賀空港の利用率を3%から10%にします。
・社員に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。

私たち東和コーポレーションは作業用手袋のトップ
メーカーの一つです。日本の農業、工業をはじめ、家
庭・医療まで幅広く「手」を使う仕事を支えています。

http://www.towaco.co.jp/

978 久留米市 久留米市
佐賀空港の利用促進のため、ポスターの掲示や時刻表の配布など、来庁され
る方々へのＰＲ活動に努めます。

水と緑の人間都市　久留米
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/

988 (株)ユーカス 久留米市
出張時の有明佐賀空港の利用率向上（50%以上）を目指します。

"EUPHORIC&CASING"（幸福を包み込む）に由来する
社名は、人を優しく包み込む大きな包容力のある企業
でありたいという私たちの願いと、ソファの特徴が託さ
れています。

http://www.eucas.jp/

1037 (株)志岐蒲鉾本店 久留米市
出張での有明佐賀空港の利用率を50%から80%にします。

お土産・お祝いの引出物・贈り物に最適です。
大川の味、志岐の蒲鉾

1109 (株)ムーンスター 久留米市

・出張者及び首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めることによ
り、地域の活性化に努めます。
・東京便を年間20回以上利用する事を目標とします。

フットコンフォートカンパニーを宣言！
足の快適をお約束する会社として、大切に一足一足、
心を込めて靴をつくり、皆様に元気をお届けします。

http://www.moonstar.co.jp/

1151 久留米自動車学校 久留米市
佐賀空港の利用促進のため、来校される方に佐賀空港の利用をすすめます。

"車・バイク"の免許取得を目指すならサポートが万全
の久留米自動車学校へ！
□取得できる免許：普通自動車、中型自動車、大型自
動車、普通自動二輪、大型自動二輪
□その他各種講習：原付講習、高齢者講習、企業研
修

http://www.kurume-ds.jp/

1165 専修学校　久留米ゼミナール 久留米市

１．中国出張時、佐賀⇔上海線の利用率を現在の50%→80%にします。
２．中国からの大学・高校生修学旅行団を上海→佐賀線に全て導入します。
３．本校教職員の中国その他・ベトナム等出張時、佐賀→上海線→（香港）等
にします。

・アジアからの留学生約300名在籍
・外国人研修生への日本語授業・日本事情教育
・外国人社員へのビジネス日本語教育　等

http://www.kusemi.ac.jp/
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1200 久留米報国自動車(有) 久留米市

有明佐賀空港を「マイエアポート」として積極的に利用していきます。
首都圏からの来訪者や近隣諸国に行かれる方に有明佐賀空港の利用を勧め
ます。
福岡県の南西部の方々にもタクシーをご利用頂き、便利で近い「有明佐賀空
港」を利用して頂けると思います。

お電話一本でお客様のご希望に迅速に対応し、より
安全で、より便利に、より快適を追求したタクシーをご
利用ください。介護タクシーもご利用頂けます。

1201 久留米西鉄タクシー(株) 久留米市
東京出張は佐賀空港を積極的に利用します。

安全を第一とした運行に努め、お客様に“あんしん”
“かいてき”“ときめき”を提供し、地域の皆様に選んで
頂けるサービスを実践します。

http://www.nishitetsu.ne.jp/taxi_kurume/

1202 安全タクシー(有) 久留米市
佐賀空港の利用を増やします。

久留米市内でタクシー、代行運転を24時間営業してお
ります。保険代理店

1203 冨士タクシー(有) 久留米市
佐賀空港の利用客増加に積極的に協力します。
社員の出張などでは佐賀空港を利用します。

久留米市内でタクシーと代行運転を24時間営業して
おります。

1204
第一タクシー(有) （冨士タクシーと
同一）

久留米市
佐賀空港を社員、取引き先に勧めます。 久留米市内でタクシーを運行しております。

1205
吉川タクシー(有) （冨士タクシーと
同一）

久留米市
佐賀空港の利用率を高めます。 24時間タクシーと代行運転を行っております。

1206 寿タクシー(有) 久留米市
来社の来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。 安全タクシーグループとして営業しております。

1208 スマイルカンパニー(株) 久留米市
東京行は佐賀空港を利用します。

当社は久留米市内で不動産の管理、賃貸業を行って
おります。

1209 川島交通自動車(株) 久留米市
首都圏からの来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

大正13年創業以来、長い間久留米市民に愛されてい
る会社です！小型タクシーはもちろんの事、ジャンボ
タクシー、中型タクシー、福祉タクシーなどお客様の
ニーズに合わせたタクシーを取り揃えております。

http://www.kawashima-taxi.com/

1210 久留米タクシー(株) 久留米市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します

ジャンボタクシーで皆で一緒に楽しい旅行
福祉タクシー（リフト車）も利用可能

1211 旭タクシー(株) 久留米市
社員旅行で有明佐賀空港を利用します

ジャンボタクシーで皆で一緒に楽しい旅行
福祉タクシー（リフト車）も利用可能

1213 医療法人松岡会　松岡病院 久留米市
職員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

出会い・信頼・支援
（私たちは人と人との出会いを大切にし、心をこめた
愛情あふれる治療や支援を心がけます）

http://www.kurume-matsuoka.or.jp/

1216 西日本観光タクシー(有) 久留米市
・友人、知人に佐賀空港利用のメリットを話します。
・飛行機利用時は、佐賀空港を利用致します。

久留米市の中心に本社、営業所を構え、又、西町、荒
木、高良台にも営業所を配置しています。
久留米市周辺の観光も致します。

1223 久留米ワシントンホテルプラザ 久留米市
東京方面から出張されるお客様に有明佐賀空港をご案内致します。

市街地の中心 明治通り沿いに位置し、観光にもビジ
ネスにも最適です。朝食は無料で焼きたてパン、挽き
たてコーヒー、2種類のジュース、3種類のスープ、味
付けゆで玉子をセルフサービスでお楽しみいただけま
す。

http://kurume.washington.jp/

1224 池亀酒造(株) 久留米市
佐賀空港の利用を増やします。

明治8年創業。伝統の技と独自の技術で個性的な商
品造りを行う酒蔵です。黒麹で仕込んだ日本酒、ゼ
リー状の梅酒などめずらしくて美味しい商品を限定製
造しています。

http://ikekame.com/

1225 福岡県筑後地区タクシー協会 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1226 久留米市タクシー協会 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1227 ＪＲ久留米駅構内タクシー協議会 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

http://www.ogawa-m36.com/
http://www.siroisi.com/
http://www.kinpodo.co.jp/
http://www.nishitetsu.ne.jp/taxi_kurume/
http://www.kawashima-taxi.com/
http://www.kyowatrading.co.jp/
http://umezu-dent-oms.cihp.jp/
http://kurume.washington.jp/
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1228 九州タクシー無線協会筑後支部 久留米市

○公共交通機関としての社会的責務を果たす。
○タクシー事業の適正化及び活性化を図る。
○タクシー無線デジタル化を完全移行推進。

タクシーは地域社会の安全と安心に貢献します。

1231 (株)丸栄紙管 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用し、東京からの来訪客にも勧めます。

紙管及び丸筒容器の製造を致しております。
丸筒容器は、酒類、菓子等に利用され、その高級感
が好評です。

1235 ムーンスター労働組合 久留米市
首都圏への利用については、有明佐賀空港利用を推進します。

1236 (株)リード刃物 久留米市
積極的に佐賀空港を利用します。 特殊刃物製造1本から注文受けます。

http://lead-hamono.com/

1241
公益財団法人　久留米観光
コンベンション国際交流協会

久留米市
ポスター、チラシを窓口に設置し、来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

「出会い語らい夢織るまち　久留米」
私たちがお手伝いします。
観光、イベント、コンベンションのご相談は、公益財団
法人　久留米観光コンベンション国際交流協会まで

http://www.kurume-hotomeki.jp/

1242 大川三潴薬剤師会 久留米市
大川三潴薬剤師会では、近くて便利な佐賀空港を利用することを会員及び薬
局内従業員に推奨することを宣言致します。

公益社団法人日本薬剤師会の趣旨にのっとり、福岡
県薬剤師会の地区薬剤師会として、大川市、三潴郡
大木町、久留米市三潴町、久留米市城島町に所在す
る薬局、薬剤師から構成されています。公衆の厚生福
祉の増進に寄与するため、又、薬剤師の倫理的学術
的水準の向上と事業の進歩発展を図ることを目的とし
て、日々、活動しています。

1246 アサヒ労働組合 久留米市
組合員の皆様に佐賀空港の利用を推進します。

1248 医療法人白壽会　安本病院 久留米市
東京方面に行く時は積極的に佐賀空港を利用します

日本医療機能評価機構認定病院
医療法人白壽会　安本病院
内科・外科・消化器内科・人工透析内科・リハビリテー
ション科

http://www.yasumoto.or.jp/

1252 久留米商工会議所 久留米市
・会員事業所への有明佐賀空港利用のメリットをＰＲします。
・出張で有明佐賀空港の利用をすすめます。

「小さな企業の大きな元気～行動する商工会議所」を
スローガンに、商工業者の経営革新やまちづくり、観
光振興等にアグレッシブに取り組んでいます。

http://www.kurume.or.jp/index.shtml

1254 (株)栄電舎 久留米市
出張時の有明佐賀空港利用率ＵＰを目指します！！

～次世代を創るエンジニア魂～
生産工場のシステム設計、ソフトウェア開発、製作、設
置工事・試運転、メンテナンスまでトータルにプロ
デュースします。

http://www.eidensha-group.com/

1255 東横イン西鉄久留米駅東口 久留米市
東京に行く機会のある時は積極的に佐賀空港を利用します。

佐賀空港より60分。歴史と観光の街へのクロスポイン
ト☆花と水の街　久留米。また来たくなる…女将のい
るビジネスホテル

http://www.toyoko-inn.com/

1256 グループホーム　さくら苑 久留米市
東京へ出向く際には、佐賀空港を利用します。

認知症になっても、その人らしい生活が出来る様、応
援します。

1257 ホテルニュープラザ久留米 久留米市
首都圏より出張で来られたお客様に有明佐賀空港の利用をご提案致します。
（当ホテルフロントにて）

ホテルニュープラザ久留米は、福岡県南最大級のホ
テルで、宿泊・レストラン・会場を備えた総合ホテルで
す。
そして、ご宿泊のお客様には、朝のパン・コーヒー・
スープを無料で提供させていただいております。

http://www.newplaza.net/

1259 久留米絣縞卸商協同組合 久留米市
東京方面への出張等、有明佐賀空港をできるだけ利用します。

国の重要無形文化財に指定され、伝統的工芸品であ
る久留米絣を取り扱う卸商の組合です。

1260 久留米自家用自動車協会 久留米市
東京出張の場合は、佐賀空港を御利用し、職員にも奨励致します。

1262 久留米ステーションホテル 久留米市
首都圏、上海からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

ＪＲ久留米駅から徒歩1分。アクセス良好です。観光、
ビジネスなどに大変便利にご利用頂けます。皆様の
お越しをお待ち致しております。

http://ksth.com/

1264
一般社団法人　福岡県自動車整備
振興会

久留米市
便があえば積極的に有明佐賀空港を利用します。
会員に有明佐賀空港の利用を勧めます。

カーライフを守る「ＦＡＳの向上」
http://www.fas.or.jp/

http://ikekame.com/
http://www.sanematu.co.jp/
http://www.shoutou.com/
http://www.yasumoto.or.jp/
http://www.city.yame.fukuoka.jp/
http://www.kurume.or.jp/index.shtml
http://www.senshinkai.or.jp/chuoh/
http://www.toyoko-inn.com/
http://www.newplaza.net/
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1267 社団法人　久留米医師会 久留米市
出張の際には有明佐賀空港を利用します。 事業を通じて、市民の方々へよりよい医療を提供する

http://www.kurume-med.or.jp/

1270 久留米建設業協同組合 久留米市
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します。

1271 久留米市土木協同組合 久留米市
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します。

1273 福岡県行政書士会くるめ支部 久留米市
支部研修旅行には、有明佐賀空港を利用します。
支部会員にも有明佐賀空港の利用をすすめます。

1281 内山緑地建設(株) 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

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。

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

1282 ビコム(株) 久留米市
首都圏に出張時は、つとめて佐賀空港を利用します。
来訪者に、佐賀空港の利用を勧めます。

鉄道ファン向けのソフトは全国から高い評価を受けて
おり、沖縄等の風景ソフトは、4年連続でブルーレイ大
賞を受賞しております。

http://www.vicom.co.jp

1285 久留米造園建設業協同組合 久留米市

・組合員へ有明佐賀空港利用のメリットをPRします。
・組合視察研修および組合員各社の親睦旅行等、積極的に利用を推進しま
す。

平成元年に市の公共工事を行う造園業者で法人とし
てスタートした団体で、久留米市の「水と緑の都市久
留米」の基本理念に沿うよう組合員やその従業員の
造園技術の向上を図り、市の緑化について様々な提
案をしております。また、台風などの災害時の協力
や、平成10年より「久留米みどりの市民会議」事務局
を引き受けて、市民に緑化啓発を促すため緑の祭典・
花と緑の教室・花いっぱい運動など各種事業を行って
おります。

http://kurume-zk.jp/index.html

1290 福岡県久留米地区LPガス協会 久留米市
有明佐賀空港利用を勧めます。

加盟販売店は「安全に」「継続的に」「経済的に」LPガ
スを供給します。「あなたの街のガス屋さん」をめざし、
安心で快適な暮らし作りのお手伝いをさせていただき
ます。

1291 (一社)久留米三井薬剤師会 久留米市
近くて便利な佐賀空港を利用することを勧めます。

日本薬剤師会並びに福岡県薬剤師会との連携のも
と、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬
学及び薬業の進歩発展を図ることにより、地域住民の
健康な生活の確保・向上を目的として活動しておりま
す。

http://www.kmpa.or.jp/

1292 ムライケミカルパック(株) 久留米市

・業務出張の際は、有明佐賀空港の利用を優先するように心掛けます。
・取引先等へも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員や家族の帰省や旅行の際には有明佐賀空港の利用を勧めます。

スレート・金属・コンクリート等屋根や外壁への遮熱・
断熱塗料の製造及び販売・施工を行う会社です。他に
抗菌塗料等幅広く取り扱っております。環境を重視し
アスベスト飛散防止処理工事やダイオキシン除染工
事も行う特定建設業でもあります。

http://www.murai.co.jp

1300
社会医療法人　雪の聖母会　聖マリ
ア病院

久留米市
業務出張および教育出張時に、積極的に有明佐賀空港を利用します。

福岡県南部、佐賀県東部の住民の皆様が、安心して
医療等を受けていただくため、カトリックの愛の精神の
もと、救急医療、周産期医療、小児救急医療、災害医
療を行っています。

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/

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/

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/

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/

http://ksth.com/
http://kogakiyo.com/
http://www.kurume-med.or.jp/
http://www.rockpaint.co.jp/
http://www.chlorella.co.jp/
http://www.jihoken.co.jp/
http://www.st-mary.ac.jp/
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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。

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

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/

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。

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/

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/

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

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

1433 有限会社ヒサシ通商 久留米市
・東京方面の出張には、佐賀空港の利用を優先します。
・東京方面からの来訪者には、佐賀空港の利用をPRします。

弊社は全国でも数少ない酒米に特化した精米加工会
社です。大吟醸酒の精米を得意とし、毎年国税局主
催の「全国新酒鑑評会」においては、弊社の酒米を使
用した酒造メーカーの7割強が入賞しているという実
績を誇ります。

1472 株式会社東洋硬化 久留米市
・中国行きの際の有明佐賀空港利用率を50％から80％に引上げます。
・東京・ソウル・上海方面航空便利用者に、有明佐賀空港をＰＲします。

破損・摩耗した機械部品を硬質クロム鍍金・ニッケル
鍍金・溶射加工等により再生し、さらに真空成膜技術
によって高機能化・高付加価値化を図ります。

http://www.toyokoka.com/

1495 株式会社ヴァンテック 久留米市
近隣の空港として、今後活用させていただきます。

西暦2000年に電子機器の企画、開発業務にて会社を
設立し、現在は多種多様な電子機器（通信、医療、産
業機器、その他）の企画、設計から製造までを社内に
て対応いたします。

http://www.vantec2000.com/index.html

1496 イケショウ株式会社 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

環境保全の源である森林を資源とし、複雑化・高度化
するニーズへの対応を考え、人に優しく、地球に優し
く、豊かなものづくり、社会づくりに貢献する企業を目
指します。

http://ikeshou-group.co.jp/

1516 青木天満宮 久留米市
出張の際、有明佐賀空港を利用します。

鐘崎三郎、武田東山の墓がある。
災難除の神様として信仰をあつめている。 http://aokitenmangu.jp/

1518 有限会社アローネット 久留米市
駐車場の設備・広さ・会社からの距離を考えても立地条件がよく、今後有明佐
賀空港を利用します。

お客様のお気持ちになって、信頼が安心につながり、
末永いおつき合いを目指します。

1521 TRM株式会社 久留米市
・東京方面への出張は有明佐賀空港を積極的に利用します。
・社員に有明佐賀空港利用を推奨します。

損保・生保取扱代理店です。久留米市の他、大川市・
八女市にも営業所を構えております。 http://trm1184.jp/

1526 ニッカ化成株式会社 久留米市
社員に有明佐賀空港の利用を推進します

ポリエチレンフィルムの製造・販売を行っております。
弊社の製品は食品分野をはじめ農薬・水産・土木建
築産業、そして一般家庭用品と幅広い分野にご利用
戴いております。
暮らしの中の『つつむ』に真心を込め、お客様に満足し
て戴ける商品の開発に取り組んでおります。

https://www.nikka-kasei.co.jp/

1534 平塚整骨院 久留米市
佐賀空港への利便性を来院された方に伝えます。

http://www.yanagawashishokokai.or.jp/
http://www.syunkeiya.jp/
http://www.fukudansc.jp/
http://kouraku.jp.net/
http://www.nihon-bio.co.jp/
http://www.optim.co.jp/
http://www.yametokusyu.com/
http://www.goumet-delica.com/
http://www.chardonnay.co.jp/
http://www.c-godo.co.jp/index.html
http://www.miz-pharmacy.co.jp/
http://satoh-lumber.co.jp/
http://www.yamaguchi-kk.co.jp/
http://www.sgc-air.co.jp/
http://www.matsudakagu.co.jp/company/
http://www.toshin.shinkumi.jp/
http://yrc.kouhoukai.org/
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1540 田中藍株式会社 久留米市

・出張での有明佐賀空港の利用率を10％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。
・得意先等に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の個人旅行に有明佐賀空港の利用を勧めます。

創業は明治20年で今年128年目の化学品等卸売業で
す。
営業拠点は国内7ヶ所、海外4ヶ所で、仕入先約1,200
社、販売先約1,600社を有し、売上高は九州随一を誇
る。
企業理念は、「お客様のために、お客様とともにサー
ビスプラスワンを」をモットーとしている。

http://www.tanakaai.co.jp/index.html

1560 龍精密工業株式会社 久留米市
東京出張の際は佐賀空港を利用し、利用率を10％から50％に増加します。

木工用刃物の製造・研磨を行っております。刃物でお
困りの際は、弊社へご一報下さい。
又、昨年レーザー加工機を導入致しました。色々な素
材、形状の加工を行っております。ご興味があられる
方、是非ご一報下さい。

http://www.ryuseimitsu.co.jp/index.html

1576 伊藤産業株式会社 久留米市
首都圏出張の際は有明佐賀空港を積極的に利用します。

業務用厨房機器の販売・設置をしております。
また厨房の設計・空調工事・ダクト工事なども行ってお
ります。
飲食店の設備のことなら何でも相談に応じます。

http://www.ito-sk.co.jp/kanei/

1580 株式会社久留米鉄工 久留米市
関係者各位に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

1610 有限会社お茶の石松園 久留米市
佐賀空港を少しでも利用させて頂く様努力するつもりです。 地場の八女茶を主に卸及び小売販売

http://www.ishimatsuen.com/

1634
株式会社スポーツテクノ和弘九州
支店

久留米市
社員が東京方面へ出張する際は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

地球にやさしいスポーツ施設づくりにチャレンジし続
け、日本の大地にたくさんの幸せを咲かせます。 http://www.st-wako.com/index.html

1645 株式会社テックアイ 久留米市
九州佐賀国際空港を知ることから始めます。

クリーンな環境づくりを目指し、日々進化する事業所
です。 http://tech-i.co.jp/

1647
大和ハウス工業株式会社 久留米
支店

久留米市
首都圏への移動には、公私共に九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進し
ていきます。

私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」とし
て、お客様と共に新たな価値を創り、活かし、高め、人
が心豊かに生きる社会の実現を目指します。そして、
お客様一人ひとりとの絆を大切にし、生涯にわたり喜
びを分かち合えるパートナーとなって、永遠の信頼を
育みます。

http://www.daiwahouse.co.jp/

1649 ドリームスエフエム放送株式会社 久留米市
社内スタッフ全員に佐賀空港の利用を呼びかけて参ります。

筑後・佐賀エリアに向けて周波数76.5MHzで地域の生
活情報を発信しています。ドライブなどのお供にぜひ
お聴き下さい！

http://www.dreamsfm.co.jp/

1654 株式会社ジーノ 久留米市
東京への出張、中国への出張の際には佐賀空港を利用します。
首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

大学病院等の医療機関、臨床検査センター向けのプ
ラスチック消耗品の製造・販売を行っています。 http://gino.jp/

1665 井上籃胎漆器株式会社 久留米市
可能な限り九州佐賀国際空港を利用するように心掛け、利用者の立場で実感
した九州佐賀国際空港の利便性・優位性のＰＲに努めます！

～創業１００余年～　井上らんたい漆器は、地元の真
竹を使い久留米で製作した日本製籃胎漆器の店。
逸品と呼ぶにふさわしいこだわりの品をお届けしま
す。

http://www.inouerantai.jp/index.html

1667
アクサ生命保険株式会社　久留米
営業部

久留米市

・社員および社員の家族や友人・知人に九州佐賀国際空港の利用を勧めま
す。
・出張時には、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

全国の商工会議所共済制度の引受をさせていただい
ております。商工会議所会員事業所の福利厚生の充
実のため、精進努力いたしております。

http://www.axa.co.jp/

1673 合資会社若竹屋酒造場 久留米市

中国出張の際は、原則九州佐賀国際空港を利用します。
出張の際の九州佐賀国際空港利用率７０％を目指します。
また、社員の個人的な利用も勧めます。

創業元禄12年（1699年）と筑後地方では最も古い蔵の
一つです。築300年以上の土蔵では試飲ができ、築
200年の母屋では週末に食事ができます。

http://homepage3.nifty.com/wakatakeya/index.htm

1675 井樋建設株式会社 久留米市
有明佐賀空港を積極的に利用します。

当社は、お客様に永きにわたり使っていただく建造物
を創る仕事であることを自覚し、誇りを持って誠実に仕
事に取り組んで参ります。

http://www.ibikensetsu.co.jp

1677 株式会社Booksあんとく 久留米市
東京方面から来訪される方へ有明佐賀空港を勧めます。

本・CD等のメディア商品の販売や映像・音楽等のメ
ディアレンタルを通じて《地域と共に発展する店づくり》
をスローガンに地域になくてはならない店、情報発信
基地を目指している複合店舗です。

1681 吉金菓子舗 久留米市
佐賀空港を利用します。

創業明治８年　水天宮お守り菓子のいつもじ・タイヤも
なか・かすりまんじゅう・久留米のおみやげに最適！

1683 瑞輝科学生物株式会社 久留米市
出張の際には九州佐賀国際空港の利用を推進します

次の世代のために今、私たちができること。地球上に
生きるさまざまな生物たちは、今の環境をどう感じて
いるのか。私たちは最新のバイオテクノロジーを通し
生物たちの声に耳を傾け、その声を伝えていきたいと
考えています。

http://www.yorokobi-f.com/
http://www.shoufuukai.or.jp/main/
http://www.aisel.ne.jp/
http://www.ito-sk.co.jp/kanei/
http://www.maruta-m.co.jp/
http://stf.or.jp/top/index.php
http://leverages.jp/
http://tech-i.co.jp/
http://www.dreamsfm.co.jp/
http://www.tomei-g.co.jp/child.html
http://www14.plala.or.jp/yoshiistudio/
http://www.hosp-yame.jp/
http://homepage3.nifty.com/wakatakeya/index.htm
http://www.honda-logistics.co.jp/
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1685 株式会社ウィルエージェンシー 久留米市
出張の時は佐賀空港を利用して、出張先でもPRします。

地域戦略の推進、人員の配置ならびに営業の効率化
を図るため、地域密着型の人材派遣サービスを提供
しております。

1694 花のエーシン 久留米市
高速道路を使わず行ける九州佐賀国際空港、駐車場無料の九州佐賀国際空
港を利用します。

全国に花が贈れます。

1695 有限会社　エイワ産業 久留米市

・出張の際、可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪される方へ、九州佐賀国際空港の利用をお勧め致します。
・従業員、家族、関連会社、協力会社へ空港利用の際は、九州佐賀国際空港
の利用を勧めます。

金属は循環する。
・鉄をはじめとした日本に眠る無限の金属資源、それ
を再資源化し、社会へと循環させていく。
・循環型、資源活用の“5R”を中心とした事業を展開し
ています。

www.eiwa-recycle.com/

1697 税理士法人　重松総合会計 久留米市
九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1700
第一生命保険株式会社　久留米支
社

久留米市
本社との往来に、「九州佐賀国際空港」の利用をお勧めします。

久留米市と「健康づくり推進に関する事業連携協定」
を締結しました。「認知症サポーター」登録を進めて、
認知症の理解を深める活動を推進しています。

http://www.dai-ichi-life.co.jp

1703 九州メディカルサービス株式会社 久留米市
・社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・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。

進化する医療の現場に最先端の技術と、最適なサー
ビスを提供する「ベストパートナー」を目指しています。

http://www.kyushu-med.jp

1705 泉屋酒販株式会社 久留米市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を30％にします。
・首都圏からのご来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・社員旅行又社員のプライベート旅行など九州佐賀国際空港の利用を勧めま
す。　　　　　　　　　　・お得意先・ご来訪者の方へ九州佐賀国際空港及びリム
ジンタクシー等の利便性をお伝えし利用を勧めします。

経営理念「繁盛創り・人創り」お客様やお取引先様の
ご繁栄そして社員の真の幸せという三方よしの考えを
軸に経営を行い、ビジョンとして幸せの創造：人生三
観（職場・人生・人間観）を基盤とした“お酒が醸す幸
せ”の創造を実践し、酒文化の継承を通して幸せと豊
かな社会の創造に貢献しております。

http://www.izumiya-sake.co.jp

1730
株式会社国際電気セミコンダクター
サービス福岡サービスステーション

久留米市
九州佐賀国際空港を利用したいと思います。

日立グループとして、社会に大きく貢献していきたいと
思います。

1731
八十島プロシード株式会社　福岡支
店

久留米市
東京出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

「想像を創造する技術がここにある」をモットーに80年
の歴史の中で極めてきた樹脂加工技術を最先端3Dテ
クノロジーによるものづくりを行っています。

http://www.yasojima.co.jp/

1732
株式会社　日本生物製剤　ラトリ
エール藤光

久留米市
・社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・出張での九州佐賀国際空港の利用率を２０％にします。

1740 亀屋硝子株式会社 久留米市

・東京等出張の際、九州佐賀国際空港を利用します。
・社員へ九州佐賀国際空港の利用をＰＲします。
・九州佐賀空港は、佐賀地区はもちろん福岡県南・筑後地区の郷土経済活性
化のため、どうしても必要な交通アクセスであり、弊社グループあげて応援し
ます。

創業以来90余年。板硝子及びアルミ建材の販売・施
工をメインとし、堅実に経営してまいりました。他にも
水周り商品、エクステリア、外壁材、塗装、太陽光パネ
ル等お客様の「住まい」に関するあらゆるご相談を、
承っております。

http://www7.ocn.ne.jp/~kameya-g/

1741
平田みのり
バレエ＆モダンダンススタジオ

久留米市
東京方面への舞台公演参加・芸術鑑賞の際には、積極的に九州佐賀国際空
港を利用したいと思います。

久留米市に本部を置く、バレエ＆モダンダンススタジ
オです。クラシックバレエからコンテンポラリーまで、幅
広く、本格的に指導します。

http://www.kumin.ne.jp/mhirata/

1742
住友生命保険相互会社久留米支
社

久留米市
首都圏への出張、帰省の際に利用します。

1746 大和証券株式会社　久留米支店 久留米市

・出張で九州佐賀国際空港を積極的に活用します
・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
・社員の家族、知人にも九州佐賀国際空港の利用を勧めます

1751
大同生命保険株式会社　久留米支
社

久留米市
・九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 企業保障のエキスパート

1759 有限会社　セゾン 久留米市
・出張の際は、九州佐賀国際空港を利用します。

・ヘアー、メイク、着付、ブライダル、エステ
・西鉄久留米駅より徒歩3分 http://www.saison-k.co .jp

1760 公文教育研究会　久留米事務局 久留米市

・東京出張の際には、佐賀―羽田便の利用を積極的に検討
　します。
・社員の帰省時の利用も促進します。

公文式学習は、説く方を教わるのではなく、自分の力
で教材の問題を解く学習法で、「やればできる」という
自己肯定感を育み、未知の領域にも自分から挑戦す
る力を培います。

www.kumon.ne.jp

1774
株式会社アソウ・ヒューマニーセン
ター

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。

信頼を大切に、感動のある出会いを創造します。求め
る人と求められる人の間に強い引力が働いた時、ベ
ストマッチが生まれます。アソウ・ヒューマニーセンター
の強みは、企業と登録スタッフ、営業担当との間に厚
い信頼関係があること。より確かに、よりスピーディー
にベストマッチを実現します。また、近年では、障がい
者や高齢者の就職を積極的にサポート。適材適所で
感動のある出会いを創造しています。

1787 株式会社　ヘルシーアーモンド 久留米市
出張での九州佐賀国際空港の利用率を50％から80％にします。

独自の焙煎方法でナッツを製造し、販売しておりま
す。健康ブームの中、ナッツに特化した商品展開をし
ております。

http://healthy-almond.jp/

http://www.nodaseika.com/
http://www.sangyokoyo.or.jp/
http://www.chouchin.com/
http://www.kawashima-kinzoku.co.jp/
http://www.uresino.go.jp/
http://urashika.com/
http://yococho.com/
http://www.kitajima-shika.net/
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1789
あいおいニッセイ同和損害保険株
式会社福岡支店久留米支社

久留米市
・出張での九州佐賀国際空港の利用を社員に推奨します。
・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。

迅速・優しい・頼れる保険会社として、皆様を全力でサ
ポートいたします。 http://www.aioinissaydowa.co .jp

1793
マニュライフ生命保険株式会社　久
留米営業所

久留米市
出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用致します。

今日を生きる。明日をひらく。明日への安心があるか
ら、今日、いきいきと輝ける。今日をしっかり楽しめる
から、よりよい明日を築いていける。「未来」は、ずっと
先のことではなく、あなたの「いま」につながていると、
わたしたちは考えます。じぶんと家族の人生を、みず
から考え、みずから切り拓こうとするひとを、サポート
したい。カナダで生まれ、世界各地へ。125年を超える
歴史が証明する、信頼性。多彩なサービスと、時代を
捉える先進性で、いまも、未来も、いっしょに歩んでい
く。わたしたちは、マニュライフ生命です。日本での事
業拡大のため営業パーソンも募集しています。

www.manulife.co .jp

1800
大電株式会社　本社・久留米事業
所

久留米市
九州佐賀国際空港利用のメリットを社内掲示板でアナウンスし、出張での利
用促進を行います。

当事業所は、ＦＡロボットケーブルの専用工場として、
徹底した品質管理と独自の技術力を活かし、ロボット
ケーブル業界シェアＮｏ．１をキープしています。

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

1822 パリ―化粧品 久留米市
・東京出張に利用します。
・海外旅行も九州佐賀国際空港から行きます。

「美しく、さらに美しくよみがえる」が、わが社のテー
マ。美肌づくりを追求しています。

1883 株式会社CRCCメディア 久留米市
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。

弊社くーみんテレビは地域の少年野球、ジュニアバ
レーボール、ミニバスケットボールの取材に力を入れ、
コミュニティチャンネル（くーみんチャンネル）の放送を
通して子供達の元気な姿を皆様にお届けしています。

http://www.kumin.ne.jp

1890 喜多村石油株式会社 久留米市
九州佐賀国際空港の利用を推進します。 「笑顔あふれる元気な地域密着企業」を目指します。

1915 一番街総合診療所 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。

癌は怖くない！抗がん剤を使用しないがん治療の推
進！ www.beyondageclinic.com

1931 ヨシムラ 久留米市
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

みなさんの大事な家を地盤から支えます。

1958 株式会社　不動産恵香 久留米市
・九州佐賀国際空港を積極的に利用します！！

創業40年。信頼と実績の不動産恵香、不動産のこと
なら何でもご相談ください。

1997 平井鍍金工業株式会社 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。
・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。

自動車・電機及び農機具部品へのメッキ加工
加工内容（亜鉛、ニッケル、クローム、鈴、電解研磨）

1999 稲積合金株式会社 久留米市
出張の際、九州佐賀国際空港の利用率をさらに高めることを目指します。 日鉄合金の鋳造を専業とする会社です。

http://inazumigokin.jp

2022 ハイネスホテル久留米 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。

西鉄久留米駅すぐ目の前の当ホテルは、久留米市の
中心に位置するシティホテル。抜群のアクセス環境を
誇ります。ウェディング、宴会でもあらゆるシーンでお
客様をお待ちいたしております。

2080 株式会社　アビックス 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。
出張時には、九州佐賀国際空港の利用を推進していきます。

家具、什器、内外装、リフォームのことなら実績・安全
のアビックスへおまかせください。

http://www.vix-jp.com

2125 株式会社　ヤマダ 久留米市
・出張での九州佐賀国際空港の利用を推進します。
・取引関係各社へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

小麦粉、ミックス粉、米、乾麺、そして、電解水による
環境衛生機器を取り扱っています。“食”のおいしいと
安全をお手伝いします。

2147 CIENS株式会社 久留米市 出張時、九州佐賀国際空港を優先的に利用することを宣言いたします。 採用と集客の新しい情報発信を創造するCIENS https://ciens.jp

2179 たけ屋 久留米市 関東等への出張の際には、積極的に佐賀空港を利用します。

昭和５６年創業の、うどんそば店です。こだわりの食材
を使用した店内での飲食物提供はもちろんのこと、物
販用商品も多数そろえており、国内外への外販にも力
を入れております。またインバウンド対策として国外か
らの観光客誘致のために、今後うど・そば打ち体験教
室も開催したいと考えています。

http://www.udon.today

2188 アルフレッサ株式会社福岡物流センター久留米市 首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を案内します。

http://ohtsubo-saga.co.jp/
http://wwwnosai-saga.or.jp/
http://www.sewibu-denki.co.jp/
http://okawa-ch.kouhoukai.org/
https://www.ccbji.co.jp/
mailto:ashibaya@sagakizai.com
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2194 株式会社 尾形養鯉場 久留米市 佐賀空港を積極的に利用します

弊社は１９７２年に、４０アールの敷地より個人経営と
してスタートし、その後事業拡大、錦鯉の品質向上に
努めてまいりました。１９８０年より錦鯉の輸出を始
め、現在ではアジア・北米・ヨーロッパ各国の十数カ国
へ輸出しています。

http://www.ogatakoi.com/

2207 株式会社 元山 久留米市
・出張時、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

多様な果樹栽培が盛んな耳納山麓、多種の野菜が育
つ筑後平野を有する久留米市の田主丸に在り、農産
物のピューレ化、シロップ化を主とする農産物(規格外
品含む)の一次加工を行っています。

http://www.ganzan.com

2208 若竹醤油 有限会社 久留米市
・出張時、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

創業より１１０余年。大豆、小麦等の原料処理から自
社で麹造りを行い、天然醸造の三夏（みなつ）熟成に
よる醤油造りを行っています。

http://www.1wakatake.com

2315 久留米青果 株式会社 久留米市 佐賀空港を応援します。 青果物及びその加工品の卸売全般

2320
株式会社 福岡九州クボタ
城島営業所

久留米市 九州佐賀国際空港を利用します。 農業機械の販売・整備を行っております。

2326 浮島保育園 久留米市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
少人数で家庭的な保育園です。
とても静かな環境で子育てに良い環境です。
園児募集中！

2329 津福保育園 久留米市 職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

・園庭開放　親子が気軽に自由に遊べる場です。
　　毎週水曜日　10：00～11：00
・なかよしこよしデー　保育士が一緒にお遊びをしま
す。
　　毎月第３水曜日　給食の試食もできます。（要予
約）
　親子で遊びに来て下さい。

2330
社会福祉法人
くわの福祉会 大善寺保育園

久留米市 九州佐賀国際空港を応援します。
家庭的な明るい雰囲気の中で、職員一同で一人ひと
りの子どもを大切に保育しています。
延長保育、園庭開放にも取り組んでいます。

http://daizenzi-hoikuen.com

2334 でんきのアズ城島店 久留米市 九州佐賀国際空港を利用します。 家電修理、販売

2349 美希保育園 久留米市 九州佐賀国際空港を応援します。
子どもたちの成長、発達のため、子どもたちに寄り添
う保育をすすめていきます。

2350 川副電機 株式会社 久留米市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。 制御盤を組立、配線をしております。

2359 敬愛文化幼稚園 久留米市 九州佐賀国際空港を積極的に、案内し、利用します。
筑後川のすぐそばにある幼稚園です。
あそびに来て下さい！！

2360 株式会社ＬＯＨＡＳ 久留米市 出張で佐賀空港を使用します。 最新の機械を導入した選別処理業者です。

2371
社会福祉法人
白鳥福祉会 白鳥保育園

久留米市 佐賀空港を利用します。 きれいな明るい保育園です。

2380 社会福祉法人　上津保育園 久留米市 職員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

・色々な事によく気付く子どもを育てる。
・子ども達が伸び伸びしている。
　近くに田んぼや小高い丘、小川などがあり、自然環
境に恵まれている。

2382 株式会社 クリアウォーター設備 久留米市 私たちはできる限り佐賀空港を利用します。
私たちはお客様の立場になり、誠意を持って工事をさ
せていただいております。

2383 みづまの駅 久留米市 社員（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。
みづまの駅は、「地域の豊かな食をつなぐ」をテーマ
に、お客様にワクワクと笑顔を「食」でお届けする、地
域に愛されるお店を目指しています。

http://ookitown-sjc.or.jp/
http://localhost/
http://localhost/
http://localhost/
http://localhost/
http://localhost/
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2384 株式会社東亜産業　久留米工場 久留米市 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。 タピオカ製造

2388 株式会社 松岡保険コンサルタント 久留米市 ・九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
刻々と移り変わるニーズを的確にとらえ、真にお客様
から信頼され、選ばれる代理店として飛躍を目指し前
進したいと念願しております。

http://matsuoka-hoken-consultant.net/

2393
パナソニックコンシューマーマーケ
ティング株式会社　CS社　九州社
久留米サービスセンター

久留米市 業務、プライベート共に活用させて頂きます。
・家電品の出張修理訪問サービス業務
　「早く」「確実に」「安心」なサービスをお届けする
　全力・感動サービスを実践しています。

2397 湯の坂 久留米温泉 久留米市 当施設を御利用のお客様に、九州佐賀国際空港を宣伝いたします。
久留米市の中心部にある温泉施設です。天然温泉の
掛け流しで、お肌も心もスッキリツルツルになります。

http://www.kurume-onsen.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。

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

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

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。

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。

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/

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

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/

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。

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

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/

http://localhost/
http://localhost/
http://www.mori-s.co.jp/
http://www.maeda-imari.or.jp/
https://mokuzaikan.com/
http://www.bestamenity.co.jp/
https://hsdm.co.jp/
http://www.hidamari.saga.jp/
https://www.mitsuimiike.co.jp/
http://nishii.co.jp/
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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。

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。

2510 株式会社　バステム 久留米市
関東の出張や観光に、社員一同出来るだけ佐賀空港を利用させてもらいま
す。

. https://bastem.co.jp/

2520 住友林業ホームテック㈱ 久留米市 関東圏への出張等で、九州佐賀国際空港を積極的に利用いたします。
住友林業の技術を使い、戸建て、マンション、店舗な
ど、幅広くリフォームを行っております。

https://www.sumirin-ht.co.jp/

2521 九州イオン窒化センター　株式会社 久留米市 出張の際は、九州佐賀国際空港を積極的に利用することを宣言致します。

当社は、昭和45年に創業以来、熱処理加工技術を磨
く努力をして参りました。
昭和56年には、九州では初となるイオン窒化装置を導
入し、様々な経験と実績を積み重ね、本日に至るまで
各方面より厚い信頼を得ております。
今後もお客様に満足頂ける様、人材育成、生産設備、
作業環境の充実を図り、品質、納期、価格、環境の面
で優れた熱処理技術を提供いたします。

http://www.kic-ion.co.jp/

2526 株式会社　小林鋳造所 久留米市 出張の時は九州佐賀国際空港を利用します
材質FCとFCDという鉄の鋳物を小さなものから大きな
ものまで多品種小ロットで製造しています。

2527 株式会社古賀歯車製作所 久留米市
〇出張時は九州佐賀国際空港を利用します
〇社員へ利用を勧めます

各種歯車製造 http://www.koga－gear.com

2529
アストモスリテイリング株式会社九
州カンパニー

久留米市
九州佐賀国際空港を、出張時の使用並びに社員の余暇時の旅行使用として
推進致します。

当カンパニーは、九州圏内に拠点を置き、LPガスの販
売・電気の販売並びに付随するガス機器・住宅機器・
家電製品の販売並びにリフォーム事業を行っておりま
す。

http://www.astomos-retailing.com

2530 有限会社アルファエンジニアリング 久留米市 公私共に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 -

2531 ㈱木原ハイテック 久留米市 出張、旅行等の際は、九州佐賀国際空港を利用させていただきます。

当社は、大型設備(高機能設備)による大型加工を得
意としていますが、加えて熟練工による精密な手仕上
げも得意としています。この技術は、近年の活発な鉱
山開発に欠かせない大型建機用タイヤの製造に供す
る金型加工分野において、高い評価を受けています。

https://kihara-hitech.jp

2532 株式会社　フロムテック 久留米市 出張等の場合は九州佐賀国際空港を利用します。 切削工具製造、販売を行っています。

2534 四恩システム　株式会社 久留米市
・出張の際は可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。
・社員へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

工場の自動化のことなら弊社にご相談ください。
設計から製造、運用に関わるシステムまで全て自社
開発で行っており、様々なニーズにも柔軟に対応出来
ます。

https://www.4on.jp/

2535 株式会社エムテック 久留米市
・出張での九州佐賀国際空港の利用を推進します
・九州佐賀国際空港の利用を社員へ推奨します

少数精鋭による
タイヤ金型全般を製造している会社です。

2537 株式会社なかやまプレス 久留米市
・出張等で飛行機を利用するときは、出来るだけ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勧めます。

・主に自動車部品を製造しています。
・金属プレス加工、スポット溶接で量産の仕事をしてい
ます。
・お客様に信頼していただけるように、品質向上に努
めます。

2538 株式会社　九州菱屋 久留米市 従業員に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。 紙器・段ボールの木型製造販売。

2539 株式会社　大地商会 久留米市 出張時は、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。 特になし

2540 小林軽金属工業 久留米市 出張の場合は、"九州佐賀国際空港"を利用します。 別注扉の全国向け製造。

2541 有限会社 津留﨑製作所 久留米市 出張等の場合、九州佐賀国際空港を利用致します。 各種歯車を加工、製造しております。 http://tsuru-ss.sakuraweb.com/

2542 九州精密電計社 久留米市 出張等の場合は、九州佐賀国際空港を利用します。 直読碍子塩分計、活線絶縁計(Hotmeg)の設計製作 http://www.kyusei.biz

2552 有限会社中島製作所 久留米市 出張等の際は、九州佐賀国際空港を利用します。 家具の製造・販売

https://bastem.co.jp/
https://www.sumirin-ht.co.jp/
http://www.kic-ion.co.jp/
http://www.koga-gear.com/
http://www.astomos-retailing.com/
https://kihara-hitech.jp/
https://www.4on.jp/
http://tsuru-ss.sakuraweb.com/
http://www.kyusei.biz/
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2553 株式会社　アールジェイピー 久留米市 私達は、九州佐賀国際空港を積極的に応援致します。
鋼管切断、溶接、板曲げ、旋盤加工を行っておりま
す。

2558 ロイヤルパークアルカディア 久留米市

社員や家族の出張、研修、旅行など積極的に九州佐賀国際空港を利用しま
す。
東京や首都圏からの知人、親族、会社関係者等に九州佐賀国際空港を積極
的に勧めます。

久留米市初となるガーデンウエディングが叶う結婚式
場。
5000坪の広大な敷地の中に２つの挙式場と４つの披
露宴会場があり
お好みのスタイルでお選びいただけます。

http://www.arcadia-group.co.jp/ar/

2564 大栄電通株式会社 久留米市
・大栄電通は従業員の関東出張時は九州佐賀国際空港の利用を積極的に推
進します。

１９７９年創業の情報通信システムの販売施工保守を
行っています。
事業所のワクワクする未来をDXを活用しながら実現さ
せていきます。

https://www.daiei-tc.co.jp

2571 川村産業株式会社 久留米市 九州佐賀国際空港の利用を推進いたします。
合成樹脂原料・成型品、各種包装資材・機械類、食品
原材料、食品添加物、農業資材及び施設工事、有機
肥料・土壌改良剤を取扱う専門商社です。

https://www.kawamura-sangyo.jp/

2579 有限会社ニーズ 久留米市 東京出張の際には、九州佐賀国際空港を利用します。
1984年創業以来、地元の皆様が揺るぎない事業と暮
らしを築くお手伝いに励んでいます。
未来のこと、一緒に考えませんか？

https://needs-ag.biz

2590 城島陸運　有限会社 久留米市 九州佐賀国際空港を利用しよう 安全運行に徹する

2591 カジュアルレストラン茶居夢 久留米市 九州佐賀国際空港を利用致します。 ハンバーグを主体に営業致しております。

2592 株式会社吉武木工 久留米市 九州佐賀国際空港を利用します。 学校用の配膳台を作ってます。

2595 有限会社　丸金タクシー 久留米市 九州佐賀国際空港を利用しよう 安全第一！　丸金タクシー！

2596 アクティブ・ワンなかむら 久留米市 出張、旅行には、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。 お客様に笑顔を届けるナカムラです。 https://www.kadenkurume.jp/

http://www.arcadia-group.co.jp/ar/
https://www.daiei-tc.co.jp/

