
2501
もろどみ一番館　／　橋の駅 ドロン
パ

佐賀市
①私用公用を問わず、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
②来館者などに九州佐賀国際空港の利便性を積極的にPRします。

橋の駅ドロンパは諸富鉄橋展望公園内にあります。
周辺には筑後川昇開橋をはじめ徐福サイクルロード・
徐福像など見どころ満載です。
店内には地元特産物や弁当・惣菜など商品を豊富に
揃えております

https://www.sagabai.com/doronpa/main/

2502 鳥栖ロータリークラブ 鳥栖市 九州佐賀国際空港を各事業所にPR致します。

奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワーク
を通じて国際理解・親善・平和を推進しております。個
人として職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値のあるものと認識し事業及び社会生活
において日々奉仕の理念を実施し地域の活性化に繋
げております。

2503 川の駅船小屋恋ぼたる 筑後市 当館ご利用のお客様へ九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。
筑後七国の特産品を取り揃えた物産館と「美肌の湯」
温泉館をご堪能ください。

http://koibotaru.com

2504 イオン九州㈱イオン大木店 大木町 従業員へ九州佐賀国際空港の利用を積極的に推奨します。

食品を中心とし、大人のカジュアル衣料、化粧品医療
品を扱う総合スーパーです。ショッピングセンターとし
ては12の専門店から成り、地域のくらしに便利を届け
て参ります。

2505 有限会社ミスズ 大牟田市 出張等の場合は、九州佐賀国際空港を利用します。 広告戦略やPRなどお気軽にご相談ください。

2506 広川町商工会 広川町
広川町の観光拠点施設として、来訪者や職員に対し優先的に九州佐賀国際
空港の「空の案内」を行います。

商工会では、「行きます　聞きます　提案します」をス
ローガンに商工業者の経営支援を行い、事業繁栄を
通して地域発展に貢献しています。

http://www.hirosho.org/

2507 ㈱梅崎鉄工 柳川市 出張等の場合、九州佐賀国際空港を利用します。
産業機械部品(エア工具、バルブ部品等)をNC旋盤、
マシニング等を使って製作致します。。

2508
NIPPONIA HOTEL　八女福島　商
家町

八女市
・お客様へ広くご案内してまいります。
・スタッフの利用率を上げてまいります。

歴史ある古民家を、なるべく当時の面影を残しながら
リノベーションし、ホテル・レストランとして利活用して
おります。
地産地消のフレンチ、非日常的な体験をご用意してお
ります。八女でお待ちしております。

https://www.yame-fukushimastay.com

2509 FUJITA IDC（株） 柳川市 積極的に九州佐賀国際空港を利用いたします。

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/

2511 グリーンピア八女 八女市
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。
・スタッフ及びその家族に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

標高460mの自然豊かなグリーンピア八女。桜やシャ
クナゲ、紫陽花など四季折々の花や、秋の紅葉と一
年を通して楽しめます。

http://greenpia-yame.com/

2512 池の山荘 八女市
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。
・スタッフ及びその家族に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

八女市星野村の中心に位置し、星野ふるさと公園内
にある池の山荘。木の香り漂うモダンな空間に14室の
ゲストルームがあり、和室、洋室、和洋室の3タイプが
ございます。

http://www.hoshinomura-ikenoyama.com/

2513 べんがら村 八女市
・来訪者に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。
・スタッフ及びその家族に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

温浴を中心とした複合施設です。施設内には、農産物
直売所、レストラン、フィットネスジム等が併設されて
います。また、クラフトビールの製造販売もおこなって
います。

http://www.bengalamura.com/

2514 星の文化館 八女市
東京方面から来訪される方、地域の方々にさらに新しくなった九州佐賀国際
空港を積極的にご案内します。

星の文化館は、いつでも星が見れる公開天文台で
す。九州最大級の反射望遠鏡を備えるツインドーム
で、若者の人気スポットです。
併設するプチホテルでは、宿泊もでき、時間を気にせ
ず夜空を満喫することができます。

http://www.hoshinofurusato.jp

2515 茶の文化館 八女市
東京方面から来訪される方、地域の方々にさらに新しくなった九州佐賀国際
空港を積極的にご案内します。

館内ではしずく茶として日本一の玉露を堪能できるほ
か、抹茶、紅茶など様々なお茶を楽しむことができま
す。又、お食事処では、茶そば、利休めしなどお茶を
使った料理のほか、抹茶アイス、抹茶パフェなどお茶
を使用したスイーツなど豊富に取り揃えています。体
験工房では茶づくりや和菓子づくりが人気です。

http://hoshinofurusato.jp

2516
一般社団法人玄海町みんなの地域
商社

玄海町 玄海町へ来訪される方へ、九州佐賀国際空港を積極的にご案内いたします。
玄海町の今と未来を豊かにするをビジョンに地域の魅
力をモノ・ヒト・コトを通じて発信しております。町内外
から愛される町へ活動しております。

https://all-genkai.or.jp/

2517 (有)ジーンスレッド 白石町
いつも利用している「九州佐賀国際空港」の便利の良さや、佐賀の魅力をSNS
等で積極的に発信し、これからも応援していきます。

日本製にこだわる縫製メーカーで、サガン鳥栖や福岡
ソフトバンクホークスとのコラボマスクをはじめ、機能
性と品質を”売り”にモノづくりをしています。

https://www.genethread.net/

2518 広川町 広川町
・職員出張時の九州佐賀国際空港の利用促進を図ります。
・来町される方へ向けて九州佐賀国際空港をＰＲします。

フルーツと工芸の里「広川町」。九州佐賀国際空港を
御利用の際は、ぜひ広川町にもお立ち寄りください。

https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/

2519 福山木工㈱ 大川市 九州佐賀国際空港を利用します。 家具製造、無垢材家具専門工房のネット販売
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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/

2522 三調家 佐賀市

九州佐賀国際空港は、地元の人が多く短時間でスムーズに利用することが出
来ます。またリニューアルして空港内で佐賀の魅力を感じて頂ける空間になっ
ています。駐車場も無料で完備しており、車で快適に利用することが出来ま
す。安心・安全でお得な九州佐賀国際空港を利用します。

緑と清流と温泉の町にある三調家は、九州佐賀国際
空港から車で1時間のところにあります。自然の中で
育まれてきた、永い間忘れていた何かを思い出しに来
ませんか？

https://sanchouka.com/

2523 株式会社ビートレーディング 大川市 九州佐賀国際空港を利用します。
"ときめく"を世界から・・・・
イタリアをはじめ、世界各国から楽しめる"ときめく"イ
ンテリアをご案内してます。

2524 TOエンジニア㈱ 大川市 出張で九州佐賀国際空港を利用します。
産業用機械の製造・修理・点検・改造
なんでも対応いたします。
新聞輪転機の修理・メンテナンス、対応いたします。

http://to-engineer.jp

2525 ワールドトレード㈱ 大川市 出張で九州佐賀国際空港を利用します。
海外から産業用機械を輸入して日本仕様としてエンド
ユーザー様に納入しております。

https://world-trade.net/

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

2528 ㈲カメヤ家具工芸 大川市 出張の時は九州佐賀国際空港を利用します
長年、自然の恵みを受けたパワーあふれる木材で、
お客様の希望通りに作らせていただきます。

http://www.kameyakk.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。

2533
オールセーフ株式会社　九州小城
工場

小城市
・出張の際は積極的に九州佐賀国際空港を利用します
・社内での出張時の九州佐賀国際空港の利用を呼びかけます
・社員、取引先の皆様にも九州佐賀国際空港の利用を呼びかけます

オールセーフ株式会社は前身アンクラジャパン株式会
社から数えて30年余りの社歴の中で、会社のコンセプ
トである固定技術を通じて安全と安心を社会に提供す
ることに取り組んで参りました。陸、海、空での物流の
品質を求め様々なハードウェアの開発を行い、物流の
安全に寄与しております。

http://www.allsafejapan.com/

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。

2536
日本タングステン株式会社基山工
場

基山町 九州佐賀国際空港を応援しています。
世界の人々との明るい未来を実現するため、日本タン
グステンはこれからも、マテリアルからはじまる価値創
造に挑戦し続けます。

https://www.nittan.co.jp/

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

https://www.sumirin-ht.co.jp/
http://www.kic-ion.co.jp/
https://sanchouka.com/
http://to-engineer.jp/
https://world-trade.net/
http://www.koga-gear.com/
http://www.kameyakk.com/
http://www.astomos-retailing.com/
https://kihara-hitech.jp/
http://www.allsafejapan.com/
https://www.4on.jp/
https://www.nittan.co.jp/


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

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

2543 株式会社AMCC 佐賀市
AMCCは九州佐賀国際空港を出張などで積極的に利用します！
首都圏からの来訪者に対しても、利用促進に努めます！

企業のクリエイティブコンサルタントやコワーキング・
シェアオフィスを展開。
人をつなぎ、場所をつなぎ、楽しみと創造をつなぐ企
業です。

https://amcc.work/

2544 大樹生命保険㈱柳川営業部 柳川市 職員に対して、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
「いつの時代もお客さまのためにあれ」これが私たち
の原点です。

https://www.taiju-life.co.jp

2545 大樹生命保険㈱大川営業部 大川市 出張時は、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。 「お客様に寄り添い安心と安全をお届けします。」

2546
損保ジャパンキャリアビューロー
(株)

東京都
・佐賀への観光を推奨しその際は九州佐賀国際空港の利用を併せて推奨し
ます。
・佐賀又は東京への出張時は積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

人と企業のより良き出会いを大切にし　働く人の幸せ
と企業の発展に貢献します。

https://www.cb-shigoto.co.jp/

2547
株式会社トライ　アパマンショップ筑
後店

筑後市
首都圏へ社用・私用で訪れる際は交通アクセスの良い佐賀空港を利用する事
を誓います。

アパマンショップの加盟店です。主に賃貸・売買・賃貸
管理を業としています。

https://www.apamanshop.com/shop/40051701/

2549 有限会社内田ツキ板 大川市
東京出張の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
お客様にも(関東)来社の時は、九州佐賀国際空港を利用して来て頂ける様御
案内します。

家具の街大川市で、天然木化粧合板や各種化粧合
板(ポリ板・オレフィン・プリント)を製造、販売しておりま
す。
突板の貼加工から塗装まですべて自社で行い、お客
様のニーズに合わせた物作りを心掛けています。

2550 株式会社OKファイバー 大川市 出張の際には、九州佐賀国際空港を利用します。 家具資材の販売 https://ok-fiber.co.jp

2551 株式会社ネクスト 大川市 出張の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
展示会・舞台設営、テント・テーブル・イスのレンタル、
内装工事の企画から運営まで。

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

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。

2555 ㈱大石膏盛堂 鳥栖市
東京営業所への出張ならびに社員のプライベート旅行時は
九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

大石膏盛堂では医薬品を通して社会に貢献すること
を企業理念としております。
健康な社会は、健全な自然環境のもとで育まれます。
地球をより健全な状態で子孫に残すことを責務と考え
行動します。

http://www.o-koseido.co.jp

2556 （株）サンテック 鳥栖市 会社での出張、社員の家族旅行に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
LPガスからオール電化、太陽光発電まで
皆様お一人お一人の暮らしをサポートします。

http://www.sunteck.jp/

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/

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/

2559 Wedding World アルカディアSAGA 佐賀市

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。

アルカディアＳＡＧＡは佐賀駅より車で7分の約2500坪
の敷地の中にあるチャペルと2つの披露宴会場のある
完全貸切型結婚式場です。

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

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/

2562 株式会社花屋敷 鳥栖市 九州佐賀国際空港の利用をさらに勧めます。

花やしきは4000坪の敷地を擁し森の緑は美しく、木立
の中の
レストランです。ピアノなどの生演奏に耳を傾けながら
お食事を
お楽しみください。

https://hanayashiki.co.jp

http://tsuru-ss.sakuraweb.com/
http://www.kyusei.biz/
https://amcc.work/
https://www.taiju-life.co.jp/
https://www.cb-shigoto.co.jp/
https://ok-fiber.co.jp/
http://www.o-koseido.co.jp/
http://www.sunteck.jp/
https://higashijimadenkikouji.com/
http://www.arcadia-group.co.jp/ar/
http://www.arcadia-group.co.jp/as/
https://sagadainichi.com/
https://hanayashiki.co.jp/
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2563
九州電力送配電株式会社
鳥栖配電事業所

鳥栖市

・出張の際には、原則として九州佐賀国際空港を利用します。
・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。
・社員のプライベート旅行についても、九州佐賀国際空港利用を積極的に推
進します。

「ずっと先まで明るくしたい」という九州電力の実現に
向けて、事業所一同取り組んでいます。

http://www.kyuden.co.jp/td_index.html

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

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/

2566 一般財団法人　FM八女 八女市 来訪される方や地域の方々へ、九州佐賀国際空港を積極的にご案内します。

放送事業部では、80.1MHzでコミュニティFMの放送
を、観光事業部では登録DMOとして、八女市の観光
推進の為、旅行業など様々な事業を行っています。各
SNSでも情報発信中です。

https://www.fmyame.jp/

2567 梶山商事株式会社 鳥栖市 ・梶山商事は九州佐賀国際空港をPRし利用を勧めます。

梶山商事は、鳥栖駅近くに位置しロジスティックハブ
機能の提供、
日用品製造・卸会社です。
【主要取扱いカテゴリー】化粧品、日用品、家庭用品、
介護用品、
業務用品、ギフト、食品、飲料等。

2568 特定非営利活動法人鳳雛塾 佐賀市 私たちは佐賀国際空港を積極的に利用いたします。

鳳雛（ほうすう）とは、鳳凰の雛を指し、「未来の英雄」
という意味があります。私たちは、地域活力の礎は人
材であると考え、地域の将来を担う「人材育成」を行っ
ています。具体的には、小学生から大学生･社会人に
至るライフステージにおいて「起業家教育」を実践して
います。また、この事業に欠かせない様々なネット
ワークを繋ぐ「コーディネーター」として、佐賀県内の行
政機関をはじめ教育機関や産業界との連携強化を
図っています。

http://www.housuu.jp/

2569
社会福祉法人 佐賀県社会福祉協
議会

佐賀市
・関東方面への出張の際には、九州佐賀国際空港の１００％ 利用を目指しま
す。
・関東方面からの来佐予定者には、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

私たちは、年齢や性別、障害のあるなしにかかわら
ず、県民誰もが住み慣れたまちで安心して健康的に
暮らすことができる地域づくりに貢献します。

http://www.sagaken-shakyo.or.jp/

2570 社会福祉法人 佐賀県共同募金会 佐賀市
たすけあいの精神を基調として、県内の社会福祉事業及び地域福祉の推進
を図るため、共同募金事業を実施しています。

住民の方々の「たすけあい」のお気持ちを基調とした
募金運動を展開し、各団体の活動を財源面から応援
することで佐賀県全体の「地域福祉の推進」を目指し
ています。

http://akaihane-saga.or.jp/index.html

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/

2572 有限会社オーエーシステムラボ 佐賀市 ・九州佐賀国際空港を積極的に利用します
ベストな「システム構築・システムサポート・ソリュー
ション」を掲げ
最適なサービスをご提供出来る事を目指しております

https://www.oa-syslab.co.jp

2573 有限会社Rise 佐賀市
ビジネス、プライベートで東京方面へ行くときは
積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

和洋菓子を販売する福岡のお菓子メーカーのFCで
す。
ケーキ・団子・焼菓子と色々取り揃えています。

2574 ミュージアム 佐賀市
九州佐賀国際空港が一番便利ですので
積極的に利用します！

アート・ファッション・グリーンをコンセプトに白と緑を基
調とし、
ワクワクするような空間を演出した新感覚のお店で
す。

http://Salonmode.jp

2575 ニシム電子工業（株）　佐賀支店 佐賀市
佐賀支店及び佐賀工場から東京方面への移動においては九州佐賀国際空
港の利用促進を図ります。

長年培ってきたました通信・監視・制御・電源の技術を
生かし、多様化するお客様ニーズにマッチしたシステ
ムを提案し、設計、施工、保守までをワンストップでご
提供致します。

https://www.nishimu.co.jp/

2576
(株)アルノ
はちみつ専門店　蜜匠　かの蜂

八女市
佐賀空港を応援します！
関東方面からの訪問者には佐賀空港の利用を勧めます
社員に佐賀空港の利用を勧めます

鹿野養蜂園とタイアップし、はちみつの生産
オンラインショップにて蜂産品を販売
かの蜂店舗におるはちみつの販売
業務用はちみつの販売
全国の小売店へのはちみつの卸
福岡県八女周辺の名産品をオンラインショップにて販
売

http://www.kanohachi.jp

2577 （株）福岡建興 柳川市 関東方面の取引先に佐賀空港の利用を促進させます。 鋼材加工・鋼板加工・短納期で対応している。

2578 木寺石油株式会社 武雄市 佐賀空港を?自分の空港?とし身近に感じ積極的な利用を行います！
武雄市に本社があり、石油販売・配送業・自動車販売
（新車・中古車・カーリース・法人リース事業）・不動産
事業・保険事業・ボランティア事業を行っています。

https://kiderasekiyu.co.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

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。

2581 株式会社HOTOGI 福岡市

関東への出張ならびに九州に戻る際の航空機利用のうち、福岡空港発着分
の利用を九州佐賀国際空港への利用に振り替えて参ります。
（2021年度福岡空港飛行機利用回数169回）50%前後、佐賀空港発着を目標に
していきます。

全国の菓子卸売ならびに全国のお菓子を集めたス
イーツセレクトショップ「47 OKASHI YA」を関東で展開
しています。

https://japansweets.co.jp

http://www.kyuden.co.jp/td_index.html
https://www.daiei-tc.co.jp/
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2582 株式会社　中村 大川市
東京方面から来訪される方（取引関係・親戚・知人他）に積極的に
佐賀空港の利用を勧めます。

木工のまち大川市で、和の素材の内装材（ふすま紙・
障子紙など）を取り扱う会社です。
創業は江戸時代末期です。

http://www.nakamura-marugo.co.jp

2583
NPO法人　小保・榎津藩境のまち保
存会

大川市
・東京方面から来訪されるお客様へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。
・所属する会員が東京方面へ仕事や観光で行く場合、積極的な利用を勧めま
す。

大川市の中心部　小保・榎津地区で、江戸時代の雰
囲気が残る歴史的な町並みの保存活動を
通じて、個性的で魅力あふれるまちづくりを行っていま
す。

https://hanzakaihozonkai.jindofree.com

2584 有限会社　古賀鉄工所 大川市

・仕事での出張や個人での旅行の際には、九州佐賀国際空港を利用します。
（社内旅行）
・東京方面から来訪される方へ九州佐賀国際空港を利用される事をご案内し
ます。

製缶・溶接・修理
各種機械製作
ウォータージェット加工

2585 ゴリラジム 柳川市
・九州佐賀国際空港利用率を、60％から80％に増加します。
・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。
・遠征試合には、九州国際佐賀空港を利用します。

福岡県柳川市にあるフィットネス＆ムエタイ＆キックボ
クシングジムの『ゴリラジム』。ムエタイやキックボクシ
ングのプロ選手も数名在籍。タイ人トレーナー指導に
より、タイ留学も可能。その他、ダイエットやシェイプ
アップにキックボクシングを取り入れることができ、
お子様も女性も楽しくトレーニングできると人気！ま
た、リーズナブルな価格設定なので、始めやすく続け
やすいのも魅力です。また、年齢問わず、下半身太
り、ぽっこりお腹、脚の太さ・歪みをはじめ、美容・健康
の悩みも幅広く一気に解決してくれる「小顔・美容整骨
矯正」も好評！柔整技術を基にした理論と独自技術に
よる、“一番美しく見える身体全体のバランス”にこだ
わった美容矯正なので、効率よく美BODYを手に入れ
ることができます。

2586 有限会社酒見建材店 大川市
九州佐賀国際空港をマイエアポートとして積極的に利用することを宣言しま
す。

建材の販売やリフォームを通じて
地域の方々の生活をサポートします。

https://sakemikenzai.com/

2587 角建具製作所 大川市
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。
また、社員旅行には、九州佐賀国際空港を利用します。

当事業所は品質のよい無垢材を使用し、木が持つ特
徴や性質を生かし、丹精を込めて品質重視の木製品
を製作・販売しています。
常に技術の研鑽とデザイン性や機能性の向上に努
め、お客様の快適な住環境づくりのお手伝いをしま
す。

https://sumi-tategu.com

2588 松林商会 大川市
関東関西のお客様が来訪される時は九州佐賀国際空港の利用をお勧めしま
す。

経営者も未だ若く　家庭的で和気相合とした雰囲気の
職場です。
建材資材販売が主で九州一円に商品を広げ皆様の
要望に答るべく努力し、サービス向上に努めたいと頑
張っています。

2589 東洋ビューテイ株式会社佐賀工場 神埼市
・関東方面の往復出張時には九州佐賀国際空港を利用いたます。
・関東方面からの来訪者には九州佐賀国際空港の利用を促進いたします。
・従業員全員が九州佐賀国際空港の利用を積極的に行います。

化粧品のOEM（生産工程の受注）、ODM（企画・設計・
開発から生産まで委託）の会社です。
佐賀工場は2019年4月から稼働開始し、経営ビジョン
である「世界最良のODM企業になる。」
を目指しております。

https://www.toyobeauty.co.jp

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。

2593 株式会社サガスポーツクラブ 佐賀市 ・遠征や出張の際に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

プロバスケットボールチーム「佐賀バル―ナーズ」の
運営会社です。
佐賀バル―ナーズは「佐賀の地で有名なバルーンの
ように無限に可能性を秘めた佐賀の夢と希望をのせ
て飛び立つ」というクラブ名の由来の通り、日々挑戦を
続けています。

https://ballooners.jp/

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/

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/

2597 株式会社SHiNWA COMPANY 東京都
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。

誠実さを大切に！ https://www.shinwa-kai.co.jp

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

2599 株式会社髙田突板 大川市
?東京方面から来訪される方へ九州国際佐賀空港を積極的にご案内します。
?社員旅行には九州国際佐賀空港を利用します。
?社内出張、個人でも出来る限り九州国際佐賀空港を利用します。

木材資材の有効利用で社会貢献 https://takada-tsukiita.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

2600 株式会社 鳥栖構内タクシー 鳥栖市 首都圏から来訪のお客様には、九州佐賀国際空港のご利用をお勧めします。
鳥栖市、みやき町、上峰町のタクシーご利用は弊社に
お任せください！
ジャンボタクシー、マイクロバスもございます。

http://www.tosu-kounai.co.jp/


