マイエアポート宣言事業所 一覧
No
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宣言内容

事業所ＰＲ
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111 (株)種商

鳥栖市

・弊社の利用率を１０％アップ！
・社員の航空機利用の際には、佐賀空港利用をＰＲする。

・日本一の雑穀の取扱い品種があります。
・雑穀一筋 ６３年

http://tanesho.co.jp

138 (株)サガン・ドリームス

鳥栖市

・サガン鳥栖遠征時に有明佐賀空港を積極的に利用します。
・出張においては、積極的に有明佐賀空港を利用します。

サガン鳥栖の運営会社です。
モットーは「人づくり」「まちづくり」「夢づくり」です。

http://www.sagantosu.jp/

148 (株)ヨコオ

鳥栖市

当社は「自然の元気をごちそうに」をポリシーとして、
・東京、大阪への出張は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
自社開発の「みつせ鶏」を中心に、チキンの生産から
・社内でも有明佐賀空港の定期的なＰＲを行い、有明佐賀空港利用の輪を広 販売までを行う食品メーカーです。風味豊かでほどよ http://www.yokoo.co.jp
げていきます。
い歯ごたえの「みつせ鶏」を中心に、フレッシュ品や冷
凍食品を多数揃えております。是非ご賞味下さい。

214 (株)創新

鳥栖市

・東京方面の出張、来訪については、有明佐賀空港を積極的に利用します。

・コインパーキング機器販売、保守、管理、システムま
で完全サポート
http://www.soh-shin.co.jp
・手軽にいつでも、どこでも、ちょいとカメラ 全自動防
犯カメラ“ちょいカメ”等よろしくお願い致します。

224 (株)ブリヂストン 鳥栖工場

鳥栖市

＜宣言内容確認中＞
プライベート旅行では、有明佐賀空港の利用をご案内します。

鳥栖工場はブリジストンの生産拠点というだけでなく、
サガン鳥栖を通じた地域貢献活動にも積極的です。こ
れからも地域に必要とされる工場を目指していきま
す・

273

地方共同法人日本下水道事業団
九州総合事業所 佐賀事務所

鳥栖市

「会社内あるいは来訪者へ有明佐賀空港を積極的に案内します」

地方公共団体の代行・支援機関として下水道事業の
http://www.jswa.go.jp
ライフサイクルをあらゆる段階でサポートします。

297

鹿島建設(株)福岡建築工事事務所
（佐賀地区）

鳥栖市

・出張時、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・首都圏から来訪される方へ有明佐賀空港を積極的に案内します。

「建設」を軸に安全・安心・快適な社会の創造を追求し
ております。持続可能な社会を次世代へ受け渡すこと
を使命と捉え、ものづくりを通じて社会に貢献していき
ます。

316

公益財団法人佐賀国際重粒子線
がん治療財団

鳥栖市

・職員の出張での有明佐賀空港の利用率を５０％にします。
・関係する事業所等に有明佐賀空港の利用を勧めます。

当財団は、サガハイマット（九州国際重粒子線がん治
療センター）を運営するために設立された法人です。
http://www.saga-himat.jp
サガハイマットは、重粒子線による最先端のがん治療
施設で、2013年春の開設を目指しています。

429 協同組合鳥栖商工センター

鳥栖市

組合員と組合関係先に有明佐賀空港の利用を勧めます。
有明佐賀空港のＰＲに努めます。

昭和59年設立の事業協同組合です。組合事務局で
は、貸会議室・簡易郵便局・旅行業などを行っていま
す。

907 (株)佐賀ポリ工芸社

鳥栖市

出張で東京へ行く際は100%有明佐賀空港を利用する。

各種ポリエチレン製品取扱

911 鳥栖市

鳥栖市

職員が出張する際は、積極的に有明佐賀空港を利用します。
首都圏から本市への来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

住みたくなるまち鳥栖～“鳥栖スタイル”の確立～

922 鳥栖商工会議所

鳥栖市

職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。

商工会議所の運営を支え、事業活力の推進力となる
のは会員の皆様です。未加入の皆様はぜひ会員にご
http://www.tosucci.or.jp/
入会の上、地域の経済発展にご協力下さい。また、事
業発展のために、積極的に会議所を利用ください。

1010 鳥栖三養基建設労働組合

鳥栖市

各支部研修旅行は佐賀空港を是非利用したいと思います。

1351 レンゴー(株) 鳥栖工場

鳥栖市

首都圏への出張は有明佐賀空港の利用を検討する

レンゴーは1909年に日本で初めて段ボールの製造・
販売を事業化した会社です。当工場は段ボールシー
ト・ケースの一貫メーカーとして、九州交通網の心臓部 http://www.rengo.co.jp
である鳥栖の立地を活かし、九州一円で営業活動を
展開しています。

鳥栖市

職員が出張する際は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

九州で唯一の地方競馬場である佐賀競馬場は、緑豊
かで広大な敷地の中にあり、快適な気分で白熱した
レースが楽しめるレジャー施設です。
http://www.sagakeiba.net/
鍛えられた美しい馬体の競走馬の疾走する姿は、感
動と興奮、新しい驚きを体験させるものであり、競馬の
面白さ、醍醐味をぜひご体験下さい。

鳥栖市

・東京方面の出張、来訪について、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・社内旅行、プライベート旅行では、有明佐賀空港の利用を案内します。

私たちは、暮らしをもっと快適に、もっと便利にを実現
http://www.irisohyama.co.jp/
する企業です。

1558 鳥栖観光コンベンション協会

鳥栖市

出張時、有明佐賀空港を積極的に利用します。
首都圏から本市への来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

佐賀県の玄関口である鳥栖のＰＲを行っています。地
域の観光振興を目的とし、観光ＰＲ・コンベンション誘
致・新鳥栖駅観光案内所・祭り・イベント等の事業を展
http://www.tosu-kanko.jp/
開しています。
「おもてなし」の心を大切に、地域のみなさんと一緒に
日々活動しています。

1644 チクウンサービス株式会社

鳥栖市

佐賀の熱きハートを世界へ。世界の文化と知識と経済を佐賀空港に。全世界 物流のご相談は利用の有無にかかわらずお気軽にで
の窓口に変えよう。
きる会社です。

1393 佐賀県競馬組合

1471

アイリスオーヤマ株式会社 鳥栖工
場

http://www.tscenter.jp/

http://www.city.tosu.lg.jp/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1653 株式会社アルミス

鳥栖市

社員の出張時には、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。

アルミ製電動バイク、アルミ農業用品、アルミ形材等、
アルミ素材のさまざまな商品を開発し提案していま
http://alumis.jp/
す。

1737 有限会社古賀総合企画

鳥栖市

佐賀を発展させる為に、佐賀空港を使います。
佐賀の企業の皆様に協力をお願いします

保険の見直し致します。

1753 常栄陸運株式会社

鳥栖市

1764 久冨勝 株式会社

鳥栖市

海外の提携企業からの来日には、九州佐賀国際空港を利用する様に推奨し
ます。

中国、ベトナム、マレーシア等より商品企画製造して
国内販売をしております。

鳥栖市

会員に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

ぽっぽ・わーるどは、子育て中のママ達が、子育ての
不安や、地域になじめないことで孤立しない為の、活
動をしています。活動は主に、おしゃべりが出来る居
場所づくりや、手作り品の1dayshopをしています。

1770

特定非営利活動法人 子どもと文
化のネットワーク ぽっぽ・わーるど

・九州佐賀国際空港を出来るだけ利用します。
・プライベート旅行では九州佐賀国際空港の利用を案内
します。

安心・安全をモットーに

www.hiastomi-k.com

特定非営利活動法人 鳥栖子ども
1795
ミュージカル

鳥栖市

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。

通称キッズミュージカルTOSUといいます。小学校2年
生から中学3年生の子どもを対象に、ミュージカルとい
う表現活動を通しての子どもの健全育成と地域からの
http://kmtosu.jp/
質の高い文化の発進を目的に活動を続けて14年目に
なります。卒業生の中からはミュージカル女優として
活躍したり、宝塚デビューした子もいます。

1826 昭栄化学工業 株式会社

鳥栖市

従業員および来訪者に、九州佐賀国際空港の利用を呼びかけます！

独創的な開発力と製造技術による、高度で多様な
ユーザーニーズに迅速かつ的確に対応した電子材料 http://www.shoeichem.co.jp
及び関連素材の開発、・生産

1832 ホテルビアントス

鳥栖市

海外からの来訪者への九州佐賀国際空港の案内を積極的に勧めて行きま
す。

交通の要所で、運送関係企業様や海外からのお客様
http://www
が九州観光の中継地として多く利用頂いています。

1837 キーコーヒー株式会社九州工場

鳥栖市

・東京方面への出張に関しては、可能な限り、九州佐賀国際空港の利用を検 当社は、レギュラーコーヒーの製造を通じてお客様に
討します。
・社内の掲示板に、九州佐賀国際空港利用促進のPRポス
品質で選ばれ、選んでいただいたお客様に満足でお
http://www.keycoffee.co.jp/
ターを掲示し、九州佐賀国際空港利用促進を図ります。
応えする人々の心を満たし続ける企業を常に目指し
ています。

1843 鳥栖倉庫 株式会社

鳥栖市

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。

お客様の物流業務の効率化を、”物流一貫システム
（3PL）”として受託運営いたします。

1847 やよいがおか鹿毛病院

鳥栖市

・来訪者の方に、九州佐賀国際空港の利用をすすめます。
・出張や旅行は、九州佐賀国際空港の利用を積極的に推進します。

平成30年1月きやま鹿毛病院と合併し1つの病院とな
http://kagehospital.or.jp
り、地域の皆様の健康を支えてまいります。

1851 株式会社 西圧

鳥栖市

油・空・水圧機器を中心に設計、製造、販売を行って
いる会社です。地方の小さな会社ですが、日本全国の
出張や社員のプライベートでの利用等で、積極的に活用していきたいと思いま みならず海外にもお客様のお役に立てる製品を開発、
http://www.nishiatsu.co.jp
す。
販売しております。現状に満足せず日々、進歩・前進
する事を常に頭に入れながら様々な事に挑戦してい
る会社です。

1852 鳥栖三養基医師会

鳥栖市

九州佐賀国際空港の利用に努めます。

鳥栖市

コカ・コーラウエストグループは飲料を通じて価値ある
プライベート旅行、出張等の場合は、九州佐賀国際空港の利用をご案内しま 「商品・サービス」を提供することで、お客様のHAPPY
す。
でいきいきとしたライフスタイルと持続可能な社会の
発展に貢献していきます。

1864 古賀電機(株)九州営業所

鳥栖市

本社よりの出張に九州佐賀国際空港利用を勧めます。

1874 ボスコ・モト鳥栖店

鳥栖市

社内出張における「東京―福岡」間の利用を、九州佐賀国際空港の利用も増 イタリアのオートバイウェアブランド「ベリック」「アレン
www.bosco-moto.com
やしていきます。
ネス」の直営店です。九州エリア唯一のショップです。

1876 社会福祉法人 洞庵の園

鳥栖市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を0％から30％にします。
・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。

1859

コカ・コーラウエストプロダクツ株式
会社鳥栖工場

http://wwww.tosusouko.co.jp

半導体装置その他の樹脂専門部品加工メーカーで
す。東京、上海に工場拠点を置き、中国、国内へお客
www.kogadenki.co.jp
様に満足していただける『樹脂部品』をご提供させて
いただいております。

軽費老人ホーム、グループホーム、小規模多機能、介
護付き有料老人ホームSORAが同一敷地内にありま
http://www.douan.or.jo/
す。選べるサービス、選べる費用負担、選べる生活援
助施設をご提供します。

No

事業所名

1877 プラザホテル鳥栖

1888 株式会社 リョーサン

1889

所在地

鳥栖市

鳥栖市

鹿島興産株式会社 南鳥栖自動車
鳥栖市
学院

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

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推奨します。

お仕事の方も、ご旅行の方も、心よりくつろいで頂ける
ような、アットホームなホテルを目指しております。

出張の際は、九州佐賀国際空港を利用するようにします。

半導体・電子部品の購入の際は、お声掛けください。 httｐ://www.ryosan.co.jp

当校に来校される方へ九州佐賀国際空港の案内・紹介を行っていきます。

ライセンスは夢につながっている。運転免許は一生使
う宝物。スタートは南鳥栖から！！
httｐ://www.minamitosu.gr.jp
公安委員会指定技能試験免除、運行管理者講習他、
各種企業研修等承ります。

1899 森永デザート株式会社

鳥栖市

私たちは“おいしく、たのしく、すこやかに”をビジョン
社員の出張での九州佐賀国際空港の利用を勧め、定期的にＰＲに努めます。
（基本理念）に、冷菓の製造を通して、価値と感動をお
プライベート旅行では、九州佐賀国際空港の利用を案内します。
届けし、社会に貢献できる企業を目指します。

1903 パナソニック株式会社 佐賀事業所

鳥栖市

関東方面への出張や単身赴任帰省時に、九州佐賀国際空港の利用を勧めま 2018年、創業100周年を迎えるパナソニック。次の100
http://www.ｐaｎaｓoｎiｃ.coｍ/ｊp/hoｍe.htｍl
す。
年を作るために、私たちの挑戦は続きます。

1904 株式会社大島組

鳥栖市

出張の時、可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。
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。

弊社は、おかげさまで、明治４２年に「大島組」として
土木請負業を創業いたしまして百有余年にわたり地
域のみなさまのご指導、御支援により継承伸展してま http://www.oｓhiｍa-ｇuｍi.ｃo.ｊp/
いりました。これからも全社一丸となって日々努力して
いく所存ですのでよろしくお願い申し上げます。

1905 株式会社森光商店

鳥栖市

佐賀空港のサポーターとして利用者増加に向けた活動を行います。

今年創業140年の卸売業です。お客様の要望に沿っ
て選別、袋詰など自社工場で行います。

1908 原武登記測量事務所

鳥栖市

九州佐賀国際空港が「身近な」そして「なくてはならぬ存在」になりますよう支
えていきます！

土地建物についてお困り事がありましたら、お気軽に
ご相談下さい。まずはご相談から。

1909 株式会社トスデリカ

鳥栖市

社内およびグループ会社へ、九州佐賀国際空港をPRし、利用を積極的に推
奨します。

お子様からお年寄りまで、すべてのお客様に”元気の
もと”となるお惣菜を提供し、食を通じて豊かな社会づ tosudelica.deria-ｆoods.co.jp
くりに貢献します。

1910 鳥栖ガス株式会社

鳥栖市

出張、来訪者について、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

当社は、お客様の生活を支える”エネルギー”の供給
を通して、地域社会に信頼され、貢献できる企業を目
指します。

1918 株式会社アイワ自動車工業

鳥栖市

来訪者に九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

1920 江見製袋株式会社

鳥栖市

社員、取引先に佐賀空港の利用を推奨します。

くだものづくりのパートナーとして笑顔（えみ）をひろげ
emiseitai.co.jp
ます。

1921 九州セキスイハイム工業株式会社

鳥栖市

社員の航空機利用の際には、佐賀空港利用を推奨します。

当社は九州地域の「ユニット住宅生産工場」です。専
任の熟練した技術者と最新対外技術を融合した工場
で家づくり工程のほとんどを作り込むことで雨や風か httｐ://www.heim-k.com
ら守りながら、ミリ単位の精度で高品質の家づくりを実
現しています。

1923

株式会社 マルハニチロ物流鳥栖
物流センター

鳥栖市

・出張の際には必ず九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪される方へ積極的に九州佐賀国際空港をご案内します。

httｐ://www.logi.maruha-nichiro.co.jp

1924

九州電力株式会社 鳥栖配電事業
所

鳥栖市

・出張の際には、原則として100％九州佐賀国際空港を利用します。
・東京、大阪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
「ずっと先まで明るくしたい」という九州電力の実現に
します。
向けて、事業所一同取り組んでいます。
・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。

httｐ://wwwkyuden.co.jp

1930 いぬお病院

鳥栖市

・職員に、九州佐賀国際空港の利用を案内します。

「精神科」「心療内科」の病院をしています。悩んでい
て、困っている時にお見え下さい。

1955 九州シンクロトロン光研究センター

鳥栖市

・センター職員の積極的な九州佐賀国際空港利用を推進します。
・来訪者に対し、九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

当センターは、佐賀県が産業利用、各種研究を目的
に設置した九州では唯一のシンクロトロン放射光施設
であり、2006年の開所以来、この放射光を用いた産学 http://www.saga-ls.jp
官の課題解決の支援、地域産業の高度化、新産業の
創出等に取り組んでいる。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1972 (株)Ever Food

鳥栖市

・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用したいです！

佐賀県産の和牛や鶏肉で「生ハム」を製造していま
す。お近くの飲食店のメニューで見かけたらぜひ食べ kurahashi@everfood.co
てみてください。

1974 (株)サンセールミキ 鳥栖工場

鳥栖市

・出張の際、九州佐賀国際空港の利用を促します。
・関東方面からの来訪者に九州佐賀国際空港の利用を促します。

医薬部外品製造認可工場

鳥栖市

国内外の有名ブランド約150店舗がそろう九州最大の
アウトレットセンターです。さわやかな空気と明るい陽
東京本社への出張時には、リムジンタクシーや佐賀空港を積極的に利用しま 光が似合うカリフォルニア州南部の美しい街をイメー
https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/
す。
ジした、スパニッシュ・コロニアルスタイルの施設内
で、１日中アウトレットショッピングをお楽しみいただけ
ます。

三菱地所・サイモン株式会社
2012
鳥栖プレミアム・アウトレット

