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
・タクシー利用のお客様に積極的に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・タクシーの車内に利用促進の為、広告・宣伝を行います。
・リムジンタクシーの運行は安全第一とし、快適な輸送に努めます。
・旅行業（クローバー旅行）の申込者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

事業所ＰＲ

URL

お客様へより早く配車するために新配車システム
（GPS）を導入しています。
お客様第一主義をモットーに安全運行に徹します。

60 初島タクシー(有)

大牟田市

68 こだまタクシー(株)

・知人、家族、お客様に有明佐賀空港の利用を勧めます。
大牟田市 ・社員に対しては有明佐賀空港を利用します。
・タクシー車内に、有明佐賀空港のチラシ等を設置し、ＰＲに努めます。

当社は開業５０年になり、当地区におきましては、大
牟田駅、新栄町駅の構内承認も受け、市民の皆様に
広く利用されています。

95 (有)安全タクシー

大牟田市 タクシーの車内に佐賀空港の広告塔を掲示し、ＰＲに努めます。

安心・安全・快適輸送

293 有明機械(株)

5面加工機、門型マシニングセンタ、フロアー型ＮＣ横
中ぐり盤等多数の大型加工機械を保有し、電解研磨
・関東、関西圏の航空機利用の際は、有明佐賀空港利用を推進します。
槽も保有しております。
大牟田市 ・社内メールにより、有明佐賀空港利用キャンペーン等のパンフレットをＰＲす
大型真空チェンバー等のステンレス製造の材料手配、
ることで利用向上を図ります。
製缶、溶接、機械加工から電解研磨まで一貫製造が
できます。

295 帝京大学福岡医療技術学部

・東京への業務出張の際に、佐賀空港利用を呼びかけます。
大牟田市 ・教職員のプライベート旅行でも、佐賀空港利用を勧めます。
・学生の帰省、旅行にも、佐賀空港を利用するようにＰＲします。

帝京大学福岡医療技術学部では、現在、理学療法学
科・作業療法学科を開設しています。帝京大学は、歴
史に培われた人間教育、医療系ネットワークを活かし
た臨床研修などを通して、時代の要請に応える理学
療法士（ＰＴ）や作業療法士（ＯＴ）の養成を行っていま
す。

http://www.teikyo-u.ac.jp/fukuoka/top.html

309 信号電材(株)

大牟田市 現在、０％である有明佐賀空港の使用率を５％にする。

信号電材は大牟田に本社を置き、信号機の製造・販
売を行っております。信号機の全国シェアは約２５％と
全国トップクラスの売上を誇ります。大牟田から全国
へ、そして世界に通用する企業を目指しています。

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

315

住商アグリビジネス(株)九州事業本
部

http://www.ariake-kikai.co.jp

・今まで利用することのなかった佐賀空港を東京への出張時には５０％を目指
機内から見おろせる田畑の肥料は、是非住商アグリ
大牟田市 し利用します。
ビジネスの肥料をご利用ください！
・先ずは１１月の会議で７名が往復利用することを宣言します。

http://www.summit-agri.co.jp/

http://www.ariake-news.co.jp/

332 (株)有明新報社

大牟田市

・有明佐賀空港に関する情報を提供していくことをとおして、大牟田・荒尾・長
読者のニーズに応えられるように報道の重い責任を
州・南関・みやま・柳川・大川地区の方の有明佐賀空港の認知度向上、利用
自覚し、正確と公平、人権を尊重し、品格と節度ある
促進を支援します。
情報発信に全力を傾注しています。
・社員のプライベート旅行での有明佐賀空港利用を推奨します。

353 三井化学(株)大牟田工場

大牟田市

・自動車、リムジン利用の場合は、有明佐賀空港の利用を検討します。
・有明佐賀空港キャンペーン等 ＰＲ情報は、社内掲示板で周知します。

大牟田工場は、高屈折メガネレンズ原料や人・環境に
優しい農業化学品等の機能化学品、自動車材等の幅
広い用途のあるウレタン原料を作っています。

大牟田地区を中心に営業所がある為、近郊にある佐賀空港を社員旅行、出
張等にて大いに利用したいと思っています。

弊社は昭和36年の創業以来、大牟田市を中心に福岡
県南部、熊本県、佐賀県に事業エリアを広げてまいり
ました。ＳＳ事業をはじめ、法人様・個人事業主様向け
の燃料販売、飲食店様、個人様向けのLPG販売、車
検・鈑金塗装・車販売・車買取・保険など、燃料とカー
ライフ関連全般の取り扱いをすべて自社工場にて行っ
ております。
また、10月には平山温泉旅館「善屋」隣に『湯山別荘
たいち』も新規オープン致しまして、お客様からご好評
をいただいております。地域の皆様には、いかほどで
もご用命いただきたくご愛顧のほどをお願い申し上げ
ます。

http://jp.mitsuichem.com/

358 (株)平川燃料

大牟田市

362 西日本メンテナンス(株)

大牟田市 社員旅行には佐賀空港を利用し、２０～３０％にします。

地域貢献

http://www2.ocn.ne.jp/~n-mente/

363 (株)富士薬品大牟田営業所

大牟田市 社員のプライベート旅行は佐賀空港を使います。

自社製造、自社販売により、お客様に安心と共により
良い製品をより安くお届けします。

http://www.fujiyakuhin.co.jp

368 清水塗装工業(株)

・有明佐賀空港利用率を０％から２０％に増加します。
大牟田市 ・今後社員旅行には、有明佐賀空港を利用します。
・社員及び関係先（大牟田周辺）へ有明佐賀空港利用の推進をします。

当社は建設業塗装工事専門業として、建設コスト縮
減・生産性向上のための現場施工での効率化・合理
化に努めています。
社会から求められる多様なニーズに対して「人や環境
を重視した品質管理」を基本に安全施工を行います。

370 Ｄｅｎｋａ(株)大牟田工場

大牟田市 従業員に有明佐賀空港の利用を積極的に案内します。

当事業所は、当初無機化学製品を主に製造していま
したが、近年は、セラミックス整形加工品・電子材料製
品・機能材料製品も製造しています。

371 三池製錬(株)熔錬工場

・出張の際には、極力、有明佐賀空港を利用するよう推進していきます。
大牟田市
・来訪者に対しても、有明佐賀空港の利用を勧めていきます。

当社の熔錬工場は、電炉メーカーから発生する製鋼
煙灰や焼却施設から発生する溶融飛灰を処理し、粗
酸化亜鉛と銅マットを生産しております。廃棄物から
有価金属の回収を行うことにより、環境保護と資源リ
サイクルによる循環型社会の構築に貢献しておりま
す。

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

No

事業所名

所在地

宣言内容

・出張時には、有明佐賀空港を利用するように努めます。
・来訪者にも、有明佐賀空港の利用を勧めていきます。

事業所ＰＲ

URL

当社の化成品工場は、三井金属の８０年に及ぶ非鉄
金属製錬技術に蓄積された技術・ノウハウを生かし、
再生亜鉛、亜エンドロスを精製し、高純度の参加亜鉛
を生産しております。

372 三池製錬(株)化成品工場

大牟田市

376 大牟田市

大牟田市 職員出張時の有明佐賀空港の利用を推奨します。

現在、大牟田市では。三池炭鉱関連施設の世界遺産
登録を目指しています。日本の近代化を支えた施設
をぜひ一度見に来てください。

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

377 三井金属計測機工(株)

大牟田市 出張時は有明佐賀空句発着便の使用を啓発し利用回数を増やします。

産業用精密機構部品の組立を行っています。精密部
品の調達、組立ライン・冶工具の自社設計・製作によ
り少量多品種の一貫生産を実現させています。

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

382 三井金属鉱業(株)三池事務所

大牟田市 出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用します。

『マテリアルの知恵を活かす』をスローガンに、価値あ
る商品で社会に貢献できるよう頑張っております。

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

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

384

三井金属鉱業(株)薄膜材料事業部
三池ターゲット工場

大牟田市 出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用します。

「もっと小さく、もっと軽く」を要求されるエレクトロニクス
産業のなかで、薄膜材料が果たす役割は高まる一方
です。三井金属は、永年培った非鉄金属素材に対す
る知識と技術をベースに、液晶パネルやプラズマディ
スプレイパネルの透明導電膜の材料となるＩＴＯ（酸化
インジウムスズ）をはじめ、磁気ディスクや磁気ヘッド、
光記録、サーマルヘッドなど、用途に応じたさまざまな
組成のターゲット材を開発し、幅広いニーズに応えて
います。生産加工拠点はこの三池ターゲット工場をマ
ザー工場として、台湾、韓国にも展開。特にＩＴＯは業
界において高いシェアを占めています。

387

(株)エムシー・オペレーションサポー
ト大牟田事業所

・出張時は、有明佐賀空港の利用を検討します。
大牟田市 ・有明佐賀空港に関する情報を積極的に社内へ紹介します。
・来訪者に佐賀空港利用の利点を紹介します。

㈱エムシー・オペレーションサポートは三井化学株式
会社の関連企業として、各種業務の請負、人材の活
用（一般人材派遣、職業紹介）の事業を展開しており
ます。

390 九州精密機器(株)

398

ジャパンソーラーファクトリー(株)
（2013年4月1日社名変更）

大牟田市

大牟田市

・出張の際には、有明佐賀空港発着便を可能な限り利用するよう努めます。
・来訪者に対しても、有明佐賀空港の利用を勧めていきます。

私たちは、ＭＩＭ（ミム）及びプラスチック部品の射出成
型を行っており、自動車部品・産業用部品・医療用部
品を製造しています。汎用樹脂からエンジニアリング
プラスチックまで、蓄積した成形ノウハウによりお客様
の多様なニーズにおこたえ致します。

・出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・来訪者にも有明佐賀空港の利用を勧めていきます。

2013年3月1日よりネミー株式会社大牟田事業所とし
てスタートし、新たに4月1日より、ジャパンソーラーファ
クトリー株式会社の新社名となり、太陽光電池事業を
運営してまいります。総合力・技術開発力・提案力を
一層強化し、グループビジョンの「新しい快適空間を
創る～自然環境との融合～」の実現に努めてまいりま
す。

・出張時には、有明佐賀空港を利用するよう努めます。
・社員に有明佐賀空港の利用を積極的に案内します。

当社は、三池港（福岡県大牟田市）において、当社専
用岸壁を有し、連続式アンローダー等の大型設備に
より、港湾荷役・陸上運送・倉庫業等の港湾関連事業
を行っております。また、これら事業のほかに、通関業
務、船舶代理店業務、曳舟業務等各種港湾サービス
を提供しており、船舶の入出港から貨物の荷役、保
管、輸送まで、トータルな物流サービスを提供すること
ができます。

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

408 三池港物流(株)

大牟田市

412 医療法人悠久会 大牟田共立病院

当院は「思いやりのある暖かな医療」と「信頼される質
の高い安全な医療」を提供し、地域の方々の保健と福
祉の増進に努めることを理念として、慢性期医療を受
け持つ一般病院です。診療科は内科、心療内科、循
環器内科、消化器内科、リハビリテーション科を主に
・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、空港利用を促 糖尿病専門外来やもの忘れ外来も実施しています。
大牟田市 します。
また、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーショ
・出張及び職員旅行での有明佐賀空港の利用頻度を増やします。
ン、訪問医療、訪問看護の在宅医療に力を入れてい
ます。
（関連事業所）
介護老人福祉施設こもれび、グループホームなかまち
の家、ケアハウスま・めぞん、多機能型福祉施設ふら
ねコパン、レストランかふぇマトロ

417 ニューロイヤルホテル

大牟田市

東京方面から来訪されるお客様へ、有明佐賀空港の利用を積極的に勧めま
す。

大牟田駅より徒歩７分。街の中心地にありながら静か
なホテル。館内日本料理ひさごをはじめ、近くにはコン
ピに、飲食店がならぶ最高の立地条件にあります。

http://www.newroyal-hotel.com/

三井金属鉱業(株)
418 レアメタル事業部三池レアメタル工
場

大牟田市

出張時には可能な限り有明佐賀空港を利用するとともに、来訪者に対しても
有明佐賀空港の利用を勧めます。

三井レアメタル工場は、電子工業等で欠かせない酸
化セリウムを主成分とする研磨材「ミレーク」やタンタ
ル・ニオブの酸化物、炭化物の製造を行っておりま
す。

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

475

一般社団法人日本海事検定協会
九州第一事業所 三池事務所

大牟田市 社員に対し、有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。

http://www.nkkk.or.jp

493 大牟田市体育協会

・出張で有明佐賀空港を利用する。
加盟団体（29）の強化発展と相互融和を図り、市民体
大牟田市 ・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
育・スポーツの普及振興を実施しています。
・職員・加盟団体に有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨する。

http://www.sports.omuta.fukuoka.jp/

537 イオンモール大牟田

大牟田市 出張の際、有明佐賀空港を積極的に利用します。

イオンモール大牟田は、「やさしさ」と「にぎわい」をこ
のまちからをコンセプトに、AEONとシネマと140の専門
店からなるショッピングモールです。有明海沿岸道路
「大牟田IC」に隣接、無料駐車場4800台を有し、アクセ
スに大変便利です。

http://omuta-aeonmall.com/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

585 日本イットリウム(株)

大牟田市 出張での有明佐賀空港の利用率を現在0％から目標50％にします。

弊社は国内でレア・アースを分離精製し、多様な製品
を製造し、リサイクルまで行う専業メーカーです。

606 (株)鉄万

大牟田市 東京方面の利用空港は、大牟田により近い佐賀空港を利用します。

・工業用雑布製造販売
・海外向 中古衣料販売

611 かなめ今村食品工業(株)

大牟田市 東京方面への出張は、有明佐賀空港を利用します。

四ツ山漬 他 九州の味を提供しています。

642 精巧印刷(株)

大牟田市 出張、社員レジャー等に利用します。

感動をお届けする印刷物を提供します。

http://www.seikoo.co.jp/

(株)清風会
649 （グランドホテル清風荘、天然甘木
山おおむたハイツ）

大牟田市 社員一同佐賀空港を積極的に支援します。

大牟田市内で「グランドホテル清風荘」と「天然甘木山
温泉おおむたハイツ」を経営しています。

http://user.ariakenet.com/~seifu/

653 (社)大牟田歯科医師会

大牟田市 会員に、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。

「医道高揚、歯科医学・医術の進歩発展、公衆口腔衛
生普及・向上、会員の福祉増進」達成のため、地域の
皆さんと一緒に取り組んでいます。

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

656 近鉄エンジニアリング(株) 福岡支社 大牟田市 出張等で積極的に利用致します。

自動化機械単体の設計から巨大プラント全体の設計
まで、幅広い視野で産業と社会の発展のために成長
し続けることに生きがいを見いだしていく。
近鉄エンジニアリング株式会社はそんな技術者の集
団です。機械とそのシステムが永遠に進化し続けるな
ら設計の領域も限りなく拡大するはず、私たちはそう
信じています。

http://www.kintetsu-eng.co.jp/

666 (株)いなだ豆

大牟田市 社員一同公私問わず有明佐賀空港を積極的に利用します。

昭和24年創業の豆菓子専門メーカーです。伝統の味
をお届けします。

http://www.inadamame.co.jp/

681 オーム乳業(株)

大牟田市 出張の際は、有明佐賀空港利用を推進し、利用率アップを目指します。

乳を通して、人と未来を幸福にしたい。
1934年以来、乳を通して「おいしさと健康」づくりに取り
組んできたオーム乳業がこれから目指していきたいこ
と。それは、いま以上にもっと健康へと積極的に働きっ
かけるチカラを、乳の中に発見し、創造していくことで
す。

http://www.omubrand.co.jp/

687 (社)大牟田医師会

大牟田市 有明佐賀空港を積極的に利用します。

医療の普及充実・医学の振興・医師の生涯研修に関
する事項等を達成するために事業を遂行しています。
また地域医療連携の推進及び救急医療の充実を推
進させるための体制づくりを図っています。

http://www.omuta.fukuoka.med.or.jp/

688 医療法人冨松記念会 三池病院

大牟田市

医療・介護・福祉を一体として、地域のニーズに対応し
た事業所です。
高齢者・障害者が生き生きした生活が出来る支援体
制を提供することがモットーです。

http://www.miikehp.com/

691 Ｄｅｎｋａ労働組合

大牟田市 佐賀空港をできるだけ使用するようにする。

723 三井化学労働組合 大牟田支部

大牟田市 佐賀空港を積極的に利用します。

743 連合福岡南筑後地域協議会

「連合」は労働組合のナショナルセンターです。
すべての働く人たちのために雇用とくらしを守る取り組
大牟田市 佐賀空港を積極的に利用するとともに、構成組織に対しても利用を促します。 みを進めています。職域で問題はありませんか？一
人で悩まずにご相談ください。 フリーダイヤル0120154-052（いこうよ － れんごうに）

http://www.rengo-fukuoka.jp/

785 (株)花園モータース

大牟田市 仕事もプライベートも積極的に佐賀空港を利用します。

新車・中古車販売から車検・整備・板金まで、車のこと
なら何でもモットーにお客様のトータルカーライフをサ
ポート。創業63年の安心と信頼の自動車総合商社で
す。お気軽にお越し下さい。

http://www.autogarden.co.jp/

788 (株)ヤマサキ

1．出張での有明佐賀空港の利用率を5％から20％にします。
大牟田市 1．首都圏からの来訪者に有明佐賀空港を積極的にご案内します。
1．社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

製鉄所において溶鉱炉やコークス炉に代表される
「炉」というものをつくる仕事をしています。
また、九州では、玉名カントリークラブと浮羽カントリー
クラブの2つのゴルフ場も経営しています。

http://www.yamasaki-grp.co.jp/

1. 東京方面への出張は有明佐賀空港の利用を勧めます。
2. 職員旅行及びプライベートな旅行にも、有明佐賀空港の利用を推進します。
3. 家族・知人・取引先企業様にも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。

No

事業所名

所在地

宣言内容

789 有限会社サンイースト

大牟田市 佐賀空港を応援します。

812 大牟田商工会議所

大牟田市

・ 出張の際には、積極的に有明佐賀空港を活用します。
・ 会員事業所へ有明佐賀空港のＰＲを行います。

大牟田市

オームタガーデンホテルは
お客様へ有明佐賀空港の利用とPRを実施します。

816

ホテルニューガイア オームタガー
デン

事業所ＰＲ

大牟田地域の活性化と市内事業所の経営改善に寄
与する組織です。

URL

http://www.omutacci.or.jp/

http://www.omuta-garden.jp/

大牟田市内にSS4か所、車販売店、整備工場、板金
工場があります。車の事は何でもご相談下さい。

825 (株)井形

大牟田市 首都圏へ出張の際 有明佐賀空港を利用します。

826 (有)YOU自動車

大牟田市

827 (有)カーハウスアクセスライン

大牟田市 社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

828 アドバンス オームタ

大牟田市

小さい自動車整備工場ではありますが、小さいからこ
出来る限り有明佐賀空港を利用し、又顧客や遠方からのお客様にも有明佐賀
そできる小廻りの効いた地域密着型の丁寧な仕事を
空港を活用していただける様、アピールします。
心がけています。

829 (有)松本モータース

大牟田市

首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
出張での有明佐賀空港の利用率を0%から50%にします。

830 (有)川口自動車商会

東京出張の機会には佐賀空港を使いたいと思います。
大牟田市 北海道旅行もしたいので佐賀空港を使いたいと思います。
お客様にも声かけしたいと思います。

鋳鋼者、新車販売、車検、板金、整備、自動車保険

831 オートランド天領

大牟田市 社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

自動車の購入から車検整備、板金塗装、廃車処理ま
ですべてお任せ下さい。運輸局認証整備工場で国家
自動車整備士がしっかりメンテナンスいたします。
お車のことなら何にでもお任せ下さい。

832 (有)田嶋オートセンター

大牟田市 社員旅行では有明佐賀空港を利用します。

お客様のカーライフをサポートします。

838 祐徳近海汽船(株)

大牟田市

853 室町ケミカル(株)

大牟田市 佐賀空港を積極的に利用します。

明治期の創業以来、家庭薬の製造販売からスタート
し、医薬品製造、健康食品の製造販売、衛生商品の
販売等、多岐に渡る事業を展開しております。

http://www.muro-chem.co.jp/

大牟田市 東京方面への出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。

三井化学株式会社大牟田工場内にある分析会社で
す。「公正、信頼、迅速」をモットーに高品質なサービ
スをご提供しています。

http://www.mcanac.co.jp/

872 ＫＭアルミニウム(株)

大牟田市 出張の際に、佐賀空港を利用するよう社内でPRします。

私たちは、地球上の大切な資源であるアルミニウムを
私たちの技術、技術の向上を通じて
より役立つ姿に変えることにより、社会に貢献します。

http://www.kmac-web.com/

880 三井金属三池製錬労働組合

大牟田市

883 (株)ヒューマンコミットメントセンター

大牟田市 東京に出張の際は有明佐賀空港の利用を優先します。

信号機メーカーがつくった派遣会社です。
地域に根ざして人と職場の和を作り、社会貢献を目指
します。

http://www.human-c.co.jp/

890 大福商事(株)

大牟田市

869

(株)三井化学分析センター 大牟田
分析部

・自社は率先して、出張・旅行などに利用します。
・沿岸道路と佐賀空港の利用をお客にアピールします。

・ 出張時は、佐賀空港の利用を推進します。
・ 知人・家族などに佐賀空港の利用を勧めます。

地域のお客様にあってよかったといわれる事業を目
指しています。車の事でおこまりの時はいつでもお立
寄下さい。

自動車販売、整備、保険取扱い致しております。

http://www.matsumoto-motors.jp/

海上輸送業、一般廃棄物収集・運搬業など幅広く事業
を展開しております。
これからも地域社会や皆様に愛される企業を目指しま
す。

三井金属三池製錬労働組合は会社と伴に
有明佐賀空港を利用並びに教宣いたします。

業務、私用を問わず、積極的に有明佐賀空港を利用致します。
又、会社の所属する団体等にも、有明佐賀空港の利用を促進します。

創業昭和元年の大牟田のパン・和洋菓子店です。
「いつも一番いいものを」をモットーに掲げ、美味しい
パン、お菓子、レストランメニュー作り、そしてサービス
向上に取り組んでいるお店です。ぜひ、遊びにいらっ
しゃて下さいませ。

No

事業所名

所在地

宣言内容

出張や社員旅行の場合に、有明佐賀空港を利用します。
知人・家族などに、有明佐賀空港の利用をすすめます。

事業所ＰＲ

URL

当社は、大牟田市において、危険物・毒劇物・高圧ガ
スの運送を中心に、産業廃棄物の収集運搬をしてお
ります。また、倉庫業として、危険物・一般工業製品等
の保管、家電リサイクル取扱業務をしております。皆
様に安心していただける総合物流を目指し、安全と環
境に配慮した事業展開をしております。

898 白石自動車(有)

大牟田市

901 三井生命保険(株) 三池支社

大牟田市 事業所内従業員に有明佐賀空港を積極的にアピールします。

「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。

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

902

(公社)大牟田市シルバー人材セン
ター

大牟田市 会員及び職員が、有明佐賀空港を積極的に利用するように勧めます。

「自主・自立」、「共働・共助」の基本理念のもとに、自
主的にセンター運営に参加し、お互いに協力し、助け
合いながら剪定や除草、家事援助などの就労やボラ
ンティア活動を通じ、社会参加と健康づくり、生きがい
づくりに努めています。

http://www.omuta-sjc.or.jp/

917

三井金属鉱業(株) セラミックス事
業部

大牟田市 出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

エレクトロニクス用セラミックス焼却炉の内張炉材など
で長年の実績を持っています。また、溶融アルミニウ
ムへの混入物を除去するメタロフィルターは、世界的
に使用されており、アルミ飲料缶の生産に貢献してい
ます。

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

919 ヤヨイ食品(株) 九州工場

大牟田市 首都圏からの工場見学者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

945 九セラ(株)

大牟田市

951 関東化学(株) 大牟田工場

大牟田市 出張者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

品質と環境を重視した工場として、九州及び西日本一
円へ半導体産業で使われる電子工業薬品を供給して
います。
我々は未来を考え、新しいものへの挑戦を図り社会に
積極的に貢献してまいります。

http://www.kanto.co.jp/

964 (株)有明ねっとこむ

大牟田市 出張時、可能な限り有明佐賀空港を利用するよう社員へＰＲ致します。

地方公共団体をはじめ、各種企業等の出資による第
３セクターとして、設立以来、地域の情報化を推進して
います。
ITに関することは何でもお任せ下さい。

http://www.ariakenet.com/

966 大牟田市管工事協同組合

大牟田市 組合員へ有明佐賀空港利用促進を積極的にＰＲします。

水道事業を通じ、地域の皆様に安心、安全に暮らせる
よう努めます。

968 大牟田観光協会

大牟田市 佐賀空港を積極的に利用します。

観光案内、および大牟田特産物の販売をしています。

969 橋本工業(株)

プラントの設計・施工・メンテナンス、圧力容器製作を
主な業務とし、大牟田（本社）を始め、岩国・大阪に事
当社及び当社社員は公私を問わず有明佐賀空港を利用し、地域の発展に微 業所を開設している。
大牟田市
力ながら寄与することを宣言します。
会社設立から64年間に亘り、プラントメーカーから厚
い信頼を受けており、お客様満足度の向上と会社の
更なる発展に努めている。

979 日本システム(株)

大牟田市 積極的に有明佐賀空港を利用します。

中国人研修生制度、輸出入貿易業、倉庫業、運送業

986 大牟田柳川信用金庫

大牟田市 東京出張時は有明佐賀空港を積極的に利用します。

当金庫は地元の中小企業者や住民の皆様が会員と
なってお互いに助け合い、お互いに発展していくことを
共通の理念として運営されている金融機関です。地元
のお客様の事業や生活の繁栄のお手伝いをするとと
もに、地域社会の一員として地元の皆様との強い絆と
ネットワークを形成し、地域経済の活性化に取り組ん
でいます。

http://www.shinkin.co.jp/omuta/

987 (株)岬

大牟田市 地元振興の為、佐賀空港を積極的に利用致します。

大牟田市 出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

エレクトロニクス用セラミックス焼成炉の内張炉材など
で長年の実績を持っています。また、溶融アルミニウ
ムへの混入物を除去するメタロフィルターは、世界的
に使用されており、アルミ飲料缶の生産に貢献してい
ます。

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

大牟田市 機会があれば佐賀空港を利用させて頂きます。

海苔卸問屋です。

993

三井金属鉱業(株) セラミックス事
業部 労働組合

994 桜田産業(株) 九州支店

社員及び家族が東京方面への飛行機を利用する場合及び東京方面からの来
強化磁器食器の製造メーカー
訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

http://www.sekoia.org/

http://hashimoto-kougyou.com/

No

事業所名

995 三浦第一漁業協同組合

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

大牟田市 佐賀空港の便利さ、気楽さをＰＲします。

1000 (株)三井三池製作所 九州事業所

大牟田市

・社員の出張時には、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・お客様にも有明佐賀空港をＰＲいたします。

当社は明治15年創業以来、産業機械メーカーとして
常に技術の研鑽を図り、国内外の顧客ニーズに応え
てまいりました。
そして、更に商品力の強化や新商品の開発を推進し、
皆様のご期待に添うべく邁進してまいります。

http://www.mitsuimiike.co.jp/

1014 社会保険大牟田天領病院

出張での有明佐賀空港の活用を勧めます。
大牟田市 首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を紹介します。
職員に、有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を紹介します。

社会保険大牟田天領病院は、地域の皆様から愛され
る総合病院として、信頼ある医療を提供する福岡県大
牟田市の救急告示病院です。

http://omutatenryo-hp.jp/

1016 (株)シグマパワー有明

大牟田市

・出張の際、利用可能な時は有明佐賀空港を積極的に利用します。
・関東からの来訪者には、有明佐賀空港をＰＲします。

・2005年4月 (株)シグマパワー有明設立
・環境調和型（バイオマス石炭混焼発電など）、省エネ
ルギー型発電所です。

1019 三池海運(株)

大牟田市 東京出張は有明佐賀空港を利用します。

日本全国色んな物を運びます。

1027 (株)エヌシーみいけ

大牟田市 東京出張等で、積極的に利用し、利用率を上げます。

地域の皆様に、より豊かな暮らしをご提案するととも
に、あらゆる情報を先取りし、未来を見つめた新しい
アイデアを生み出し、お客様に信頼され、社会に貢献
する企業として、これからもチャレンジしていきます。

1036 福岡県魚市場(株) 大牟田魚市場

大牟田市 出張のおりは積極的に佐賀空港を使用します。

1039 大牟田市老人クラブ連合会

大牟田市老人クラブでは、「地域に健康づくり、介護予
防の輪を広げよう」を合言葉に、「健康を進める運動」
大牟田市老人クラブ連合会として、会員の方に、佐賀空港の利用を積極的に を推進するとともに、「地域で安全安心して暮らすこと
大牟田市
推進します。
ができ」そして「ゆとり、うるおい、やすらぎ」に満ちた人
生とするために、地域社会の発展に取り組んでいま
す。

1058 松尾産業(株)

大牟田市

弊社は、有線式万引き防止警報装置"ロスコンシリー
今まで、福岡空港中心の利用でしたが、調整可能な場合、佐賀空港の利用を
ズ"を中心とした防犯設備機器の開発・製造・販売をし
推進します。
ている会社です。

1063 オギハラ食品(株)

大牟田市

社員に出張の際は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。

1090 福岡県教耺員組合 大牟田支部

大牟田市 東京方面へ行く際は、佐賀空港を積極的に利用するようにすすめます。

子どもたちに明るい未来を。子どもたちを再び戦場に
送らない。

大牟田市 東京往復便について積極的に有明佐賀空港を利用致します。

ハイテクソリューション事業におけるグローバルトップ
を目指しています。

昭和アルミニウム缶(株) 大牟田工
1092
場

大牟田市 東京出張時には、有明佐賀空港の利用をするよう呼びかけます。

弊社は1971年に日本で初めてアルミニウムの飲料缶
を製造しました。
大牟田工場は小山工場（栃木県）、彦根工場（滋賀
県）に次ぐ３番目の工場として1997年に誕生しました。
工場内に見学施設があり、アルミ缶の製造工程やリ
サイクルについて学習できます。

1101 エスジーケミカル(株)

大牟田市

1106 大牟田地区蒲鉾組合

大牟田市 加盟組合会社は、東京出張時は積極的に佐賀空港を利用していきます。

新鮮な蒲鉾、ちくわなど製造、販売しています。
加盟店の組合です。
（有）宮﨑蒲鉾、（有）近藤かまぼこ、（有）江口蒲鉾、
（有）二宮かまぼこ店

大牟田市 東京へ行く際は積極的に佐賀空港を利用します。

高齢者総合ケアセンターとして、ほとんどの介護保険
サービスを実施しています。

1091

1107

(株)日立ハイテクノロジーズ 大牟
田センタ

高齢者総合ケアセンター サンフレ
ンズ

大牟田発祥とされる三池高菜を漬物惣菜に加工し、
全国のスーパーに販売、また、業務用として様々な業
態でご利用頂いております。

私たちは、家庭から宇宙まで幅広い分野で使用される
公私を問わず、航空機利用の際は、佐賀空港を積極的に利用するようＰＲしま 軽くて強い炭素材と地球環境を守る塗料の製造を中
す。又、東京方面からのお客様には、佐賀空港の利用を勧めます。
心とした化学品の供給を通じて社会に貢献していま
す。

http://www.nc-miike.co.jp/

http://www.matsuosangyo.jp/

http://www.ogihara-foods.co.jp/

http://www.sg-chemicals.co.jp/
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大牟田市 東京に行く時には、社員一同、有明佐賀空港を積極的に利用します。

「廃棄物・リサイクルはおまかせ下さい！」
株式会社 大潮は「日本の資源を活かす」を合言葉
に、資源循環型社会の構築に社員一丸となって貢献
し、地域の皆様に愛される企業グループを目指してま
いります。

http://www.ohshio.co.jp/

1112 (有)サンオーシオ

大牟田市 東京に行く時には、社員一同、有明佐賀空港を積極的に利用します。

当社は、警備保障業・ビル管理業を通して快適な環境
づくりを提案させていただいている会社です。事務所
清掃、ハウスクリーニングなど心をこめたサービスの
ご提供を心がけグループ企業である(株)大潮（産業廃
棄物処理業）・ツツミエンタープライズ(株)（生命・損害
保険代理業）と協力し、つねに地域と共生できる企業
を目指しています。

http://www.sanohshio.co.jp/

1122 福岡県大牟田地区ＬＰガス協会

大牟田市 東京方面への旅行等がある時は積極的に会員に案内する。

ガスで節電 ＬＰガス

1124 岡田・後藤法律事務所

大牟田市 東京方面への出張、旅行の際は、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

弁護士2名が在籍し、大牟田市、荒尾市、みやま市、
柳川市、筑後地区などの地域に密着した業務を行っ
ている法律事務所です。まずはお気軽にご相談下さ
い。

http://www.okgo-law.com/

1125 (株)サン有明電気

大牟田市 東京出張の際は、積極的に佐賀空港を利用します。

当社、1962年の設立以来、設計から製作・施工・メン
テナンスまで一貫したラインにより、安定的な電気制
御計装システムを提供してまいりました。
今後も経験豊富な人材と設備により、各種盤製作、電
気工事、メンテナンスにおいて、お客様の品質要求と
ニーズにお応えできるよう努力してまいります。

http://www.sunariake.co.jp/

1130 大牟田市調査測量設計業協会

大牟田市 空港を利用する場合、佐賀空港を優先的に利用します。

大牟田市内の調査測量設計業の健全な育成発展を
囲っている協会です。

1111 (株)大潮

1131

福岡県土木組合連合会 大牟田支
部

大牟田市 東京方面に出張のときに、積極的に利用したいと思います。

1134

福岡県美容生活衛生同業組合 大
牟田支部

大牟田市

1137 (有)山田屋茶舗

総組合員数2000名を有する福岡県内の美容室経営
有明海沿岸道路の整備が進み、空港までの所要時間や交通手段に於いて福
者の組合で37支部中、熊本県と接する位置にある大
岡空港との利便性の差が小さくなり、マイエアポートの名に相応しい存在にな
牟田市の支部です。組合は国内屈指の美容学校の運
りつつある中、組合の事業主、更には各事業所に訪れる顧客に積極的な利用
営も行っており、お客様が安心して美容室に通える業
を促して行きます。
界作りを目指しております。

大牟田市 今後、東京出張があった折は、佐賀空港を利用する様、つとめます。

出張での有明佐賀空港の利用を5%から50%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。
会員（社員）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。
社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

弊社は、地域密着型の活動を目指し、他店では味わ
うことが出来ないお茶を積極的に販売し、お茶を通じ
てお客様とのコミュニケーションを図っております。

http://www.yamadaya.info/

私たちは、子どもから高齢者まで、その年齢層に応じ
た食育教室や子育て支援、さらには里親支援として、
里親制度広報啓発、新規里親の開拓や里親制度説
明会を実施するとともに、農業をはじめとする個々の
経験や特技を活かしながら収入を得る機会を作り、他
社とのコミュニケーションをとる場を提供したいと考え
ています。なおかつ、子どもたちの健全育成を高齢者
の経験と知恵を活かして、その実現に向けていきたい
と考えています。

http://peacefullkizuna.main.jp/

1140 ＮＰＯ法人 ぴーすふる絆

大牟田市

1143 一般社団法人 大牟田薬剤師会

大牟田市 薬剤師会の会員が出張の際、佐賀空港を利用するよう積極的に勧めます。

1150 大牟田建設業協同組合

１．組合員各社の出張での有明佐賀空港の利用を勧めます。
大牟田市 １．組合員研修旅行時には佐賀空港発着便を利用するよう努めます。
１．来訪者へ佐賀空港の利用を勧めます。

私共は、1917（大正6年）年に大牟田・旧高田町の主
要な建設会社により設立された協同組合法人です。
災害時の復旧活動・地域ボランティア活動にも積極的
に取組み、高品質の公共工事を施工する事で地域貢
献を行いたいと組合員各社が頑張っております。

1153 大牟田中央自動車学校

大牟田市 社員の出張等に有明佐賀空港を利用するよう努めます。

・普通自動車や普通自動二輪車の免許だけでなく、大
型自動車や大型自動二輪免許も取得可能です。
・フォークリフト技能講習も実施しています。

http://www.otd.jp/

1158 本田産業(株)

大牟田市 首都圏出張の際は、出来る限り佐賀空港利用を推奨します。

「貢献」「創造」「信頼」の本田産業として、お客様の事
を第一に考えて、誠心誠意尽くして参ります。
取扱：生コン、土木、建設資材販売、環境機器、産業
機器、太陽光発電、包装資材販売、コンクリート補修、
橋梁点検、杭工事等 その他

http://hondasangyo-c.jp/

1162 (株)大栄

大牟田市 東京行きは極力佐賀空港を利用する。

トータルカーサービスの大栄です。
修理から新車・中古車販売までおまかせ下さい。

http://user.ariakenet.com/~omupha/
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1163 （公社）大牟田法人会

大牟田市 出張での有明佐賀空港の利用率を50%から80%にアップします。

税知識の普及とともに、よき法人企業の団体としての
活動を通じて、適正な申告納税制度の確立及び納税
意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に
寄与することにあり、企業経営と社会の健全な発展に
寄与する。

1168 大牟田中小商工協会

大牟田市 会員に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

主要な事業を中心に、中小零細業者の視点での様々
な取り組みの展開

1176 福岡県行政書士会 大牟田支部

大牟田市 出張や帰省で、できる限り佐賀空港を利用します。

起業や経営における様々なサポート、家族や社会で
起きる諸問題のご相談にお応えしております。

http://f.a-gyousei.com/omuta/

1186 大牟田ガス(株)

大牟田市

１．出張時には、有明佐賀空港を積極的に利用します。
２．社員に有明佐賀空港をレジャー等にて利用することを勧めます。

私たちは、西部ガスグループの一員として、また、地
域に根ざしたエネルギー事業者として、お客さまと地
域のために、ガス事業に対し今後とも真摯に取り組ん
でまいります。

http://www.omutagas.co.jp/

1293 社会保険大牟田吉野病院

大牟田市

職員並びに家族に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
首都圏からの来院者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

1319 植松翻訳事務所

大牟田市 関東地区出張のための移動には、必ず佐賀空港を利用します。

契約書、各種取扱説明書、webpage等の文書を英語
から日本語へ、日本語から英語へ翻訳します。正確さ
はもとより、誠実さをモットーに質の高い翻訳サービス
を提供します。

・出張で有明佐賀空港を利用していきます。
大牟田市 ・社員に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行やプライベートでの利用を勧めます。

当社は、世界有数の非鉄金属メーカー三井金属鉱業
(株)のエンジニアリング事業部内を専門的に発展させ
るべく1964年に設立し、以来専業エンジニアリング会
社として、各種プラントのプランニング段階からプロ
ジェクト、マネージメント、操業指導、さらにメンテナン
スに至るまで一貫して手掛けている会社です。

1370 (有)美川漢方堂

大牟田市 東京、上海、ソウル出張時には必ず佐賀空港を利用します。

漢方薬、朝鮮人参製品の販売、中国への日用品の輸
出

1443 みらい広告出版株式会社

大牟田市

1333

三井金属エンジニアリング(株) 九
州支店

社員は社用、私用を問わず、有明佐賀空港を積極的に利用します。また、周
囲の個人、事業所に同空港が備える高い利便性の周知に努めます。

大牟田にこだわった上質な情報をお届けするフリー
ペーパー「どがしこでん」の発行、地域性に合ったデザ
インの広告などを通じ、地域の活性化にまい進してい
ます。

http://www.mesco.co.jp

http://www.dogashikoden.com/
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1882 株式会社大幸商事

当社の成り立ちとしましては、祖父の代から数えます
と、私で3代目となります。昨今、老舗といわれる企業
が、古い体質のまま、この厳しい時代に適応できず
に、廃業や倒産という形で姿を消しております。老舗
であるという誇りそして、先代までが培ってきた「信頼」
を失うことなく、更なる事業の発展に邁進させて頂いて
おります。50年以上営業を続けさせていただいている
東京出張時には、佐賀空港の利用を原則100%利用することを宣言します。首 のは、その時々の情勢をしっかりと把握し、お客様の
大牟田市
都圏からの訪問者に、佐賀空港の利用を勧めます。
ニーズを先取りできるよう心掛けている事と、様々な
情報を少しでも早く察知し、そしてその情報を必要な
方へスピーディーに行ってきたからだとも考えておりま
す。もちろん、「どこの不動産会社でも出来る仕事」か
ら、「当社でなければ」とご用命いただけるような仕事
が出来るようにしたいと考えております。これからも、
60年そして、100年以上経っても、お客様から必要と思
われる会社にしたいと考えております。

2009 天龍製鋸株式会社 大牟田工場

大牟田市 関東圏の航空機利用の際は、九州佐賀国際空港利用を推進します。

私たちの歴史は、日本の「鋸」の歴史です。2017年に
大牟田工場を新設し、工業用丸鋸を製造しておりま
す。独自に開拓した最新の製造機械設備のもと、新た
な被削材と高度化するユーザーニーズにお応えする
製品を開発しています。

大牟田市 社員の佐賀空港利用を積極的に推進します。

大牟田を拠点に中古産業気化器の買取販売とクリー
ンルーム設計施工を行っています。

2028 ユニオンFBC 株式会社

大牟田市 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

特殊切削工具の設計・製造を行っています。
また、工作機械部品の加工もしております。

http://union-fbc.jp/

2033 大牟田電子工業株式会社

大牟田市 出張で九州佐賀国際空港の利用率をUPします。

Q・C・D・+Sを中心に日々活動しています。

www.omutadenshi.co.jp/

2065 タイロン株式会社 大牟田工場

大牟田市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

社訓「一人前、一流、一番」
大宝グループの中で自社ブランドの製品を扱っていま
す。

2075 三池プラント株式会社

大牟田市

2076 圓佛産業株式会社

大牟田市 首都圏出張時の九州佐賀国際空港利用率を０％から５０％以上にします。

1900年の創業以来、「より快適な住まいづくりをお手
伝いする」企業として、家🏠に関する木材・建材・住宅
設備機器などの建築資材を通じて地域社会に貢献し
てきました。これからも地域の皆様の快適な住まいづ
くりをお手伝いできる様に努力してまいります。

大牟田市 九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

大宝グループ創業80周年「企業は、人なり」を基本に
経営

2026

2077

株式会社アスカインデックス 九州
テクニカルセンター

大宝工業株式会社 九州カンパ
ニー 大牟田工場

関東圏の航空機利用の際は、九州佐賀国際空港を利用します。
社員のプライベート旅行での九州佐賀国際空港利用を推奨します。

1918年三井化学大牟田工場で硫安荷造業務から営
業を開始。お蔭様で操業100年を迎えることが出来ま
した。今後も三池産工グループ会社として、安全第一
に、無事故・無災害に努めてまいります。

http://www.taikouo-s.com

https://www.tenryu-saw.com/ja/

