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

25 (株)久保建設

小城市

・出張での有明佐賀空港の利用率を１０％から７０％にします。
・首都圏、関西圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

守りたい、豊かで清らかな流れ。
私たち久保建設では、土木工事や上下水道から建造
物解体業、産業廃棄物の収集運搬を通して、生活環
境の向上と自然環境保全に日々努力して行きます。

http://www.kubo-kensetsu.co.jp

26 (株)平成開発

小城市

・出張での有明佐賀空港の利用率を１０％から７０％にします。
・首都圏、関西圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

「地球とともに生きる」を考え、地球環境保全を重要課
題の一つとして認識し、廃棄物の収集運搬及び適正
処理と削減に取り組んでいます。

http://www.heisei-kaihatsu.co.jp

32 (株)西村鐵工所

小城市

・当社を来訪されるお客様に積極的に佐賀空港をＰＲします。
・東京・大阪への出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

当社オリジナルの特許製品を軸に、国内大手企業と
の取引多数有り。

http://www.nisitec.co.jp

49 小城市

小城市

・本市職員の出張時の佐賀空港の利用率を７３．１％から、原則として１００％
とします。
薫風新都
・首都圏、関西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。 ～みんなでつくる・笑顔あふれる小城市～
・本市職員へ有明佐賀空港マイエアポートクラブ入会を推奨します。

83 (株)下村建設

小城市

・有明佐賀空港利用率を５０％から９０％に増加します。
・社員のプライベート利用にも、積極的に利用します。

89 岡本建設(株)

小城市

・出張においては、原則として有明佐賀空港を利用します。
・社員のプライベート利用についても、積極的に利用促進します。
・社員旅行等は有明佐賀空港を利用します。

心身の健康、不屈の努力、仕事への熱意をモットー
に、子どもたちの未来のために豊な環境づくりを目指
します。

90 西岡建設(株)

小城市

・東京方面への出張では、引き続き１００％有明佐賀空港を利用します。
・東京、大阪方面からの来訪者には、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行や家族旅行等は、有明佐賀空港を利用します。

「創造・誠実・信頼」を旨に、社員全員が技術と信頼を
生かし、地域社会の発展に貢献し、顧客に信頼される
会社を目指しています。

191 (有)七島農産

小城市

・有明佐賀空港の利用率を５０％から８０％に向上します。
・社員や家族に有明佐賀空港の利用を勧めます。

小城市で無農薬、減農薬のお米を生産販売していま
す。「ななしま家夢しずく」は売店にもありますので、是
非一度お試し下さい。

249 (株)エィ・ティ：ジー

小城市

・出張においては、原則として有明佐賀空港を利用します。
・社員旅行等は有明佐賀空港を利用します。
・社員等のプライベート利用についても積極的に利用促進します。

明るく（エィ･Ａ）・楽しく（ティ・Ｔ）・元気よく（ジー・Ｇ）を
モットーに子供たちの未来の為に豊かな環境づくりを
目指します。

http://www.city.ogi.lg.jp/index.jsp

288 佐賀板紙(株)

小城市

・業務出張など積極的に有明佐賀空港を利用します。
・従業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。
・東京方面、大阪方面から来訪される方へ有明佐賀空港をご案内いたしま
す。

製紙用紙管、フィルムなどのコア紙管、紙の容器、ア
ングル（紙製の角保護材）や古紙リサイクルに適した
「紙ひも」、北部九州の伝統行事「精霊船」を紙で作り
好評を博しております。第二製造部では板紙を貼り合
せ、ビン・缶・ペットボトルなどバルグ包装用セパレート
シート、文具やアルバムの各種芯材、全国シェア４
http://www.sagaita.co.jp
０％の選挙ポスター掲示用の紙製掲示板「選挙ボー
ド」などを生産販売し、お客様が安心して製品を購入
していただける「お客様に選ばれ満足していただける
会社」に飛躍すべく王子製紙グループの一員として従
業員一同頑張っています。

399 (有)今泉薬局

小城市

時間的に制限がない時は、極力佐賀空港を利用する！！

創業百余年
安心して相談出来る薬局です。

http://www.41life.co.jp/

448 弘英館

小城市

東京出張の折は、有明佐賀空港を利用する事を宣言します。

佐賀市、白石町、江北町、小城市に小、中、高校生
600人が通塾する学習塾です。地域の学力向上のた
めにがんばっています。

http://www.koeikan.jp/

481 竹下製菓(株)

小城市

東京への出張で有明佐賀空港の利用を100％にします。

我社は、地元に愛されるおいしい楽しいお菓子をつく
http://takeshita-seika.jp/
り続けます。

505 日蓮宗佐賀県宗務所

小城市

佐賀県内80の日蓮宗寺院・協会・結社等の住職・担任・教導・檀信徒にも出来 久遠実成本師釈迦牟尼仏の本懐である法華経を日
る限り佐賀空港を使用して郷土愛を育み、佐賀県発展に寄与致します。（有明 蓮聖人が信解体得なされたお題目で立正安国、世界 http://www.nichiren-saga.jp/
佐賀空港の利用率を70％以上に）
平和顕現を理想とする宗団です。

523 (株)九州コーユー

小城市

東京への出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

532 (株)古賀木材センター

小城市

出張や社員旅行などで有明佐賀空港を利用します。

577 (株)天山本舗

小城市

東京在住の弟、妹、友人等に佐賀空港便の利用をＰＲします。

当社は、昭和46年に創立以来ビジネスフォームの製
造販売を主業務として成長を続けております。現在は
コンピュータに関するハード、ソフト、サプライとあらゆ
るサービスが提供できるようにシステム開発部門や
http://www.k-koyu.com/
データ処理、封入封紙処理を行うアウトソーシング事
業など、お客様から「期待される企業」を目指して事業
展開を行っております。

http://www.kogamokuzai.co.jp/

添加物や着色料など一切使わず、原材料の良さを羊
http://www.tenzanhonpo.co.jp
羹に表現しています。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

618 コトブキ製紙(株)

小城市

有明佐賀空港利用率を10％から30％に増加します。

原料を古紙100％のリサイクル企業です。

http://www.kotobukiseishi.com/

648 鎮西本山松尾山護国光勝寺

小城市

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めま
す。

664 (株)友桝飲料

小城市

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
http://www.tomomasu.co.jp/
やサービスを提供できるよう常に心がけております。

創立103年目（1909年 明治42年）を歩いている教育
施設です。平成23年4月1日より、認定こども園（幼・保
連携型）小城幼稚園・わかば保育園として歩き始めま
した。0才～2才は、保育指針に基づいたカリキュラム
で、3才～5才は、幼稚園教育要領に基づいた幼稚園
のカリキュラムで保育をしています。
http://www.ogi-youchien.jp/
当園は、キリスト教の教えを基本とし、一人ひとりの人
格と思いを大切にしながら、「生涯の土台」を育むこと
をねらいとし、成長を支援しています。
子ども達の「魂」に、「競争」よりも「個性」「協調」を、そ
して何よりも「愛」が育ってほしいと私たちは願いつつ
保育しています。

学校法人天山ルーテル学園 認定
665 こども園 小城幼稚園・わかば保育
園

小城市

出張の際は、佐賀空港を使います。

670 井口食品(株) 佐賀工場

小城市

緑に囲まれた佐賀平野。大自然に恵まれた環境を製
来訪される方には有明佐賀空港が便利で色々サービスもありますよと積極的
造の拠点に、原料にこだわり美味しく安全な製品をお http://inokuchisyokuhin.com/index.html
にご案内します。
届けします。

673 (株)牛津蒲鉾

小城市

・地元企業として、有明佐賀空港を積極的に利用します。
首都圏の取引先に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

蒲鉾・竹輪・天ぷらの製造業として昭和9年創業
県内をはじめ、九州一円、中四国、関西、関東のお客
様にご愛顧いただいております。
http://www2.saganet.ne.jp/ushidukb/
23年4月直売店「ごっくん亭」をオープン、オリジナル商
品を多数取り揃えて皆様のご来店をお待ちしておりま
す。

694 ニシハツ産業(株)

小城市

佐賀空港を積極的に利用します。

自動海苔選別機のトップ企業

755 小城商工会議所

小城市

・佐賀空港を50％から80％にアップします。
・職員、家族は佐賀空港を利用するようにします。

764 天山酒造(株)

小城市

・蔵に来られる方に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の出張は、有明佐賀空港の利用を勧めます。

「名水と蛍の里に銘酒あり」
国の有形登録文化財の指定を受け、佐賀県遺産にも
http://www.tenzan.co.jp/
認定された酒蔵で、皆様に美味しいお酒をお届けして
おります。

767 (株)鮎川電工

小城市

東京への出張及び社員旅行の際は、有明佐賀空港を利用します。

挨拶と掃除を何よりも優先し、信用を頂く様頑張って
おります。

768 行政書士遠田事務所

小城市

出張時の佐賀空港の利用を70％から80％以上にします。

年中無休の事務所でーす ・＿・

772 牛津芦刈商工会

小城市

1．商工関係者等は佐賀空港を利用する様に勧めます。
2．役職員等の旅については、佐賀空港を利用します。

793 服巻建設(株)

小城市

・出張の際には、有明佐賀空港を利用します。
・お客様に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行には、有明佐賀空港を利用します。

総合建設業を行っております。在来工法・R造・RC造・
SRC造何でもOKです。また、増改築・リフォームも行っ
ています。よろしくお願いします。

小城市

・ 社員出張には有明佐賀空港を利用します。
・ 来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

「菓子道無限」「銘味和風」「世界水準」を基本方針に
掲げています。
小城羊羹をはじめとする羊羹和菓子の製造販売。
羊羹購入額日本一の佐賀、羊羹のふるさと小城にお
いて1899年創業。
http://www.muraoka-sohonpo.co.jp/
おやつ菓子の至るまで多彩に製造販売。
小城本店隣接の村岡総本舗羊羹資料館は入館無
料、羊羹ご試食、接客の無料サービスも行っておりま
す。

小城市

職員旅行で有明佐賀空港を利用します。

1044 祐徳通商(株)

小城市

海外の輸出入商品仕入れの為、海外出張時は中国を中心に、佐賀空港を利
用しています。

1065 佐賀冷凍食品(株)

小城市

出張での佐賀空港利用率を60%から80%にします。

産地、生産者の顔の見える食材で素材の味を引き立
http://www.kanesue-saga.jp/
てた食品を提供しています。

1074 (株)九州パール紙工

小城市

地元の活性化につながるよう佐賀空港をなるだけ利用する。

九州内で有数の大手包材商社

835 (株)村岡総本舗

943

佐賀県有明海漁業協同組合 芦刈
支所

http://www.nishihatsu.jp/

http://www1.bbiq.jp/sakouso/seinen/jigyousyo/ayukawa.html

http://www.kyusyu-pearl.co.jp/
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1105 医療法人 友和会

小城市

職員出張に有明佐賀空港の利用を勧めます。

上肢・手の外科、スポーツ整形外科、間接視下手術、
スポーツリハビリ等を中心に、地域医療貢献を掲げ、
職員一同日々努力を重ねています。

1141 (株)イケモク

小城市

地域活性化につなげるために、佐賀空港の利用推進します。

"心やすらぐ木の香り"をテーマに、豊かな自然で生ま
れ育った県産木材を使った建物をはじめ、木の温もり
が感じられる木造住宅づくりをしています。

1177 (株)安永

小城市

今まで福岡空港を使ってました。仕事の時間があわなく使ってました。
今後は出来るかぎり佐賀空港をつかいます。

理容、美容の経営パートナーとして、経営コンサル、
教育、財務、広報の３つの柱を中心に支援を行い、商
品の販売、技術指導を行ってます。
また、ビューティスクールを通して美容の人財づくり、 http://ys-beauty.jp/
ネイルサロン、エステサロンを含む、美容の事業を支
援してます。その他、求職者支援スクールにて人を活
かす仕事をつくりだします。

1238 医療法人 ひらまつ病院

小城市

学会等の参加に利用促進いたします。

地域密着で患者様中心の医療を目指します。

1479 株式会社チヨダ

小城市

有明佐賀空港のご利用勧めます

1500 株式会社増田羊羹本舗

小城市

出張での有明佐賀空港の利用を推し進めます。

小城羊羹など菓子の製造販売をしています。
http://masudayoukan.com/
感謝を込めて、皆様に喜ばれる味造りを心掛けます。

1511 一般社団法人 小城市観光協会

小城市

首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を推奨する。

各種観光物産展に参加し、広域的な情報発信及び小
城市への誘客に取り組んでいます。
http://www.ogi-kankou.com/
また、運営するネットショップ及び物産展において、市
内特産品の販売をしています。

1659 医療法人 やなぎしまこども医院

小城市

首都圏からの来訪者や県内の知人に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

1674 株式会社コトブキ

小城市

関東方面への出張の際には、積極的に有明佐賀空港発着便を利用します！ トイレットペーパーの芯を製造しています！

http://www.qchiyo.co.jp/index.html
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1922 一般財団法人 小城市体育協会

小城市

佐賀空港を応援します。

「スポーツの力で小城を元気に！」をスローガンに小
城市の体育・スポーツ振興にがんばっています。

1950 (株)大成物産

小城市

・社員旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

水道機械販売

1998 有限会社SUNシステム

小城市

社員、友人、知人に九州佐賀国際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。

工事専門店として培った豊富な実績と経験
施工現場で培ったお客様目線でのご提案
必ずお客様に喜んでいただけるよう社員一人ひとりの
技術力を高め、安全性、提案力、アフターサービスは
もちろん価格面においても満足度の高いサービスでお
客様に必要な「付加価値」をお届けするとともに地域
に根差した企業経営を目指しております。

2018 株式会社 音成印刷

小城市

・東京出張において、九州佐賀国際空港の利用１００％を目標にします。
・社員への九州佐賀国際空港への利用を推進します。

情報発信のお役立ちをご提案します。

2030 にしかわ整形外科クリニック

小城市

社員旅行には九州佐賀国際空港を利用します。

全ては患者さんと利用者さんの笑顔のために

2057 有限会社 天山環境開発工業

小城市

出張では九州佐賀国際空港を利用する。
社員や家族にも九州佐賀国際空港の利用推進する。

人と自然に快適な環境を作る企業を目指して活動し
ています。

2081 有限会社大地住建

小城市

三日月町、小城町内で経験豊かな不動産会社です。お気軽に相談下さい。

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。

URL

http://www.ogi-sports.org/

http://www.tenzankyo.com/main/

