マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

101 大塚製薬株式会社佐賀工場

所在地

吉野ヶ里町

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

「For Better Health Worldwide」をテーマに。ポカリス
首都圏、関西圏からの来訪者に、有明佐賀空港の存在を知らせ、利用を勧め
エット、カロリーメイトブロック・ゼリーなどの栄養製品 http://www.otsuka.co.jp/
ます。
はもとより、新しい医薬品の製造も行っています。

佐賀市

・積水ハウスは、地球環境保全に関する取組みを約
束し、業界初の「エコ・ファースト企業」として環境大臣
・東京、大阪方面への出発は、原則として有明佐賀空港を利用します。
より認定を受けました。
・東京、大阪方面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。 ・「Netオーナーズクラブ」は、戸建てオーナーの皆様と http://www.sekisuihouse.com
・社員旅行は、有明佐賀空港を積極的に利用します。
積水ハウスをつなぐ、コミュニケーションサイトです。
・価値ある住まいづくり、築いてきたのは安心です。累
計建築戸数1,959,210戸（平成21年1月末現在）

佐賀市

①関東、関西へのご旅行のお客様に有明佐賀空港のご利用をお薦めします。
②商品造成箇所・発送地域へ有明佐賀空港を積極的にＰＲし、利用促進に努
めます。

104 九州電力株式会社佐賀支店

佐賀市

・出張の際には、原則として１００％有明佐賀空港を利用します。
・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、支店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、有明佐賀空港利用を積極的に推進しま
す。

105 佐賀県信用保証協会

佐賀市

中小企業の多様なニーズに的確に対応できる良き
出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用し、有明佐賀空港の利用率を４ パートナーとなり、『信用保証』を通じて中小企業の振
http://www.saga-cgc.or.jp
０％から６０％に上げます。
興と地域経済の活力ある発展に貢献できるよう努め
ています。

106 株式会社西有田土木

有田町

・会社関係者などに有明佐賀空港の利用を推進します。
・出張などの際は有明佐賀空港の利用率を７０％以上にします。

「社会に貢献し、地域に根ざす建設業」をモットーに、
環境と人にやさしい、地域社会に愛される企業を目指
します。

佐賀市

・東京、大阪出張の際は、往復のいずれか必ず佐賀空港を利用します。
・当社ホームページにて有明佐賀空港のＰＲを行います。
・当社来訪者に有明佐賀空港の利用をすすめます。
・有明佐賀空港のパンフレットを設置します。

医療・介護に特化した民間のハローワークです。求職
者の方の就業条件など細かくお聞きした上で、より良
い条件で就職、転職できるよう支援いたします。
http://www.m-w-b.co.jp/saga/
取扱職種⇒医師、看護師、薬剤師、技師、療法士、ケ
アマネージャー、介護福祉士、ヘルパー2級など

108 嬉野市

嬉野市

・関東、関西からの観光客に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・職員出張時の有明佐賀空港の利用を推進します。

歓声が聞こえる嬉野市

109 株式会社エフエム佐賀

佐賀市

全て佐賀発着便で東京出張！で頑張ります。

この度7月からＦＭ佐賀のタイムテーブルを大幅リ
ニューアル。さまざまな情報を盛り込んだタブロイド型
「TOGETHER PRESS」として創刊しました。リスナーだ http://www.fmsaga.co.jp
けにとどまらず、県内各所で好評配布中。さらなる媒
体力アップに取り組んでおります。

110 多久市

多久市

「住みたい 美しいまち 多久」
・本市職員の首都圏、関西圏への出張時は佐賀空港の利用率１００％を目指 創建３００年を越す多久聖廟（孔子を祀った廟）では、
します。
毎年４月１８日と１０月第４日曜日に釈祭が催されま http://www.city.taku.lg.jp/site/view/index.jsp
・有明佐賀空港の良さ、便利さを市民にアピールし、利用を勧めます。
す。是非、一度おいでください。
～有朋自遠訪来不亦楽乎～

111 株式会社種商

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

112 （公財）佐賀県消防協会

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を９０％以上にします。
・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。

本会は、消防職団員の福祉厚生、消防施設の改善、
消防活動の強化、消防思想の普及徹底等を通じ、社
会の福祉増進に努めています。

113 大川市

大川市

・本市職員が出張する際の有明佐賀空港利用率１００％を目指します。

古賀メロディのふるさと
インテリアのまち
－大河の流れ 川郷（せんきょう）大川－

114 株式会社石丸建設

武雄市

社員は東京方面・大阪方面に出張等の時は、原則として有明佐賀空港を利用 当社は土木工事を中心に、舗装、水道施設工事と幅
します。
広い分野で、地域に貢献したいと考えております。

115 株式会社マツダレンタカー佐賀

佐賀市

有明佐賀空港御利用の当社お客様数を現状より１０％アップいたします。

佐賀県観光、ビジネスには、ぜひマツダレンタカーをご
利用ください。

116 株式会社佐賀新聞社

佐賀市

出張は、原則として有明佐賀空港を利用します。

新聞発行のみならず、ウェブ、映像、動画ニュースでも
展開。ジャーナリズム精神に裏打ちされた上で、イン
ターネット時代に即応し、クロスメディアでの情報発信 http://www.saga-s.co.jp
を行う“情報コンテンツ企業”を目指し、日々前進して
います。

117 ＮＨＫ佐賀放送局

佐賀市

出張は、原則として有明佐賀空港を利用します。

ＮＨＫ佐賀放送局から新たな波を！！
「佐賀県の元気の底力を全国に発信し、地域の発展と http://www.nhk.or.jp/saga/
活性化に貢献します。」

118 山代ガス株式会社

佐賀市

・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員のプライベートでの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を２０％から６０％にします。

ＬＰガス事業をベースに住生活の総合関連企業とし
て、地域に根ざしたお客様への対応を心がけていま
す。

119 株式会社ワイビーエム

唐津市

「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 http://www.ybm.jp
ます。
ンセプトに、環境適応型マシンの開発に取り組んでい
ます。

120 株式会社西日本新聞社佐賀総局

佐賀市

取材出張の際は可能な限り有明佐賀空港を利用します。

九州No.1の総合メディア企業を目指して、ユタカな情
報を発信し、多様な視点で九州をつなぐ「西日本新
聞」。

121 コープさが生活協同組合

佐賀市

佐賀空港がより便利になるよう、積極的に利用することで応援します。

佐賀県の生協として、地域のくらしにお役立ちできるよ
http://www.saga.coop/
うにと願っています。

武雄市

・職員が東京、大阪方面へ出張する際の有明佐賀空港利用率の向上を図りま
す。
・職員の「マイエアポートクラブ」への加入を促進します。
・空港からのリムジンタクシーの利用について積極的に案内します。
・東京、大阪方面から来訪される方や武雄市の観光や定住の希望に関する問
い合わせには、有明佐賀空港の利用を積極的に案内し、空港パンフレットを
積極的に配布します。

102 積水ハウス株式会社佐賀支店

103

107

日本旅行業協会九州支部佐賀地
区会

有限会社グローバルサービス
メディカルワークバンク

122 武雄市

http://www.kyuden.co.jp

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

http://tanesho.co.jp

http://www.city.okawa.fukuoka.jp

http://www.yamashiro-gas.co.jp

http://www.nishinippon.co.jp/

『ＴＶドラマ“佐賀のがばいばあちゃん”のメインロケ地』
「いのしし課・レモングラス課・佐賀のがばいばあちゃ
ん課、楼門朝市係・九州物語係」など課の業務目的を
明確にした課名は市長をはじめ職員のやる気の表
http://www.city.takeo.lg.jp
れ。特産品の開発や有明佐賀空港を利用した観光誘
致に取り組んでいます。
http://www.city.takeo.lg.jp/keirin/index.php
夢と緑のファミリーレジャー：たけお競輪
平成23年4月7日から共同通信社杯春一番（GⅡ）を開
催します。迫力あるレースをご期待ください。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

123 佐賀県ヤクルト販売

佐賀市

出張での往来には、積極的に有明佐賀空港を利用し、利用率を２０％から５
０％にします。

私達は創業の精神である『代田イズム（予防医学・健
腸長寿・誰もが手に入れられる価格で）』の実践を通し
てお客様に信頼され満足される商品・サービスを提供
すると共に、一人一人のお客様満足の向上を目指し
ます。また、地球環境の保全が『社会と共生する経
営』の最重要課題の一つであることを認識し日常の業
務推進に際しては、法令・社内規則の遵守はもとより
環境の保全に配慮して行動し地域社会から歓迎・支
持され信頼される企業を目指し地域社会との共生に
努めます。

126 株式会社サンタ・フーズ

佐賀市

東京・大阪方面の出張は、必ず佐賀空港を利用します。

地産地消をコンセプトにお客様に“おいしかった、また
来るね”のお言葉を頂けるように日々精進していま
す。

127 大商産業株式会社九州支店

大川市

・出張での佐賀空港の利用率（佐賀⇔東京）を５０％以上に引き上げます。
・社員旅行での佐賀空港の利用を図りたいと考えます。
・個人の観光旅行にも関東の観光地を検討して、佐賀空港を利用したいと考
えます。

北海道から沖縄まで 全国の有力家具販売店様へ現
代のニーズに合った家具を提供しております、若々し http://www.daisho.info/
い卸商社です。

128

佐賀エレクトロニックス株式会社佐
賀製作所

・大阪、東京への出張は佐賀空港の利用を推進します。
吉野ヶ里町 ・プライベートな旅行にも佐賀空港の利用をＰＲします。
（社内メール：全社掲示板で佐賀空港に関する情報を発信しています。）

私たちにしか、できないこと。
私たちにしか、作れないもの。
http://www.sagaelec.co.jp
独自性のある製品づくりを通して、「社会の一隅を照ら
す、存在感ある企業」でありたいと願っています。
“電機のある快適なくらしを応援しています。”
私たちは、お客様のライフライン（電気設備）を守り、
安心安全を提供する『まちの電気工事屋さん』の組織
です。
昨年、開局５０年を迎えた佐賀で最初に放送を開始し
た民放です。ﾆｭｰｽや生活情報、音楽など、聞いて得
する、ためになる、楽しい番組を年中無休で放送中で
http://www.nbc-saga.jp
す。
これからも地域の皆様に愛される放送局を目指しま
す。

129 佐賀県電気工事業工業組合

佐賀市

・今後は有明佐賀空港を積極的に利用し、利用率５０％以上を目指します。
・全組合員へ有明佐賀空港の積極的利用を推進します。

130 ＮＢＣラジオ佐賀

佐賀市

・東京方面、大阪方面から来訪されるタレントへ有明佐賀空港を積極的に案
内します。
・出張は原則として有明佐賀空港を利用します。

131 株式会社武雄タクシー

武雄市

・お客様、社員、友人に積極的に有明佐賀空港利用をお勧めします。
・タクシー車内に有明佐賀空港のチラシ等を掲示し、ＰＲに努めます。

武雄温泉にて永年親しまれ、地域の足として、また観
光タクシーとして営業いたしております。
http://www.takeonet.ne.jp/takeotaxi.html
どうぞ御利用をお願い申し上げます。

132 鹿島市議会

鹿島市

議会、議員の出張には、積極的に有明佐賀空港を利用します。

市民全体の奉仕者として市政の発展と市民生活の向 http://www.city.kashima.saga.jp/gikai/index.htm
l
上を目指す鹿島市議会

133 株式会社高山福岡支店

筑後市

本社（東京）との往来には、有明佐賀空港を利用します。

菓子の卸業ですが、ＰＢ商品「まちのお菓子屋」「買物
http://www.takayama-inf.com
専科」等を取り扱っております。

134 神埼市

神埼市

・本市職員は、原則有明佐賀空港を利用します。
・本市職員に対して、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 自然と歴史と人が輝く未来都市
す。

http://www.city.kanzaki.saga.jp

135 株式会社軟弱地盤研究所

佐賀市

・原則的に有明佐賀空港を利用します。
・来訪者には有明佐賀空港利用を積極的に案内します。

http://www18.ocn.ne.jp/~nanjaku/

136 株式会社ミラコラーレ

唐津市

有明佐賀空港利用率を２５％に増加します。

「ブランドバック・小物」「コスメ」セレクトショップ『ミラコ
ラーレ』オープン中

137 株式会社サガテレビ

佐賀市

①社員の出張時は、原則として有明佐賀空港を利用をします。
②遠方からの来訪者には有明佐賀空港を利用するようＰＲします。

佐賀県唯一の民間放送局として、地域の皆様方のお
http://www.sagatv.co.jp
役に立てるような情報を提供していきます。

138 株式会社サガン・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。

139 株式会社山九エンジニアリング

柳川市

社員出張時には往く時も復る時も、来訪者には来られる時も帰られる時も、社 私達は山林事業を支える企業です。
員揃って佐賀空港を積極的に推進します。
地球の温暖化を防ぐ山の緑を大切にします。

武雄市

http://www.saga-ecf.or.jp
子供達が科学を楽しく学べるきっかけづくりとなると共
大阪・東京への出張時には有明佐賀空港を積極的に利用し、その利用率を６
に、広く県民の皆様に楽しく利用していただける施設
※10/1以降
０％から８５％に増加します。
となるように努力しております。
http://www.yumeginga.jp

141 時事通信社佐賀支局

佐賀市

時事ドットコムでお馴染みの報道機関です。新聞社・
・出張は原則として佐賀発着便を利用します。
テレビ局など各メディアのほか、地方自治体、金融機
http://www.jiji.com
・内外情勢調査会などで来訪される講師も積極的に佐賀空港へ案内します。 関などにも実務・専門ニュースを配信しています。地
域の皆様のお役に立つような情報提供していきます。

142 佐賀信用金庫

佐賀市

出張での有明佐賀空港の利用率を１００％にします。

昭和24年10月15日に信用金庫法により設立された金
融機関です。営業地区は佐賀県内一円と大川市で
http://www.sagashin.co.jp
す。地元のために、みんなのために生まれた金融機
関として地域経済の活性化に取り組んでいます。

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を現在の１５％から５０％を目指します。
・従業員及びその家族の私的な空港利用においても、積極的に利用を促進し
ます。
・関東、関西からの来訪者に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。

当社は、電力システム水質浄化設備など、インフラ整
備のために必要な製品を開発・製造・販売するメー
カーです。「社会を、地球を、未来を豊かに」という企
http://www.togami-elec.co.jp
業理念のもと、独創的な精神をハイテクノロジーの分
野に活用。つねに社会のニーズにマッチした製品開発
を行っています。

・月1～2回の東京⇔福岡間の出張で、有明佐賀空港を１００％利用します。
・遠方から自社へ来訪される方には、有明佐賀空港をご案内致します。

福祉部：『グループホーム やまびこ』では、笑顔と安
らぎを第一に、入居者様お一人お一人の声にお応え
出来るよう、安心・笑顔の介護を心がけております。豊
かな自然の中で、四季折々の様々な行事やイベント
も、お楽しみ頂いています。

①佐賀空港利用率を０％から１０％に増加いたします。
②本社（東京）、大阪地区にアピールいたします。

危険物貨物を中心とした保管、配送業務をご提供して
http://www.nrsgroup.co.jp/
おります。

140

乃村・松尾宇宙科学館活性化共同
事業体

143 株式会社戸上電機製作所

144 有限会社ミモレ・ダイコク

みやま市

http://www.a-bloom.co.jp

http://www.sagantosu.jp/

145 株式会社日陸九州物流センター

吉野ヶ里町

146 株式会社ゴードー九州工場

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。
出張の際は有明佐賀空港を利用し、利用率を０％から２０％に上げ、また顧客 2.取引先が安心して取引ができる環境でなければ成
吉野ヶ里町
http://www.c-godo.co.jp/index.html
や知人、家族にもお願いする。
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。
「器はエンターテインメント」をテーマに、究極のラーメ
ン鉢やＺＥＰＨＹＲシリーズなど、楽しい有田焼を提案し http://www.marubun-arita.co.jp
ています。

147 株式会社まるぶん

有田町

・社員の出張ならびに私的旅行の際は、有明佐賀空港を利用します。
・関東、関西の顧客の来有時には有明佐賀空港の利用を勧めます。

148 株式会社ヨコオ

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。

149 有限会社八田工作所

佐賀市

・出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。
・弊社をご利用頂きますお客様に、極力佐賀空港をお勧めします。

すべての人々の利益のために働きます。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

150 佐賀県商工会連合会

佐賀市

・出張は、今後も継続して有明佐賀空港を利用します。
・各商工会等に対して、有明佐賀空港利用促進を積極的に推進します。
・東京方面から来訪される方に有明佐賀空港の積極的利用をＰＲします。

151 東亜工機株式会社

鹿島市

・周りの人達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を３０％に増やします。

世界の海を駆けるシリンダーライナのトップメーカー

152 リコー計器株式会社

佐賀市

1.社員の有明佐賀空港利用率を１０％ＵＰします。
2.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。

弊社は「三愛精神」に基づき、「誠実な企業活動」「環
境との調和」「人間尊重」「社会との調和」を基軸に、
「人に優しい、地球に優しい工場」を目指し、企業市民
として地域に根ざしたきめ細やかな活動を展開してい
ます。

153 フィールズ株式会社佐賀支店

佐賀市

東京方面に出張のおりは、原則的に社員全員佐賀空港を利用させていただき 佐賀駅前で頑張っています。遊戯業界の皆様お待ち
ます。
しております。

http://www.fields.biz/

154 佐賀県中小企業団体中央会

佐賀市

・首都圏への出張は、原則有明佐賀空港を利用します。
・当会の会員へ、有明佐賀空港を積極的に利用するよう推進します。

中小企業連携組織のパートナー 中央会

http://www.aile.or.jp

155 佐賀県経営者協会

佐賀市

出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。

企業経営者の視点に立ち、人事労務に関する諸課題
解決に向けた支援等、会員企業にける「魅力ある企業 http://www.saga-keikyo.com
づくり・地域づくり」を支援しています。

156 佐賀経済同友会

佐賀市

出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。

「活力あふれる地域・佐賀」を創造するため、様々な研
究・提言を行っています。

157 株式会社キハラ

有田町

出張での佐賀空港の利用率を５０％から８０％にします。

現代のライフスタイルにあうシンプルでスタイリッシュ
な有田焼をお届け致します。

158 中国塗料株式会社 九州工場

・社用にて飛行機を利用する場合、佐賀空港の利用を推進する。
吉野ヶ里町 ・出入業者に佐賀空港の利用を勧める。
・社員の佐賀空港利用率を１０％アップします。

159 株式会社ニシムラ

吉野ヶ里町

県下２０商工会とともに、会員事業所等の経営改善を
実施して、地域に貢献する組織づくりを目指していま http://www.sashoren.ne.jp/rengoukai/
す。
http://www.toakoki.co.jp

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

吉野ヶ里公園と隣接した豊かな自然の中で、主に船
舶用塗料を生産する工場です。自動化された製造ライ
ンでは厳しい品質管理や環境保全対策のもと、自然
にやさしい塗料づくりに努めております。

1.本社東京（親会社）との往来には、有明佐賀空港を利用促進致します。
2.東京からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

“暮らし熟して”
「困った時は0952-52-5131」
http://www.nisimuralife.co.jp
お客様ひとり一人にご満足をいただけるニシムラを目
指します。
公共事業を中心とした、道路・水路工事など、一般土
木を中心に造成工事、建築基礎工事、外構工事（フェ
ンス、カーポート等）を行っている会社です。

160 株式会社下津浦建設

佐賀市

有明佐賀空港の利用率を、２５％から７５％に増加します。

161 シンテック株式会社

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率８０％を目指します。
豊かな心と確かな技術で、安全な交通環境と街路の
・社員旅行、社員の家族旅行での利用促進及び取引先等へのＰＲに積極的に
景観を創造して参ります。
努めます。

162 佐賀iDC

佐賀市

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ま
す。

地域の公共型データセンターとして、佐賀県内を中心
とした情報システムに対して、設置環境・運用監視・
http://www.sagaidc.co.jp
ネットワークサービス等を堅牢なセキュリティとファシリ
ティでサービス提供を行っています。

163 株式会社NIPPO西九州統括事業所

佐賀市

東京方面への出張時は、有明佐賀空港を１００％必ず利用します。

・社名が㈱ＮＩＰＰＯに変更になりました（旧日本鋪道）。
・わたしたちは確かなものづくりを通して、豊かな社会 http://www.nippo-c.co.jp
の実現に貢献します。

164 ダイコー精機株式会社

武雄市

遠方から来られるお客様や従業員の親戚等へ佐賀空港の利用や利便性をＰ
Ｒし、積極的に使ってもらう様に勧めます。
また、出張等は可能な限り佐賀空港のフライトに合わせ、セッティングをする様
に努力します。
現在１０％→目標値６０％

車の部品で使われているバンパーや押しボタンや日
用品のペットボトル等のあらゆるプラスチックを粉々に
http://www.daikoseiki.co.jp
して、リサイクルや減容をする為の機械を設計・製造・
販売しております。

佐賀市

佐賀県内インターネット接続事業者（ＩＳＰ）の支援サー
東京、大阪出張に関しては、原則として有明佐賀空港を利用します。また、在
ビスを通して、佐賀県のインターネット普及やネット
http://www.digicomm.co.jp
京、在阪の取引先に対しても有明佐賀空港の利用を勧めます。
ワークサービス向上に取り組んでいます。

166 佐賀県市長会事務局

佐賀市

・空港は有明佐賀空港利用で、１００％の利用率をめざす。
・関係団体等にも有明佐賀空港の利便性をＰＲする。

167 白石町

白石町

・本町職員が東京、大阪方面への出張する際は、原則有明佐賀空港を利用し
ます。
「人と大地が うるおい 輝く 豊穣のまち」
・首都圏、関西圏から本庁への来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・空港までのリムジンタクシーの利用について積極的に案内します。

165

株式会社デジタルコミュニケーショ
ンズ佐賀

佐賀県内１０市の国、県等への提案活動、１０市間の
連絡調整を行うなど地域振興にかかわっている。

http://www.town.shiroishi.lg.jp/site/view/index.j
sp

168 三球電機株式会社佐賀支店

佐賀市

本社との往来、出張には積極的に有明佐賀空港を利用します。

私たちは、快適なよりよい社会を目指し、交通情報整
備や電気・通信設備の設置をはじめとして、コンピュー
タ・電気通信・交通のハード・ソフトをシステム的に結
びつけ、調査・設計から施工・調整・保守まで一貫した http://www.sankyu-denki.co.jp
サービスをお客様に提供しています。
当社の企業イメージ
「ハイテク筋肉企業をめざして」

169 川副町商工会

佐賀市

出張の時は、１００％有明佐賀空港を利用します。

まちに“パワー”を運びます。

佐賀市

佐賀から東京本社への出張時には、有明佐賀空港の利用をさらに促進しま
す。また、本社から佐賀への来訪者に対し、有明佐賀空港の利用を推奨しま
す。

損保ジャパンの「お客様コールセンター」の中核を担っ
ています。
http://www.sompo-japan.co.jp
～お客様の声を耳ではなく心で聴き、言葉ではなく心
をお伝えしています～

171 佐賀県町村会事務局

佐賀市

私達は、出張での有明佐賀空港の利用率を７０％から９５％に増加します。
また、首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

各町の連絡調整、情報提供等を行い、町の行財政運
営を支援してまいります。

172 佐賀県町村議会議長会事務局

佐賀市

私達は、出張での有明佐賀空港の利用率を８０％から９５％に増加します。

各町の議会運営への情報提供、連絡調整等を行い、
その円滑化に資してまいります。

173 西肥情報サービス株式会社

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率２０％アップを目指します。
・社員や来訪者に、有明佐賀空港の利用を積極的に勧めます。

「豊かな情報化社会の創造に貢献する。」ことを経営
理念に揚げ、確かな技術力と豊富な業務知識をバック http://www.sains.co.jp
ボーンに、まごころのサービス提供をしています。

・出張での有明佐賀空港の利用率を５０％に引き上げます。
・職員に対し、有明佐賀空港マイエアポートクラブの入会を推奨します。

吉野ヶ里歴史公園にお越しの際は有明佐賀空港から
リムジンタクシーで４０分。吉野ヶ里町は日本茶樹栽
http://www.town.yoshinogari.saga.jp
培発祥の地、ジャンボにんにく“吉野ガーリック”のふ
るさとです。

170

株式会社損害保険ジャパン 佐賀
コールセンター室

174 吉野ヶ里町

吉野ヶ里町

http://www.sashoren.ne.jp/kawasoe/

175 全国健康保険協会 佐賀支部

佐賀市

全国健康保険協会（協会けんぽ）は、健康保険組合に
加入している組合員以外の従業員や家族、約3,500万
1.協会本部（東京）への出張は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
人が加入する健康保険を管掌しています。協会けん
2.佐賀支部のホームページに、有明佐賀空港のバナーを設置し利用を呼び掛
http://www.kyoukaikenpo-saga.jp
ぽでは、加入者の皆様の利益を最優先に、保険者機
けます。
能の強化とサービス向上、保健事業の充実による健
康寿命の延伸を目指した事業を展開しています。

176 九州住電精密株式会社

大町町

首都圏への出張時は有明佐賀空港を利用するよう努めます。

住友電工の超硬工具「イゲタロイ」、ＣＢＮ工具「スミボ
ロン」の製造を通して、自動車を始めとした機械産業 http://www.kyushu-sumiden.co.jp
からＩＴ産業におけるモノづくりの一役を担っています。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

「原点に人と人」・・・誠心誠意から生まれる本物の信
頼
「新を支える経験」・・・新人をベテランが支える（新旧
http://www.asahi-tc.jp
総合力）
「環境への配慮」・・・次世代を残す環境保全は現代人
の義務

177 朝日テクノ株式会社

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を７０％から９０％にします。
・佐賀の来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員の家族や友人・知人にも広く有明佐賀空港の利用を勧めます。

178 佐賀酒類販売株式会社

佐賀市

東京大阪への出張は、原則有明佐賀空港を利用します。
社員への有明佐賀空港の利用を勧めます。

当社は平成21年6月で60周年を迎える、酒類総合卸
売会社です。佐賀県原産地呼称管理制度を推進し、
佐賀の経済発展のために努力したいと思います。

179 窓乃梅酒造株式会社

佐賀市

私達、窓乃梅酒造株式会社、並びに社員は、飛行機利用の出張、旅行の際
は必ず佐賀空港を利用することを宣言します！

創業、元禄元年（1688年）、初代古賀六右衛門が蔵を
開いて以来、現在まで13代、320年余の歴史を誇る、
http://www.madonoume.co.jp
県内最古の蔵です。伝承の技術を大切に、また新しい
技術にも挑戦する、「良品適価」がモットーです。

180 佐賀商工会議所

佐賀市

・東京、大阪方面への出張は、有明佐賀空港を１００％利用します。
・東京、大阪へのレジャーについても積極的に有明佐賀空港を利用します。
佐賀地域の経済発展と地域活性化に取組んでいま
・商工会議所会員事業所に有明佐賀空港「マイエアポート宣言」をして頂くよう す。
積極的に推進を行います。

181 佐賀綜合警備保障株式会社

佐賀市

我が社は「ありがとうの心」と「武士の精神」をもって社
社員・家族の出張及び旅行等については、有明佐賀空港の利用率を３０％か 業を推進し、人類生存の基本である社会の安全の確
ら５０％に向上させます。
保に貢献すると共に、常にベストワンカンパニーを目
指して最善を尽くします。

182 大同生命保険株式会社佐賀支社

佐賀市

有明佐賀空港の利用率を１００％にします。

183 アクサ生命保険株式会社佐賀支社

佐賀市

・有明佐賀空港の利用１００％にします。
全国の商工会議所共済制度の引受をさせていただい
・東京、大阪方面からの来訪者に対して有明佐賀空港を積極的に利用頂ける
ております。商工会議所会員事業所の福利厚生の充
よう働きかけます。
実のため、精進努力いたしております。
・社員一同全職員が有明佐賀空港を利用します。

184 株式会社田中鉄工所

佐賀市

・出張時の有明佐賀空港利用率を１００％にします。
・社員や取引先の方々へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

社是
多技能工人材集団となり、地域社会との永続的共生
を計る。
特徴
多品目（建築鉄骨・水利施設・クレーン等）の施工

185 理研農産化工株式会社

佐賀市

・有明佐賀空港の利用率を８０％にします。
・社員及び社員家族、取引先の方々にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

「サラダ油・小麦粉とえいえば、やっぱり理研」をキャッ
チコピーとして、食用油・小麦粉を全国に販売。
http://www.riken-nosan.com/
お得意先の繁栄が我が社の繁栄！をモットーに企
業活動を展開しています。

186 株式会社マリトピア

佐賀市

利用率１００％

187 橋口電機株式会社

佐賀市

社員、取引先の方にも、有明佐賀空港の利用率を３０％から５０％に向上させ 顧客に信頼される元気な企業を目指し、企業としての
http://www.hashiguchi.co.jp
ます。
責務を果たす。

188 住友生命保険相互会社佐賀支社

佐賀市

有明佐賀空港の利用率を４０％から６０％に向上させます。

189 株式会社中村電機製作所

佐賀市

・東京出張は有明佐賀空港の利用率を原則１００％にします。
・社員及び家族、取引先の方々にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・東京等からの立会等の来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

190 株式会社佐電工

佐賀市

社員及び家族の出張、旅行は有明佐賀空港利用率を９０％にします。

191 有限会社七島農産

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。

192 株式会社建設センター

佐賀市

有明佐賀空港の８０％以上の利用率向上に努めます。

人と暮らしと環境との調和を創出する。

193 佐賀県火災共済協同組合

佐賀市

・首都圏、関西圏からの来訪者には有明佐賀空港の利用を勧めます。
・東京、大阪方面への出張は、有明佐賀空港の利用率を原則１００％にしま
す。
・職員への有明佐賀空港の利用を勧めます。

県内中小企業の「安心と安全」を守る火災共済事業を
行っています。

194 株式会社佐賀広告センター

佐賀市

・有明佐賀空港の利用率を６７％から８５％に向上させます。
・社員の有明佐賀空港利用を積極的に勧めます。

「クライアントの満足・喜びを喜びとする」をモットーに
販促プロモーション進行中

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

195 株式会社ららら

佐賀市

・有明佐賀空港の利用率３０％から８０％に向上させます。
・来訪者（取引業者）に有明佐賀空港利用を勧めます。
・海外（上海・ソウル）便の利用及び海外来訪者へ利用を勧めます。

焼鳥かど屋、焼肉かくら、居酒屋弐八丸、夢咲珈琲う
ふふ、らららラーメン、かど屋らーめん、丸八ラーメン、
ドラゴンラーメン、イエロースパイス（カレー）

http://lalala-saga.co.jp

196 新生工業株式会社

佐賀市

東京、大阪方面に行く際には、有明佐賀空港の利用率を５０％に向上させま
す。

歯車製作を中心として、「高品質。高度技術の製品づ
くり」を基本方針とし、多様化する社会のニーズに応え http://www.sinsei-m.co.jp/pc/
ると共に地域の発展に貢献します。

197 株式会社サン海苔

佐賀市

・社員に出張については、原則有明佐賀空港を利用します。
・関東、関西の事業関係先に有明佐賀空港の利用を勧めます。

品質の良さ、生産量で日本一を誇る「佐賀のり」
柔らかくておいしい「佐賀のり」を心をこめてお届けし
ます。

198 株式会社古賀組

佐賀市

一時保管場所、フォークリフト、ラフタークレーン、各種
社員、来訪者に有明佐賀空港の利用を促進し、利用率を８０％から１００％向 トレーラーに加えて、トラック３２台統合活してあらゆる
上を目指します。
現場、工場、作業場に対応できる重厚拡大辰尺輸送
のパイオニアです。

199 株式会社戸上化成

佐賀市

業務での利用、従業員の私的な利用にも積極的に有明佐賀空港を利用しま
すが、利用率を０％から３０％に向上させます。

プラスチック製品製造（硬化性・可逆性の成型エボキ
シ准型）の綜合メーカー
プラスチック製造金型の製作

200 株式会社アイティーインペル

佐賀市

・有明佐賀空港の利用率を９０％以上にします。
・来訪者、社員への有明佐賀空港の利用を勧めます。

ユーザー様のあらゆるニーズをトータル的にサポート
http://www.itimpel.net
することを企業理念として活動しております。

http://www.saga-cci.or.jp

企業保障のエキスパート

http://www.k4.dion.ne.jp/~tnk/

豊かな未来づくりプロジェクト展開中、お客様満足の
向上に努めております。
防爆制御機器製造販売「元気なもの作り中小企業３０
０社」に選定。独自メーカーで営業拠点が東京・大阪 http://www.ex-nakamura.co.jp
にある。
電気・通信・給排水等で皆様の生活をより快適に致し
http://www.sadenko.co.jp
ます。

http://www.sannori.com

http://www4.ocn.ne.jp/~tkasei

