マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

東京都

毎週1往復
有明佐賀空港を利用します。

ＩＴで公共サービスのイノベーションを追及します。

http://www.e-corporation.co.jp

308 (株)多久製作所東京支店

東京都

・東京支店から九州事業所出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用しま
す。
・東京から九州工場へのお客様のご案内に優先的に利用します。
・社員のプライベートでの利用についても促進します。

機能配管を通じてお客様に感動をお届けする配管総
合プレファブメーカーです。

http://www.tak-ss.co.jp

313 (株)中山鉄工所 東京支店

東京都

1.社用での社員移動は極力佐賀空港を利用します。
2.社員家族の移動も利用する。
3.知人等へ利便性をＰＲします。

地球環境と建設循環型リサイクルを目指す未来志向
企業 中山鉄工所

http://www.nakayamairon.co.jp

東京都

本社は九州の佐賀県佐賀市にあり、東京・福岡・熊本
に営業拠点を持っています。業務内容は四六全判４
本社職員に、東京へ出張の際には駐車場無料の有明佐賀空港の利用を勧め
色機・Ｂ半裁輪転印刷・菊全両面８色機を主力として
ます。
いますが、企画・クリエイティブはもちろん、ＷＥＢコン
また東京職員の本社出張、里帰りの際にも、お迎え便利な有明佐賀空港の利
サル・構築、映像の企画・製作・管理についても多くの
用を勧めます。
実績を持っており、メディアミックスを強みとしていま
す。

319 (株)サガシキ 東京支店

東京都

・弊社の現在の利用率を60％から10％アップさせます。
・社員のみならず、社員の親族、友人の九州訪問時は、有明佐賀空港の利用
を勧めます。
･取引先企業様に佐賀をご案内する時は、有明佐賀空港を中心にルートを設
定します。（展望デッキ→レストラン→おみやげコーナー）

株式会社サガシキは、創業６５年を迎えたパッケージ
のデザイン・製造・販売メーカーです。
本社を佐賀に構え、九州のみならず、関西・関東でも
営業活動を展開し、幅広い業界のお客様が抱える課
題・問題を解決するパッケージングソリューションサー
ビスをご提供しています。

http://www.sagasiki.co.jp

327 昭栄化学工業(株)

東京都

東京方面、佐賀方面の利用の方へ、有明佐賀空港を積極的に案内します。

経営信条
「我が社は独創的技術をもって社会に奉仕し、会社の
繁栄と社員の幸福を常に一致せしめる経営を行う」

http://www.shoeichem.co.jp

328 (株)戸上電機製作所 東京オフィス

東京都

出張での有明佐賀空港の利用率を５０％から８０％にします。

「社会を、地球を、未来を豊かに」
品質第１主義をモットーに電気の安定供給に貢献し続
けます。

http://www.togami-elec.co.jp

331 ＪＡさが東京事務所

東京都

・有明佐賀空港の１００％利用を目指します。
・東京方面から来訪される方へ有明佐賀空港の利用を積極的にご案内しま
す。

佐賀県産農畜産物の知名度向上と販売力強化

http://jasaga.or.jp/

東京都

出張での有明佐賀空港の利用率を高めます。

私達は、安全、安心そして高品質な製品の製造を通し
て、消費者の健康づくりのお役に立ちたい、また地域
社会に貢献したいと考えています。

336 松尾建設(株)東京支店

東京都

・本社出張時の有明佐賀空港の利用率を７０％に、また佐賀帰省時の利用率
５０％を目指します。
松尾建設の東日本エリアを担当しています。お気軽に
・顧客ならびに協力業者に対して、九州への出張・観光には、有明佐賀空港の 御用命下さい
利用を勧めます。

337 芙蓉海洋開発(株)

東京都

東京からの出張時に有明佐賀空港を使用するように社員に推奨します。

わたくしたちは、水域環境の総合コンサルタントとし
て、「水域環境調査」、「環境コンサルタント」、「水産コ
ンサルタント」、「水域土木コンサルタント」および「水産
施設」の５つの業務分野を軸として、コンサルティン
グ・エンジニアリング業務を展開しております。

http://www.fuyokaiyo.co.jp

343 大電(株)東京支社

東京都

出張での有明佐賀空港の利用率を０％から１０％にします。

電線、ケーブル、ＦＡロボット用ケーブル、ネットワーク
製品等の製造・販売をしています。

http://www.dyden.co.jp

350 (株)ローヤル物産

東京都

・出張での有明佐賀空港の利用率を高めます。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

東京都内を中心にレストランなどの飲食店にキッチン
ウェアや有田焼などの佐賀の食器を紹介しておりま
す。

http://www.royal-bussan.co.jp

360 (株)佐賀電算センター東京事業所

東京都

佐賀へ出張する関係先へ佐賀空港を勧めます。

平均年齢32歳の明るき元気な職場です。

http://www.sdcns.co.jp

361 (株)信徳

東京都

出張での有明佐賀空港の利用率を３０％を７０％にします。

医療施設、レジャー施設、オフィスビル等、あらゆる建
物を利用者に安全な環境にします。

http://www.shintoku.jp

365 (株)中村電機製作所東京支店

東京都

・東京本社・工場への来訪者に有明佐賀空港の利用をなおいっそう強力に推 防爆制御機器製造販売「元気なもの作り中小企業３０
進します。
０社」に選定。独自メーカーで営業拠点が東京・大阪
・本社～支店との往来には極力有明佐賀空港を利用します。
にある。

290

イーコーポレーションドットジェー
ピー(株)

所在地

314 福博印刷(株)ＤＳＣ東京

333

(株)ジェイエイビバレッジ佐賀東京
営業所

http://www.ding.co.jp

http://www.matsuo.gr.jp

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

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

366 (株)佐電工 東京支社

東京都

・帰省、出張で有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港を勧めます。

369 東京佐賀県人会事務局

東京都

東京佐賀県人会は、明治２９年に大隈重信伯が融資
県人会会員及びその家族の皆様に対して、有明佐賀空港利用を積極的に進
に呼び掛け、設立された全国で２番目に古い在京県
めます。
人会です。

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

373 (株)日陸

東京都

有明佐賀空港利用率を０％から５％に増加します。

会社理念「小さくともダイヤの如くみんなの幸せを」

http://www.nrsgroup.co.jp/

374 三愛石油(株)

東京都

佐賀県へ出張の際は、迷わず佐賀空港を利用します。

人と人、そして人と社会の幸せな関係をエネルギーを
通じて築く。三愛石油は、エネルギーサービスＮｏ．１
カンパニーを目指します。

http://www.san-ai-oil.co.jp/

380 佐賀牛 銀座季楽

東京都

出張での有明佐賀空港利用率を向上します。

首都圏でＪＡさが直営の佐賀牛レストランを運営して
います。一人でも多くの方に佐賀牛の美味しさを感じ
ていただきたいと思っております。

http://jasaga.or.jp/kira/ginza/index.html

383 (株)ワイビーエム東京支社

東京都

「ワイビーエムは、地下と水の技術で明日の美しい地
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） 球環境づくりに貢献します。」の企業理念の基で、低
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 騒音小型軽量化・省人省力化・コンピューター化をコン
ます。
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

400 (株)竹八

東京都

佐賀出張の際には、積極的に有明佐賀空港を利用します。
佐賀訪問のお取引先様にもおすすめします。

http://www.takehachi.co.jp/

404 信号電材(株)東京営業所

東京都

現在０％である有明佐賀空港の使用率を５％にする。

http://www.shingo-d.co.jp

405 ニシハラ理工(株)

東京都

半世紀にわたって蓄積したニシハラ理工のめっき技術
は、半導体部品をはじめとして様々な電子部品に展
出張（当社佐賀工場及びお得意様訪問）の際は、有明佐賀空港を優先的に利
開されています。今後も徹底した品質へのこだわりと
用いたします。又、お客様に対しても有明佐賀空港の利用をＰＲいたします。
信頼される技術力で「ものづくり」を通してお客様の御
要望にお応えしてまいります。

http://www.nishihararikoh.co.jp/

全員、九州から出てきて、佐賀の為に頑張っていま
す。

銀だらを始めとする粕漬、西京漬、佐賀名産貝柱粕漬
などを阿佐谷本店を中心に販売しています。

URL

http://www.sadenko.co.jp

出張での有明佐賀空港の利用率を４０％から５０％にします。

ミタニマイクロニクスは創業以来、ファインラインを追
求し続け高品質で安定度の高いスクリーンマスク、
フォトマスク、メタルマスク、厚膜応用製品、及び印刷
機等を供給してまいりました。
日々技術革新が進む中、より高精度に、よりスピー
ディにと高まるニーズにお応えすべく、最新の画像形
成設備の導入、優れた技術力の育成、そして生産性
の向上で次世代に備え、次なるファインラインの“ミタ
ニマイクロニクス”の確率と、一段上のクオリティ実現
に向けて前進してまいります。

http://www.mitani-micro.co.jp

東京都

出張時佐賀空港を利用するよう社内でＰＲします。

合成ゴムなどの石油化学系事業から半導体用材料、
液晶ディスプレイ用材料などの情報電子材料まで幅
広い事業を、グローバルに展開している機能性高分
子材料メーカー。
精密材料・加工、環境・エネルギー、メディカルの３分
野を戦略事業として今後の成長の牽引役と位置づ
け、強化を図っている。（本社：東京都港区）

http://www.jsr.co.jp/

東京都

・出張での有明佐賀空港の利用率を70％から90％にします。
・本社（福岡県大川市）からの出張者には有明佐賀空港の利用を勧めます。
・支社⇔本社との往来には有明佐賀空港を利用します。

・関家具は商品企画、生産、販売、卸、小売まで行っ
ています。全国卸業売上高5位、創業40年間赤字なし
の企業です。
・若さあふれる会社です。全体平均年齢28歳、幹部社
員平均年齢35.5歳。
・東京（五反田・新宿）ショールームを起点に産地大川
への貢献を目指しています。

http://www.sekikagu.co.jp/

511 (株)白谷運輸 東京営業所

東京都

・九州への出張時、佐賀空港利用を現行の50％から90％以上にします。
・知人へ佐賀空港利用を勧めます。

542 三井化学(株)

東京都

三井化学は、地球環境との調和の中で、材料・物質の
・従業員に、出張や旅行での積極的な利用をすすめます。
革新と創出を通して、高品質の製品とサービスを広く
・有明佐賀空港利用キャンペーン等 PR情報を社内掲示板等で周知します。
社会に提供しています。

604 (株)デフィ

東京都

出張での有明佐賀空港利用率を50％から70％にします。

東京都

佐賀方面へご出張の際は、ボートレースの場外発売
所であるボートピアみやき（佐賀県三養基郡みやき
やまと学校（柳川市）への出張に際しては、積極的に有明佐賀空港を利用しま
町）、ボートピア三日月（佐賀県小城市）、ミニボートピ
す。
ア長洲（熊本県玉名郡長洲町）にてボートレースをお
楽しみください。

http://www.kyotei.or.jp/

東京都

営業部員に大牟田出張時に有明佐賀空港の利用を推奨します。

http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/nyc/

406 ミタニマイクロニクス(株)

416 ＪＳＲ(株)

438

615

(株)関家具 センベラ東京ショー
ルーム

財団法人日本モーターボート競走
会

633 日本イットリウム(株)三鷹営業所

東京都

主なブランド名
nina mew、レディードール、シモーネリスト

http://jp.mitsuichem.com/

http://www.ninamew.com/conpany/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

九州の製品を関東に定着を目指そう。

URL

644 (株)ミゾタ 東京支店

東京都

佐賀への貢献と社内コストダウンを目指します。

661 (株)ネットコムBB 東京営業所

東京都

本社出張における航空便の利用は、原則「有明佐賀空港」を利用することとし 平成19年11月よりスタートしたシステム構築・保守、
ます。
ECサイト構築、運用のお手伝いやWEBコンサルなど、
また、来客にも佐賀空港の利用を勧めます。
企業様のIT化戦略に関するニーズにお応えします。

http://www.netcombb.co.jp/

662 (株)ヤマキいとう

東京都

有明佐賀空港の利用を心掛けます。

http://homepage2.nifty.com/yamaki_itoh/

669 (有)川野商事

東京都

本社、店舗 東京で、営業所大川の為、地の利の便利な佐賀空港を100％利用 都内で24年間営業しているギャラリー川野
します。
会社として輸出・輸入業を運営

680 鹿島印刷(株) 東京営業所

東京都

出張や旅行に、佐賀空港を利用すると共に、取引先等に利用を促します。

698 (株)山本海苔店

東京都

明治2年に、明治天皇への上納品として、「味付海苔」
海苔の仕入に伴う、状況調査、入札会参加、社員研修等の際に、有明佐賀空
を苦心創案しました。山本海苔店が「味付海苔」の元
港の利用を最優先いたします。
祖です。

736 (株)林屋

東京都

今後有明佐賀空港の利用を心掛けます。

759 佐賀新聞社東京支社

東京都

・ 出張、帰省（家族を含め）での有明佐賀空港利用率を50％から75％に高め
庶務を除く営業・編集の6人が本社からの出稼ぎ組、
ます。
「佐賀」を背負って、展開しています。佐賀県勢浮揚は
・ 首都圏からの来訪者、取引先、取材対象者らに有明佐賀空港の利用を勧め
佐賀新聞の目指すところでもあります。
ます。

http://www.saga-s.co.jp/

799 祐徳自動車(株) 東京営業所

東京都

1. 今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
2. 来訪者には有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://www.yutoku.jp/

804 (株)ビジョン

東京都

・出張の際には、原則有明佐賀空港を利用致します。
2011年7月に佐賀市へコールセンターを新設しまし
・社員のプライベートでの旅行、帰省の際にも、有明佐賀空港の利用を推進し た。雇用創出、地域経済の活性化に貢献して参りま
ます。
す。

805 (株)サガテレビ 東京支社

東京都

今迄同様、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

佐賀に密着した情報を迅速に正確に県民の皆様にお
伝えし続けていきます。

http://www.sagatv.co.jp

809 トヨタ工機(株)

東京都

1. 社員の出張の際は、佐賀空港の利用を促します。
2. 来社するお客様に対し、佐賀空港の利用をお勧めします。
3. 社員の帰省、旅行の際に、佐賀空港の利用を勧めます。
4. 現在の利用率5％を20％に致します。

創業以来40有余年で培った“ものづくりの精神”でお
客様のお役に立てる心の込もった製品をつくります。

http://www.toyota-kohki.co.jp/

811 (株)ワークヴィジョンズ

東京都

佐賀への出張をはじめ、社員の帰省には有明佐賀空港の利用を勧めます。
また、取引先や知り合いにも有明佐賀空港の紹介と利用をお薦めするなど、
有明佐賀空港のPR に努めます。

建築・土木・まちづくり等、常に「まち」を視野にいれ、
分野を超えてモノづくりに取り組む設計事務所です。
たくさんの人々との交流と、そこで得られる発見を大
切にし、その過程で生まれる「つくる喜び」が新たな想
像力の源になると信じ、日々活動を続けています。

http://www.workvisions.co.jp/

840 大森水産(株)

東京都

今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

海苔のことなら何でもご相談ください。
当社の製品はすべてに特徴がありますが、得意技は
美味しい海苔です。

http://www.oomori-suisan.co.jp

842 (株)イーダブリュエムジャパン

東京都

佐賀に関連会社を持ち、東京と佐賀を連携してITを活
・佐賀、福岡、熊本への出張の際には有明佐賀空港を100%利用します。
用した地域活性化に取り組んでいます。佐賀との連携
・お客さまにも有明佐賀空港利用のメリットを伝え、利用率向上に貢献します。 による成功事例をほかの地域にも広げ、日本の地方
が元気になるような活動を行なっていきます。

843 (株)守半總本舗

東京都

海苔の買い付け時、有明佐賀空港を活用させていただきます。

大田区鎌田の地にて、昭和2年創業以来『おいしい海
苔』を提供できるよう、大森海苔より有明海苔に転換し
『85年』。地元の方々に愛される海苔屋として歩み続
けております。『焼き海苔の元祖』守半の名に恥じぬよ
う、『日本の食文化』を継承してまいります。

http://www.morihan.co.jp

849 矢澤海苔(株)

東京都

佐賀出身なので有明佐賀空港を利用します。
来客にも有明佐賀空港利用を勧めます。

お客様のニーズに合わせてお海苔をアレンジします。

http://www.yazawanori.com/

857 (株)コスモプロジェクト 東京本社

東京都

有明佐賀空港利用率を70％から90％へ増加させます。

多機能断熱材の製造・販売。
サーモウールを使用すると、①家の中が結露しませ
ん。 ②ホルムアルデヒド除去 ③生活臭が消える。
④家の中が森の中の様な静けさに包まれます。

佐賀海苔を中心に有明海産の海苔を販売

創業90年の伝統と技術に裏付けされた信頼と実績に
より総合印刷業として、ユーザーの多種多様なニーズ
にお応えしています。鹿島、佐賀、福岡、東京に営業
所を置き、幅広い営業活動を行っています。

百貨店のオリジナル商品の製造を始めとして、最高の
品質の海苔をお届けします。

首都圏のお客様の思い出づくりをお手伝いします。
お客様に愛される企業を目指します。

http://www.mizota.co.jp/

http://www.gallery-kawano.com/kawano.html

http://www.kashima-insatsu.jp/

http://www.yamamoto-noriten.co.jp/

http://www.hayashi-ya.co.jp/

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

http://www.ewmjapan.com/

No

事業所名

所在地

JAさが 首都圏事業部 東京事務所
大田事業所

東京都

・ 今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・ 来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ 職員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用するよう勧めます。

佐賀県内の青果物、野菜、果物、花を首都圏を中心と
し全国にPRし、販売しています。佐賀の産物、おいし
い、新鮮、安心安全をアピールしていますので、よろし
くお願い致します。

881 合資会社光武酒造場 東京事務所

東京都

今後有明佐賀空港の利用をさらに増やします。

お酒のおいしさが人々の気持ちを豊かにしてくれてた
くさんの人々が幸せを感じられるような酒造りを目指し
ています。

882 東海通信工業(株)

東京都

「人と未来を入力部品でつなぐtokaicom」
情報通信の分野において創業68年に渡り通信機器用
会社関係者などに有明佐賀空港の利用を推進します。
部品・スイッチ等のオリジナル製品の開発製造並びに
東京本社と佐賀県所在の往来には、有明佐賀空港を第一優先に利用します。
OEM、EMSの事業の展開。より多くのお客様から、信
頼をいただいているメーカーです。

http://www.tokaicom.co.jp/

東京都

来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

1日を大切にするゴルフ場へ

http://www.orix-golf.jp/

891 Ｄｅｎｋａ(株)

東京都

九州への出張の際には、有明佐賀空港を積極的に利用するよう案内致しま
す。

当社は有機系素材・無機系素材・電子材料・機能加工
製品の製造、販売を行っています。

http://www.denka.co.jp/

893 セゾン自動車火災保険(株)

東京都

■ 佐賀との往復には、有明佐賀空港を利用します。
■ 佐賀へ行く人、佐賀から来る人がいれば、有明佐賀空港の利用を積極的
に勧めます。

わたしたちは、お客様にとって、独創的で革新的な商
品や、必要なときに必要な形で最適なサポートを、お
客様とわたしたちが「直接」接することでご提供し、お
客様一人ひとりに納得感を持って選んでいただける、
オンリーワンの保険会社をめざします。

http://www.ins-saison.co.jp/

895 (株)ロキテクノ

東京都

有明佐賀空港を積極的に利用します。

ロキテクノは、濾過・分離・精製技術と迅速なカスタム
メイド対応で、お客様のトラブル解決とプロセス最適化
をお手伝いいたします。

http://www.rokiteｃhno.co.jp/

900 味の素冷凍食品労働組合

東京都

今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

903 味の素物流株式会社 受注事業部

東京都

有明佐賀空港の利用を心掛けます。

安心・確実・早くて安い

http://www.ab-kk.co.jp/

東京都

佐賀周辺にうかがう際には、可能な限り、有明佐賀空港を利用します！

912 味の素物流労働組合

東京都

今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用するように勧めます。

913 三井金属鉱業(株)

東京都

九州への出張時に、積極的に有明佐賀空港を利用します。

マテリアルの知恵を活かし、「電子材料」「金属・資源」
「環境」「部品」「素材関連」の５つの事業分野で積極的
かつグローバルな事業運営を行っています。

http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/

927 エムシー産業(株)

東京都

・有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・来社、家族、友人にも利用促進につとめます。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう勧めます。

従来のコンクリート蓋に代わる側溝蓋=スチール透水
蓋を開発（特許獲得）を通じ、市民の交通安全、車に
よる事故の軽減につとめ、全国で15mの実績を有しま
す。

http://www.mc-sangyo.com/

東京都

出張に有明佐賀空港を利用するよう心掛けます。

タオルのスペシャリスト！

http://www.nasto.co.jp/

953 森鉄工(株) 東京事務所

東京都

１）今後有明佐賀空港の利用を心掛けます。
２）来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
３）社員の帰省や旅行に有明佐賀空港の利用を勧めます。
４）九州方面への旅行は有明佐賀空港を利用します。

ファインブランキングプレス、多軸プレス、切粉圧縮機
等で業界のリーダー的役割を担っています。
ファインブランキングプレスでは海外輸出比率は7割
以上です。

http://www.moriiron.com/

960 精発ばね工業(株)

東京都

１．今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
２．来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
３．社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用するよう勧めます。

東京都

出張の際は有明佐賀空港を積極的に利用します。

1948年の設立以来、「トータル空間創造企業」として、
住宅や医療・介護施設、スポーツジム、公共施設など
多様な空間を構成する木質系製品の製造を行ってい
ます。
「デザイン性」「機能性」「安全性」に優れた新しい空
間・生活スタイルの創造、ご提案をしています。

http://www.ishimok.co.jp/

967 九セラ(株) 東京営業所

東京都

①今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
②来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

強化磁器食器の製造販売
ファインセラミックスの技術から生まれた新時代の強
化磁器

980 東京戸上電機販売(株)

東京都

１．今後、佐賀空港の利用を心掛けます。
２．社員の帰省や旅行に利用するよう勧めます。
３．出張時の佐賀空港利用を推進します。

㈱戸上電機製作所の関東エリアの販売会社として営
業しています。

981 (株)戦略情報センター【東京】

東京都

今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

861

888

908

938

963

オリックスゴルフマネジメント合同会
社

IIHOE[人と組織と地球のための国
際研究所]

(株)ナストーコーポレーション 東京
営業本部

(株)イシモク・コーポレーション 関
東営業部

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

http://www.kinpa.jp/

http://blog.canpan.info/iihoe/

http://www.sicenter.co.jp/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1003 (株)西村鐵工所 東京支社

東京都

・本社（佐賀）を訪問されるお客様へ、積極的に有明佐賀空港をＰＲします。
・本社（佐賀）への出張の際には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

本社（佐賀）の営業拠点として、少数精鋭で日夜がん
ばっております！

http://www.nisitec.co.jp/

1006 三京物産(株)

東京都

有明佐賀空港を積極的に利用し、地域貢献に寄与することを宣言します。

当社子会社である、三京ステンレス鋼管が、佐賀県武
雄市に工場を設立することになりました。自社の成長
だけではなく、地域の発展と貢献に寄与していきたい
と思っております。

http://www.sankomj.co.jp/

1026 (株)ファンドレックス

東京都

佐賀県への出張には、必ず有明佐賀空港を利用します。

日本初のファンドレイジング戦略設計を専門とするコ
ンサルティング会社です。佐賀のＣＳＯを応援していま
す！

http://www.fundrex.co.jp/

1038 (株)ＪＡフーズさが 東京営業所

東京都

１．出張の際、有明佐賀空港を積極的に利用します。
２．取引先に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

「食卓にいっぱいの笑顔を咲かせたい！！」
私たちは、お客様のニーズに応えるため、厳選した素
材をもとに、安全・安心な食品を製造します。

1059 (株)佐賀銀行 東京事務所

東京都

・従来通り、行員の佐賀方面への出張・帰省は、積極的に有明佐賀空港を利
佐賀銀行は「地域密着と健全経営」に徹し、地元金融
用します。
機関として良質な金融サービスを提供し、業務を通じ
・東京地区へ来所されるお客さま、佐賀方面へ訪問されるお客さまへの有明
て地域社会の発展に奉仕します。
佐賀空港のPRと利用を積極的に勧めます。

1136 （社）日本競輪選手会 東京支部

東京都

武雄競輪の斡旋が入った場合は、有明佐賀空港を利用します。

1189 ネミー(株)

東京都

架台メーカーとして40年以上の歴史を持ち、大手空調
メーカーへの豊富な納入実績があります。また、2009
社員の出張だけではなく、社員の帰省や旅行の際にも利用するよう勧めてま
年より太陽光発電システム販売を開始しました。もの
いります。
づくりができる快適空間の提案型企業への成長を目
指す。

http://www.nemy.co.jp/

1192 (株)GOLDEN HEART

東京都

・佐賀空港の利用を心掛けます。
・佐賀空港の利用を勧めます。

http://www.goldenheart.jp/

1199 金方堂松本工業(株)

東京都

弊社は、一般缶と呼ばれる金属製パッケージの専門
メーカーです。一般缶はお菓子や海苔、コーヒーの缶
など、日頃の生活で目にされることは多いと思いま
佐賀県内工場新設に伴い、工場への交通手段として有明佐賀空港の利用を す。生活に密着した製品であること、それは、使いや
心掛けます。
すさはもちろん、湿気や外部衝撃からの内容物保護、
また、素材に比べ群を抜くリサイクル性、さらには他素
材では表現しきれないほどの印刷性には魅力があり
ます。

1240 (株)エネサンスホールディングス

東京都

九州方面の出張の際には、有明佐賀空港を積極的に活用します。

東京都

佐賀育英会は、大正7年、鍋島直大（佐賀藩11代当
主）を総裁、大隈重信（外相、首相、早大創立者）を副
総裁として発足した。その後、財団法人として認可さ
れた大正10年から数えても、本年（2013年）は92年の
今後、有明佐賀空港の利用を心掛け、舎生（大学生）の帰省や旅行に有明佐
歴史を有する団体である。当育英会は、設立当初の
賀空港を利用するよう勧めます。
大正7年に奨学金給与事業を、また大正10年には顕
彰事業を実施、さらに大正13年からは東京に松濤学
舎を運営するなど逐次事業を拡大し、優良な学生の
育英奨学や県教育の振興に寄与してきた。

日本マルチメディアサービス株式会
1295
社

東京都

社用、私用に関わらず、当社の社員は佐賀と往来に有明佐賀空港を積極活
用します！

＜ＪＭＳはアウトソーシングプロフェッショナル集団で
す！＞
多種多様なアウトソーシングのご相談にお応えしま
す。
・コールセンターの構築～運営
・ＢＰＯ
・人材アウトソーシング

http://www.jmscom.co.jp/

1301 ジェイアイ傷害火災保険(株)

東京都

東京本店と佐賀サービスセンターとの往復には積極的に有明佐賀空港を利
用します。

旅行やレジャーの分野を中心として、ワールドワイドな
安心サービスネットワークを提供し、お客様満足の高
い会社を目指しています。

http://www.jihoken.co.jp/

1302 (株)エフエム佐賀 東京支社

東京都

・以前より増して、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・顧客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・当社社員の出張等で有明佐賀空港利用を促します。

JFN（エフエム東京系列）38局中、極めて存在感あり。
特に2009年10月よりスタートした「地方自治体番組」
は、"佐賀モデル"として放送、広告業界の注目をあつ
める。

1344 (株)宮永産業

東京都

有明佐賀空港の利用を心掛け、お取引先にも利用を勧めます。

佐賀海苔を中心に美味しい海苔を販売

http://www.e-nori.com

1347 (株)朝倉海苔店

東京都

有明佐賀空港の利用を心掛けます。

業務用を中心に様々な海苔の加工、販売を行ってい
ます。

http://www.asakuranoriten.co.jp

1244 (公財)佐賀育英会

発展著しい“ミャンマー”の企業マッチングにおける視
察、現地コーディネートもお任せ下さい！

新たな「エネルギー」の形を未来に向けて常に「創造」
（ルネサンス）し、明るい笑顔で安全とサービスをお客
様にお届けします。

http://www.sagabank.co.jp/

http://www.kinpodo.co.jp/

http://www.enessance.co.jp/

http://www.shoutou.com/

No

事業所名
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事業所ＰＲ
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1350 日本・バイオ(株)

東京都

佐賀の完全無農薬大豆を元に作られる乳酸菌生産物
佐賀工場と東京本社の往復はもちろん、会員の皆様にも有明佐賀空港をＰＲ
質は21世紀における日本人の健康を一手に引き受け
して佐賀空港の発展に寄与します。
ます。

1354 日本新電力(株)

東京都

九州への出張時に積極的に佐賀空港を利用します。

当社は、電力分野という基幹インフラを担う発電事業
者として、低価格で安定した電力を提供するだけでは
なく、ますます高まる地球環境への配慮や社会におけ
る安心安全のニーズに対応し、人・社会・自然が親和
する豊かな世界の実現に貢献してまります。

https://jneco.jp/

1355 (有)田中正造商店

東京都

来訪者の方に有明佐賀空港を推奨いたします。

東京・大森から美味しい海苔を！

http://www.nori-tanaka.com/

1356 (株)オプティム 東京本社

東京都

出張における有明佐賀空港の利用を積極的に推進します。

オプティムは、ビジネス向けスマホ・タブレットアプリの
マーケットリーダーです。佐賀の人々および世界の
人々がよりネットを簡単に安心して使うことのできる世
界を創造していきます。

http://www.optim.co.jp/

1358 (株)トワード 東京支店

東京都

積極的に佐賀空港を利用します。

物流において、お客様に価値あるサービス、喜んで頂
けるサービスを提供させて頂いています。

http://www.towardls.co.jp/

1363 (株)小善本店

東京都

有明佐賀空港を積極的に利用します。

海苔の仕入、加工、販売を一手におこなっておりま
す。

http://www.kozen.co.jp/

東京都

東京 日本橋で創業65年を迎えた食品卸会社です。
取り扱い商品は大豆、雑穀、野菜、鶏卵、水産加工品
・農産物（特に大豆）取引に伴う、圃場視察、商談等の際、有明佐賀空港の利
etc
用を心がけます。
安心できる食品を、心をこめてご提供すること。創業
・取引先や社員の旅行・帰省には有明佐賀空港の利用を勧めます。
半世紀を超え、時代が変わっても基本理念はかわり
ません。

1371 三幸食品(株)

http://www.nihon-bio.co.jp

http://sankou-s.co.jp/

有明佐賀空港をＰＲします。

平成16年に佐賀牛の取り扱い、拡販のご縁から、佐
賀県知事より「佐賀特産品おすすめの店」としての認
定を受けました。
東京にある数多くの食品スーパーの中でも随一の佐
賀県産商品がお求めいただけますのでどうぞ足をお
運びください。

http://www.nittoh-e.co.jp

東京都

出張の際は、有明佐賀空港の積極的利用に努めて参ります。

ペット保険の普及を通じて、人とペットの豊かな共生
社会の実現に貢献するとともに、盲導犬、聴導犬、介
助犬などの補助犬の育成、アニマル・セラピーの普及
およびペット・シェルターの開設などの社会貢献を推
進してまいります。

http://www.petsbest.co.jp

1392 (株)ガイアソリューション

東京都

佐賀の伝統工芸品の販路の育成と後継者の育成

農業（下関川棚温泉で畑3haの自然農法）

1402 協同組合 企業情報センター

東京都

・組合員に有明佐賀空港のメリットをＰＲいたします。
・佐賀・福岡出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

経済産業省、国土交通省、農林水産省の認可団体。
3500社の様々な業種の企業で構成され、異業種協同
組合では、国内唯一の全国認可団体です。組合員皆
様の経営サポート事業を積極的に推進しております。

1403 (株)さとふる

東京都

出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

ソフトバンクグループとして、ふるさと納税を推進し、地
域活性化を促進しています。
ふるさと情報・特産品情報の提供、ふるさと納税の申
し込みまで、どなたでも簡単に行うことができます。

http://www.satofull.jp

1404 (株)エデュアス

東京都

出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

ソフトバンクグループとして、デジタル情報革命を通じ
て、教育産業を進化させることで、すべての人に様々
な学びの場と学ぶ楽しさを提供し、豊かな人生を実現
していくことに貢献していきます。

http://www.eduas.co.jp

1405 オッズ・パーク(株)

東京都

出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

地方公共団体（公営競技の主催者、施行者）から委託
を受け、インターネット及び電話における投票券の販
売を行っております。

http://www.oddspark.co.jp

1406 SBプレイヤーズ(株)

東京都

出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

ソフトバンクグループとして、行政ソリューションに特化
した活動を行っています。

http://www.softbankplayers.co.jp

1407 (株)不二家

東京都

工場、本社それぞれ出張時には有明佐賀空港の利用を推進します

佐賀県にある吉野ヶ里工場で製造したフレッシュな洋
菓子を九州全域にお届けしています。

http://www.fujiya-peko.co.jp

日東燃料工業(株)
1378
ベニースーパー

東京都

1384 ペッツベスト少額短期保険(株)

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1411 三井金属スタッフサービス株式会社

東京都

九州への出張時に、積極的に有明佐賀空港を利用します。

損害保険の代理店として、お客様の側に立った充実し
たサービスをご提供いたします。

https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/seihin/kankei/

1412 ビジョナリー・エクスプレス株式会社

東京都

有明佐賀空港を周囲に積極的にPRしていきます！

※「無し」でお願いします

http://www.v-express.co.jp/

株式会社戸上デンソー 東京オフィ
ス

東京都

出張での有明佐賀空港利用を50％から80％以上にします。
また、佐賀方面来訪者に対し、有明佐賀空港利用を推進して行きます。

社会インフラ設備の配電盤、大規模プラントの監視、
制御盤など幅広く電気エネルギーの安定供給、制御、
環境改善するための機器製作を通じて、人と地球環
境にやさしい社会づくりに貢献して行きたい。

http://www.togami-denso.co.jp/

東京都

出張時には有明佐賀空港を積極的に利用します。

大規模な太陽光発電（メガソーラー）や風力発電等、
自然の力を利用して生み出される自然のエネルギー
の普及・拡大を目指し、全国の地方公共団体や民間
所有の土地等を活用した自然エネルギー発電所の建
設とその運営を推進いたします。

http://www.sbenergy.co.jp/

一般財団法人 節の会日高山白寿
苑

東京都

佐賀県にどんどん行くとよ！

身の丈に合ったＣＳＲの展開

1447 松尾建設株式会社 東京営業本部

東京都

・本社出張時の有明佐賀空港の利用率を70％に、また佐賀帰省時の利用率
50％を目指します。
私たちは、常在お客様貢献を企業理念として、社是の
・顧客ならびに協力業者に対して九州への出張・観光には有明佐賀空港の利 良く、早く、安くを追及することによって、信用が日本最
用を勧めます。
大を目指します。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

http://www.matsuo.gr.jp/index.html

1451

大電株式会社 ネットワーク事業部
東日本営業所

東京都

出張の際は有明佐賀空港の利用に努めます。
佐賀方面へ来訪される方に有明佐賀空港をPRします。

電線、ケーブル、FAロボット用ケーブル、ネットワーク
製品等の製造・販売をしています。

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

1457

ニシハラ理工株式会社 武蔵村山
工場

東京都

出張の際は、有明佐賀空港を優先的に利用いたします。
また、お客様に対しても有明佐賀空港の利用をPRいたします。

半世紀にわたって蓄積したニシハラ理工のめっき技術
は、半導体部品をはじめとして様々な電子部品に展
開されています。今後も徹底した品質へのこだわりと
信頼される技術力で「ものづくり」を通してお客様のご
要望にお応えしてまいります。

http://www.nishihararikoh.co.jp/

東京都

現在の佐賀空港利用率を10％以上あげます。

私たちにしかできない消費者ニーズにあった商品開発
やサービスを提供できるよう常に心がけております。

http://www.tomomasu.co.jp/

1466 株式会社ゴードー

東京都

出張の際は可能な限り有明佐賀空港の利用に努めます。
来訪者に有明佐賀空港をＰＲします。

１．社員が明るく、楽しく、安心して働ける職場環境で
なければ成らない。
２．取引先が安心して取引ができる環境でなければ成
らない。
３．人材の育成を確実にしなければ成らない。
４．社会への貢献を忘れては成らない。

http://www.c-godo.co.jp/index.html

1535 株式会社パソナテック

東京都

社内外にひとりでも多くの有明佐賀空港ファンを創ります！

さがんみらいテレワークセンタ鳥栖を開設しました。
サテライトオフィスとして、ぜひご活用ください！
私たちは佐賀県内唯一のIT系人材サービス会社とし
て、皆様と共に歩み行動する「Do Tank Partner」として
果敢にチャレンジします。

http://www.pasonatech.co.jp/index.jsp

1555 株式会社ジーアングル

東京都

・佐賀出張の際には積極的に有明佐賀空港を利用します。
・社員さんにも積極的にプライベート利用をお薦めしていきます。

デジタルコンテンツの重要性を訴求し、企業様の利益
向上へ貢献します。

http://www.g-angle.co.jp/

1572 株式会社アイセル

東京都

出張の際は、羽田-佐賀便に搭乗して有明佐賀空港を積極的に活用します。

ＩＴを通じてお客様と共に、価値を、未来を創造する企
業を目指します。

http://www.aisel.ne.jp/

1640 株式会社ディーソル

東京都

出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

企業理念は、ＣＳＲの進行のもとに、
１．信頼される企業を目指します
２．社会に優しい企業を目指します。
３．新たに森林認証を取得し、地球環境への負荷を低
減し、持続可能な社会への貢献を目指します。

http://www.d2sol.co.jp/

1691 株式会社ミゾタ 東京支店

東京都

東京と本社（佐賀）の往来には、可能な限り九州佐賀国際空港を利用します。

1702 エヌ・ティ株式会社東京営業所

東京都

九州佐賀国際空港を積極的に利用するよう、社内PRします。

当社経営理念である「人と自然に優しい環境づくり」を
モットーとして、東日本地区の水処理設備を主に技術
力・保守力で社会貢献を目指してまいります。

http://www.nntec.co.jp

1415

1417 SBエナジー株式会社

1440

1465 株式会社友桝飲料 東京営業所

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1715 海苔専門店川島屋

東京都

羽田空港に近い大田区で海苔専門店を営んでいる
「川島屋」です。弊社では佐賀県の海苔も多く仕入れ
首都圏のお客様やお取引様に九州佐賀国際空港の利用を勧めたり、出張で
ており、海苔の生産者様との繋がりを大切にするため
の利用を増やしていきます。
にも、是非、九州佐賀国際空港を利用して伺いたいと
思っています。

http://www.kawashimaya.co.jp

1716 九州電力㈱東京支社

東京都

佐賀方面を訪問される方に九州佐賀国際空港を積極的にご案内します！

ずっと先まで、明るくしたい。九州電力です。

http://kyuden.co.jp

1718 株式会社 Faber Company

東京都

・当社の出張者は、原則として（90％以上）九州佐賀国際空港を利用します。
・登録証を東京本社受付に掲出し、来訪者へのＰＲに努めます。

「職人とテクノロジーの融合」に挑戦し、Webマーケティ
ングの課題解決における最高峰のプロダクトを開発
し、広くあまねく、日本語圏のみならず、世界に向けて
“職人の技”を提供し続けていきます。

https://wwwfabercompany.co.jp/

1719 株式会社 五味商店

東京都

九州出張での佐賀空港の利用率を50％から80％にします。

東京都

東京都

1722

株式会社 西日本シティ銀行 東京
事務所

1723 株式会社 九電工 東京本社

1728

福岡銀行 総合企画部 東京事務
所

東京都

1729 親和銀行 東京事務所

東京都

1735 株式会社fun function

東京都

1736 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏馬喰町店

東京都

1763 株式会社 日本生物製剤

東京都

1810 日本産業機械株式会社

東京都

1811 株式会社キーワードマーケティング

1856

株式会社 香蘭社 銀座ショールー
ム

1891

1912

海苔専門 卸売り 販売

http://gomishoten.com/

・職員の帰省に際しては、積極的に九州佐賀国際空港を利用します。
・首都圏から佐賀方面に行かれるお客様には九州佐賀国際空港の利用をお
勧めします。

西日本シティ銀行は、高い志と誇りを持って時代の変
化に適応し、お客様とともに成長する”九州No.1”バン
クを目指します。

http://www.ncbank.co.jp

出張・帰省時の九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

1.快適な環境づくりを通して社会に貢献します。
2.技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。
3.人を生かし、人を育てる人間尊重の企業をめざしま
す。

http://www.kyudenko.co.jp/

東京から佐賀県への出張時には、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

東京からの佐賀出張時には、九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

都内でご当地酒場をコンセプトにした飲食店を運営し
「我々、ふもと赤鶏スタッフ一同は、ご来店されたお客様に佐賀県及び九州佐
ております。佐賀の食材を使っている「佐賀県三瀬村
賀国際空港を全力でＰＲすることを誓います！！！！！
ふもと赤鶏」東京にお越しの際は、ぜひ足をお運び下
さい。

九州佐賀国際空港を全力で宣伝します！

社内移動では、九州佐賀国際空港利用を推進します。

http://www.funfunction.co.jp/

佐賀の食材、お酒、イベントなどをお客様に全力で宣
伝しています。

プラセンタのリーディングカンパニーJBP

http://jbp.placenta.co.jp

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/

東京都

・東京本社から九州佐賀支社、九州佐賀支社から東京本社への出張の際に
は、九州佐賀国際空港を利用するよう促します。
・佐賀の素晴らしさを社内外に伝え、九州佐賀国際空港を利用しての旅行を
大いにお勧めします。

私たちは、良い広告、優れたマーケティングを創造し
続けます。それが人の人生を、社会をＨＡＰＰＹにする
と信じているからです。

http://www.kwm.co.jp/

東京都

首都圏からの来訪者に九州佐賀国際空港利用を勧めます。
出張又は帰省に利用します。

2019年に会社設立140年を迎えます。140年の歴史で
培ったモノづくりの商品を銀座ショールームにて展示
販売しています。

http://wwwkoransha.co.jp

サスティナブル・テクノロジー株式会
東京都
社

本社と佐賀事業所との往来には九州佐賀国際空港を利用します。

サスティナブル・テクノロジーは、チタニアが造り出す
「電荷成形・静電反撥」技術を通じて社会に貢献する
研究開発型企業です。

http://www.sit-jp.com/

三井住友海上火災保険株式会社
東京南支店

我々は北部九州への玄関口「九州佐賀国際空港」の利用促進を図ります。

「立ちどまらない保険。」MS&ADの一員、三井住友海
上です。

http://www.ms-ins.com

東京都

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

1917 ＧＩＮ ６ ＳＡＧＡ

東京都

九州佐賀国際空港をみんなにすすめます。

1927 ヤチヨコアシステム株式会社

東京都

来期創業50年を迎えます。この度博多駅前Ｃ9ビルを
・九州佐賀国際空港の良さを広めるために、観光や出張での利用を多くの人 開業しました。「心の通うコミュニケーション ＯＡ」をス
に勧めていきます。
ローガンに営業、保守サービス両面で3年連続コニカミ
ノルタチャンピョンを獲得しております。

1933 江口創食（あ佐賀や）

東京都

・九州出張の際には、必ず、九州佐賀国際空港を使います。

佐賀物産を多数取り扱っております。

2003 KIHARA TOKYO

東京都

出張の際は九州佐賀国際空港を利用します！

有田・波佐見の「人」「技」を生かし、現代のライフスタ
イルに寄り添う「器」をディレクション・デザイン・販売し
ている産地商社のキハラ。そのKIHARAコレクションを
展示販売するショップ（２F）とギャラリー利用できる多
目的スペースとオフィス（３F)です。

http://e-kihara.co.jp

2044 株式会社インフォネット

東京都

・出張・社員旅行時に九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・社員および家族にも、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

大手企業、官公庁自治体を中心に。完全自社スタッフ
によるWEBデザイン・CMS・AIを活用したサイト構築を
行っているIT企業です。東京本社、福井支社、佐賀支
社の３拠点があり、佐賀支社ではWEB制作・システム
開発・AI開発などの開発業務を行っています。

http://www.e-infonet.jp

革小物をインターネット等で販売しています。

http://www.yachiyocoa.com

