
119 (株)ワイビーエム 唐津市

1.有明佐賀空港利用促進のため、定期的に社内ＰＲを実施します。（3ヵ月毎）
2.社員の出張は、積極的に有明佐賀空港利用を促進し、利用率５％をめざし
ます。

「ワイビーエムは、地下と水の技術で明日の美しい地
球環境づくりに貢献します。」の企業理念の基で、低
騒音・小型軽量化・省人省力化・コンピューター化をコ
ンセプトに、環境適応型マシンの開発に取り組んでい
ます。

http://www.ybm.jp

595 唐津市 唐津市

・本市職員の出張時、可能な範囲で有明佐賀空港を利用する。
・本市は、韓国及び中国に姉妹都市を有しており、東アジアをターゲットとした
シティプロモーション戦略を図っていく上で、有明佐賀空港が取り組む国際線
就航便の利用を推進する。

自然と歴史と文化が織りなす　心の散歩道　唐津
http://www.city.karatsu.lg.jp/

600 早稲田佐賀中学校・高等学校 唐津市
教職員の東京出張には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

大隈重信ゆかりの地、佐賀県に平成22年4月に開校し
ました。「学問の独立」、「進取の精神」、「地球市民の
育成」を建学の精神として、学校教育を行っています。

http://www.wasedasaga.jp/

1066 (株)オリーゼ本舗 唐津市
出張で有明空港の利用に努めます。

創業昭和19年　オリーゼ本舗は「げんき」をお届けしま
す。お客さまの喜びを私共の歓びとして。 http://ori-ze.jp/top.html

1233 グリーンアーツ(株) 唐津市
年に3～4度の上海出張の際は、必ず佐賀空港を利用致します！（100％）

石材卸業者ならではの、多様な天然石を使用した庭
園の提案が強み http://www.greenarts.co.jp/

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

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

1454 笹部整体院 唐津市
・出張での有明佐賀空港利用率を30％から70％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。

痛くない整体で根本から身体の不調を改善します。
http://sasabe-seitai.com/

1871 いきいき唐津株式会社 唐津市
私たちは、九州佐賀国際空港を応援します！

私達「いきいき唐津㈱」は、歩きたくなる・暮らしたくな
る、50年後、100年後も色あせない心豊かな唐津を目
指、す佐賀県唐津市にある、まちづくり会社です。

http://ikiiki-karatsu.jp

1895 唐津第一ホテル 唐津市
ホテルご利用のお客様に、佐賀空港の利用を勧めます。

唐津市内の中心部に位置し、ビジネス・観光に最適な
ホテル。1日のスタートをサポートする朝食サービスを
無料でご用意！

httｐ://www.kugimoto.co.jp

1897 唐津第一ホテルリベール 唐津市
ホテルご利用のお客様に、佐賀空港の利用を勧めます。

ビジネスで訪れて、リゾート気分に浸れるリバーサイド
ホテル。宿泊者専用の大浴場を完備！ httｐ://www.kugimoto.co.jp

1938 特選和牛炭火焼　上場亭 唐津市
・上場亭は、佐賀空港を応援します。

新鮮で旨い佐賀牛をご提供します。呼子、唐津へお越
しの際は、ぜひお立寄下さい。ボリューム満点！！焼
肉は、上場亭へ。

1943 三栄興産株式会社 唐津市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を2％から10％にします。
・従業員に九州佐賀国際空港マイエアポート倶楽部への入会を推奨します。
・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。

佐賀県は国内で主要な大麦の産地です。そんな地域
の「宝」を用いた「美味しい麦茶」を製造しております。
他にも健康茶・烏龍茶など、茶色のお茶全般を製造し
ております。

http://www.skk-sanei.co.jp/

2126 唐津商工会議所 唐津市
唐津市と佐賀市の双方に要件のあるお客様に、片道の佐賀空港の利用を勧
めます。

地域経済の発展と和文化の風薫る街・唐津を目指し
ています。

http://www.karatsu.or.jp/

2197 海浜館 唐津市
・出張（国内・海外）は、九州佐賀国際空港を使います。
・社員旅行は必ず九州佐賀国際空港を利用します。

唐津の虹ノ松原のなかにあるレストランの外に保育
園、幼稚園、ゴルフ練習場も有する。（そのほとんどを
次回から九州佐賀国際空港を利用する。）

2227 たかだ電動機 株式会社 唐津市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

工業設備・船舶用設備などで使用されている三相
モーターや発電機。新品購入の価格や納期の面で悩
んでいませんか？
そんな時、弊社にお声かけください。修理することによ
り経費節減や納期問題の解決をいたします。

http://takada-dendouki.com/

2230 株式会社　ECO.ライン 唐津市
・私たち「（株）ＥＣＯ．ライン」は、「九州佐賀国際空港」を応援します！
・従業員に、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！

「限りある資源をいかして　人と地球に優しい未来へ」
私たち「ＥＣＯ．ライン」は、資源物回収や中間処理事
業を通して、限りある資源の有効活用と環境負荷の低
減を図り、循環型社会の実現と地域社会の環境保全
に努めます。

http://www.ecolineltd.com/

2234 田代歯科医院 唐津市
・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
・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。

地域に根ざした医療を基本とし、患者様に一生寄り添
う医院を目指しています。安全な治療、正確な検査・
診断が出来るよう歯科用CTを導入しています。田舎
の小さな医院ではありますが、日進月歩の新しい歯科
医療技術を地域でも提供できるよう、日々研鑽を積ん
でいます。

http://www.tashiro-dc2217.com/

2237 くりたやすゆき歯科医院 唐津市

・九州佐賀国際空港利用率を２０％から８０％以上に増加します。
・東京方面から来訪されるお客様へ、佐賀空港の利用を積極的にお勧めしま
す。
・社員旅行には九州佐賀国際空港をぜひ利用するよう検討致します。

常に患者様に寄り添い、健康と口福（幸福）に努めま
す。

マイエアポート宣言事業所　一覧

No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

http://www.yamashiro-gas.co.jp/
http://www.togami-control.co.jp/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
http://www.matsuo.gr.jp/index.html
http://www.yamaakari.com/


マイエアポート宣言事業所　一覧

No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

2243
犬の美容と雑貨のお店
TOO-ticki（トゥ-・ティッキ）

唐津市
研修出席、商品見本市、商品仕入れ等の出張での
九州佐賀国際空港の利用率を０％→８０％にします。

犬、猫に負担となるグルーミングを少しでもストレスの
かからない作業とするため、動物行動学、美容材料、
動物医療等のセミナーに参加するため九州内をを始
め、関東各県へも積極的に出掛け、日々研鑽に励ん
でいます。飼い主様の良き相談者となれ、他ならぬ犬
や猫たちに信頼されるお店となれれば幸いです。

http://edotahaticki.blog47.fc2.com/

2245 株式会社 福井建設 唐津市
・首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行で佐賀空港を利用します。

土木工事を中心に地域の発展を目指し、日々頑張っ
ています。

2258 金子産業 株式会社 唐津市 社員に、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

ニッスイグループの一員として、水産食品加工と魚類
養殖を柱に事業運営。食品加工場のある敷地内に冷
凍冷蔵庫、飼料工場を保有し、一貫した水産産業を展
開。

http://m-kaneko.co.jp/

2261 長野電興 株式会社 唐津市 東京出張の際は、九州佐賀国際空港を利用させて戴きます。
小さな会社ですが、パナソニックの代理店として、品質
の良いパナソニックの製品を御届けできます。

2267 山口内燃機工業 株式会社 唐津市 社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

2273 株式会社 唐津プレシジョン 唐津市 現在、２％の九州佐賀国際空港の使用率を２０％にします。

創業明治４９年。大型施盤、大型研削盤、歯車加工機
等の工作機械を製造、販売しております。高品質、高
精度を誇る「KARATS」の工作機械は、国内外の有力
メーカーで活躍しております。

http://www.karats.co.jp

2274 東和化粧品 株式会社 唐津市 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。

親会社である株式会社東亜産業は１１６名の従業員
がいます。九州佐賀国際空港を利用する機会は多い
と思います（主に東京から佐賀への往復）から、ぜひ
よろしくお願いします。

2285 医療法人 賛健会　城内病院 唐津市
関東エリア出張の際には、九州佐賀国際空港を利用します。
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。

当院は、整形外科・リハビリテーション科を中心とした
急性期から回復期、維持期をそなえた147庄の病院で
す。「時代のニーズに応えるべく満足していただける病
院づくり」「患者様中心の医療」をモットーに、患者様お
よびそのご家族と職員が、共に病を通じて共感しあう
病院をめざしています。

https://jyonai-hp.sankenkai.or.jp/

2299 医療法人　希清会　岩本内科 唐津市 旅行で九州佐賀国際空港を利用します。
内科を中心とし、透析センター、循環器科、デイケア、
デイサービスなど、医療から介護までのトータルケア
で地域に根ざした医療介護を提供しています。

2302 道の駅「厳木」風のふるさと館 唐津市
① 社員や取引先には九州佐賀国際空港を勧めます。
② ＰＲチラシの掲示につとめます。

新鮮で安価な野菜等の供給に努力します。

2309 株式会社　シモセン唐津支店 唐津市
出張での九州佐賀国際空港の利用率を０％から８０％にします。
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。

船舶・造船・水産・土木・建築・海洋・産業資材の販
売。
本社の沖縄営業所には、国土交通省認定のサービス
ステーションがあり膨張式救命いかだ・シューター・
GMDSS関連機器などの整備を行っております。

2340 株式会社　鶴松造園建設 唐津市 社員への九州佐賀国際空港の利便性や情報を提供し、利用を促進する。
大規模な都市公園等のほか、佐賀県を中心に地元の
安全で安心な地域づくりに貢献しております。

http://www.tsurumatsu.com/

2343 帆柱窯 唐津市 出張や社員旅行などで九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
伝統的な唐津焼を作っています。今の生活にもあう作
品づくりをがんばっています。

2557 東島電気工事㈱ 唐津市
・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。
・社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

お客様の多様なニーズに対応し、誠意と質の高い技
術力により、信頼される設備工事の施工を県内外の
一般住宅から工場や病院、公共事業等で行っており
ます。

https://higashijimadenkikouji.com/

2594 唐津東商工会 唐津市 東京方面への出張は九州佐賀国際空港の利用に努めます。 地域経済の振興を目指します。 http://www.sashoren.ne.jp/k-higashi/

2598 唐津信用金庫 唐津市 当金庫役職員の出張時等可能な範囲で九州佐賀国際空港を利用します。
当金庫は、お客様の利益の適切な保護にも十分配慮
した質の高い金融及び非金融サービスの提供等を通
して地域経済・地域社会の発展に貢献します。

https://www.karashin.co.jp

2608 割烹旅館　筑前屋 唐津市
・東京方面から来訪されるお客様へ　九州佐賀国際空港を積極的にご案内し
ます。
・東京方面へ行く社員は、九州佐賀国際空港を利用します。

唐津市呼子町にある、小さな旅館です。
店主が料理を担当しております。
料理は、唐津呼子産の食材を利用した、こだわりの海
鮮料理です。

http://www.chikuzenya.net

http://miyama-se.com/
https://higashijimadenkikouji.com/
http://www.chikuzenya.net/

