マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

301 株式会社チクホー

302 タンスのゲン株式会社

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

久留米市 出張は佐賀空港を利用します。

大川市

URL

http://chikuho.co.jp

出張など首都圏や、上海への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促 タンスのゲンはネット通販を通して、お客様に感動と笑
http://www.tansu-gen.co.jp
進します。
顔をお届け致します。

303 株式会社佐賀共栄銀行

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。

当行は第八次中期経営計画に掲げた「地域で一番信
頼感のある銀行」を実現するために、お客さま満足度
の向上に向けた取り組みとして、「スマイル運動」を本
http://www.kyogin.co.jp/
支店一体となって展開しています。その取組みの一環
として、平成22年2月1日に「ホスピタリティ宣言」を行
いました。

304 東横イン佐賀駅前

佐賀市

ご宿泊のお客様に利便性の良い佐賀空港をＰＲいたします。

＜24時間お客様対応＞
佐賀駅より徒歩０分
佐賀空港からバス３５分、佐賀駅前で下車
利便性抜群！清潔で安心感のあるホテルです。

305 株式会社プライム

佐賀市

有限会社プライムは、まだまだ小さい会社ですがトッ
プとの距離も近いためトップの考えを直接聞くこともで
き、逆に現場からのいいアイディアや提案はもちろん、
・出張での有明佐賀空港利用率を７０％にします。
改善すべき点など、よりよいサービスに役立つ情報は
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。
非常に歓迎されます。
http://www.prime18.co.jp
・社員に内容を周知し、有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨し また、男女や年齢に関わらず、やる気と実力があれば
ます。
正当な評価をされ、重要なポジションを任せられること
もあります。
社員一人一人が大きな目標をもち日々成長し続ける
会社です。

306 日本電気株式会社佐賀支店

佐賀市

ＮＥＣグループは、身近な情報家電（パソコン、携帯電
１．出張は原則として有明佐賀空港を利用します。
話）から高度先端技術である宇宙ソリューション（はや
２．東京、大阪からのＮＥＣグループ社員の出張について、有明佐賀空港の利 ぶさ）にいたるまで、お客様に愛される商品の提供を http://www.nec.co.jp
用を推奨します。
通じて「人と地球にやさしい情報社会」の実現に向け
努力いたしております。

307

全国共済農業協同組合連合会佐
賀県本部

308 株式会社多久製作所東京支店

309 信号電材株式会社

http://www.toyokoinn.com/hotel/00045/index.html

佐賀市

・関東圏の出張時には、原則として有明佐賀空港を利用します。
・関東圏からの来訪者には、有明佐賀空港の利用をアピールします。

ＪＡ共済は、農業協同組合が理念とする「相互扶助」を
事業の原点とし、常に組合員・利用者の信頼と期待に
応え、「安心」と「満足」を提供します。
このために、最良の保障・価格・サービスによる「ひと・
いえ・くるまの総合保障」の提供を通じて、組合員・利 http://www.ja-kyosai.or.jp
用者の豊かな生活づくりに努めます。
これらの事業活動の積極的な取組みを通じて、豊か
で安心して暮らすことのできる地域社会づくりに貢献し
ます。

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
http://www.tak-ss.co.jp
合プレファブメーカーです。

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
http://www.shingo-d.co.jp
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。

310 すず風法律事務所

佐賀市

出張の際には、積極的に佐賀空港を利用します。

佐賀で弁護士をやっています。よろしくお願いします。

311 東日本ハウス株式会社佐賀支店

佐賀市

本支店間の九州の玄関を有明佐賀空港にする。

“檜百年住宅”の東日本ハウスは、伝統工法である木
http://www.higashinihon.co.jp/
造建築を通じて、日本の住文化に貢献します。

312 株式会社アルム

313 株式会社中山鉄工所 東京支店

314 福博印刷株式会社ＤＳＣ東京

315

住商アグリビジネス株式会社九州
事業本部

316

公益財団法人佐賀国際重粒子線
がん治療財団

大牟田市

主にアルミニウム加工製品（パレット、タンク、水門、渡
当社は、できる限り有明佐賀空港を利用し、少しでも地域社会に貢献できるこ
橋他）について、設計から施行まで一環して対応でき http://bweb.pep.ne.jp/almoomuta
とを宣言致します。
る。

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。

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 http://www.ding.co.jp
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。

地球環境と建設循環型リサイクルを目指す未来志向
http://www.nakayamairon.co.jp
企業 中山鉄工所

・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/

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。

317 祐徳自動車株式会社

鹿島市

「有明佐賀空港」の利用率を15％から30％に増加します。

想い出に残る楽しい旅を企画、提供しております。福
岡市のタクシー事業部門も大変ご愛顧いただいており
ます。また、ホームセンターユートクや食品スーパーも http://www.yutoku.jp
事業展開致しております。これからも地域社会やお客
様に信頼され愛される企業をめざします。

318 佐賀県倫理法人会

佐賀市

有明佐賀空港の利用率を１００％にします。

私達倫理法人会会員は、「企業に倫理を！職場に心
を！家庭に愛を！」をスローガンに地域社会の活性化 http://rinri.area9.jp
につとめている団体です。

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
http://www.sagasiki.co.jp
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。

319 株式会社サガシキ 東京支店

320

日鉄住金警備防災株式会社 佐賀
支社

・施設、交通警備、機械警備、巡回警備
伊万里市 社用での出張及び旅行と私用でも有明佐賀空港を使用する事を宣言します。 ・消防用設備の設計、施工、点検、修理、機器販売
・今年度は割安で熱感、煙感知器の販売推進中

http://www.fkbnet.co.jp/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

出張での有明佐賀空港利用率を５割以上にします。また、プライベート利用も 新！宅急便
推進します。
場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ。

URL

321

ヤマト運輸株式会社 佐賀主管支
店

佐賀市

322

伊万里国際コンテナターミナル株式
会社

伊万里市

用務で出張する時は、出来るだけ日程を調整し、自分達の空港として、積極
的に佐賀空港を利用します。これからも佐賀空港を応援します。

伊万里港は２１世紀の「アジアの時代」に相応しい東
アジア、東南アジアへのゲートウェイとして期待されて
おり、当社もそれに応じて、中国、韓国等をはじめとし
た定期航路をベースにした安価で、迅速、ていねいな
物流サービスに努めております。

323 （社）佐賀県薬剤師会

佐賀市

マイエアポート宣言を行い、役員・会員へ「マイエアポートクラブ会員」へ募集
することを推進します。

医療関係団体との連携を図り、地域医療の充実に貢
http://www.sagayaku.or.jp
献します。

324 ホテルニューオータニ佐賀

佐賀市

東京への出張時には、有明佐賀空港を利用します。
ホテル利用客への有明佐賀空港への案内を心掛けます。

佐賀での宿泊、お食事、ご宴席、ブライダルにご利用
http://www.newotani.co.jp
ください。

http://www.kuronekoyamato.co.jp/

325 株式会社松田家具

大川市

我社は可能な限り佐賀空港を利用します。

株式会社松田家具は、創業以来、その時々の時代
ニーズに対応した家具づくりを通じて、生活創造という
スタイルで社会に貢献してきました。言い換えるなら
ば、それはあたたかい団欒を囲む幸福な笑顔づく
http://www.matsudakagu.co.jp
り・・・
これからもずっと変わることなく、日本の家族の笑顔を
しっかりとサポートしていきます。

326 佐賀県行政書士会

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を50％から80％にします。
・会員に有明佐賀空港の利用を推奨します。

遺言書・遺産分割協議書・内用証明書等、権利・義務
に関する書類の作成、官公署に提出する許認可書類
http://www3.ocn.ne.jp/~sgs
の作成は行政書士へご連絡ください。専門家が親切
かつスピーディに対応します。

327 昭栄化学工業株式会社

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 http://www.shoeichem.co.jp
繁栄と社員の幸福を常に一致せしめる経営を行う」

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 http://www.togami-elec.co.jp
けます。

329 株式会社緒方木工所

佐賀市

有明佐賀空港を全社をあげて利用いたします。

木材を通して温かい地域づくりを目指しています。

330 司法書士江口洋之介事務所

佐賀市

佐賀空港の利用率を９０％にします。
依頼者、友人、知人、取引先に佐賀空港の利用を勧誘します。
スタッフにマイエアポートクラブ入会をすすめます。

不動産登記、商業登記（会社登記、不動産登記）、簡
易裁判所訴訟代理、裁判所申立手続を迅速、誠実に
行っています。

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

328

株式会社戸上電機製作所 東京オ
フィス

332 株式会社有明新報社

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。

http://jasaga.or.jp/

http://www.ariake-news.co.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。

335 有田町

有田町

・職員出張時の有明佐賀空港の利用率の向上を図ります。
・首都圏、関西圏から本町への来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・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。

有田町は、日本の磁器発祥の地として発展してきまし
た。一方で棚田という特徴的な景観を持つ稲作地であ
り、「食」と「器」両方を堪能できます。
http://www.town.arita.lg.jp
Ｇ．Ｗ．には「陶器市」が開催されますので、ぜひお越
しください。

336 松尾建設株式会社東京支店

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
http://www.matsuo.gr.jp
・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 芙蓉海洋開発株式会社

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 http://www.fuyokaiyo.co.jp
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。

338 株式会社ＮＥＯＭＡＸ九州

武雄市

・出張での有明佐賀空港の利用率を６０％から９０％に増加します。
・関東方面からの来訪者に有明佐賀空港とリムジンタクシーの利用を勧めま
す。
・従業員にも積極的な利用を勧めます。

我々の生活に密着した電気製品や自動車に使われて
いる永久磁石（フェライトマグネット）を生産し、高い技
術のもと、快適で豊かな暮らしに貢献しています。

339 有限会社ライフサポート

佐賀市

・生命保険の無料診断サービス
・社員で既にマイエアポート会員の入会者がいます。今後も推進します。
・交通事故相談サービス
・社員の出張に伴う空港の利用を１００％実施しており、三井住友海上の代理
・顧問弁護士による無料法律相談
店仲間にも推進します。
・新車、中古車、車検整備、板金塗装の紹介 等

340 株式会社佐賀タクシー

佐賀市

リムジンタクシーサービスを拡充します。
１９３３年の創業以来、佐賀と共に歩んできました。タ
（佐賀市南エリアの空白地であった久保田地区をＨ２２年１１月ぁらサービス開 クシーだけでなくハイヤー、民間救急も好評です。
始）
これからもサービス品質と信頼No.1を目指します。

341 株式会社スーパーモリナガ

佐賀市

有明佐賀空港利用率を７０％から９５％に増加します。

342 株式会社嬉野観光ホテル 大正屋

嬉野市

大正屋へようこそ。当館ではここが好評を頂いていま
す。佐賀県 嬉野温泉の中心に位置する老舗の宿～
大正屋。８５の客室に１７０名の従業員が、お客様をご
接待しております。社員一同、気配り・目配り・心配り
をモットーに、旅館という日本が誇る伝統文化を大切
に育んでいます。美肌の湯として名高い名湯は大浴
私共大正屋グループ（大正屋、椎葉山荘、湯宿清流）は、関東・関西方面から 場「四季の湯/滝の湯」で、ご宿泊はもちろん日帰り
http://www.taishoya.com
御来館される方へ有明佐賀空港を積極的に御案内します。
（四季の湯）でもお楽しみください。また、大正屋にご
宿泊のお客様には、「温泉三昧プラン」をご用意してお
ります。大正屋の「四季の湯/滝の湯」の他に、嬉野温
泉の姉妹旅館[椎葉山荘][湯宿 清流]の大浴場・露天
風呂にご案内する「湯めぐり」が特典です。そして、嬉
野温泉のもう一つの魅力「嬉野温泉湯どうふ」は、とろ
ける湯どうふとして、全国で評判を頂いております。

343 大電株式会社東京支社

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。

独立行政法人森林総合研究所
344 森林農地整備センター佐賀水源林
整備事務所

佐賀市

「私たちの暮らしに重要な水源林造成事業です」
・職員の首都圏や関西方面への出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用
・水源のかん養
します。
・国土保全
・首都圏や関西方面から来訪される方や関係団体へ、有明佐賀空港の利用を
・地球温暖化防止
積極的に案内します。
・地域振興

333

株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀
東京営業所

電線、ケーブル、ＦＡロボット用ケーブル、ネットワーク
http://www.dyden.co.jp
製品等の製造・販売をしています。

http://www.green.go.jp

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

345 佐賀県美容業生活衛生同業組合

佐賀市

佐賀県内の美容業者が加入する組合で、ヘアー実技
講習会や着付帯結び講習会等の開催により組合員の
技術向上を図るとともに、日本政策金融公庫の低利・
役職員が出張する際は、有明佐賀空港を利用するほか、組合員の皆さんに対
長期貸付の融資が受けられ、各種保険・共済制度や http://biyo-saga.com
しても有明佐賀空港の利用をＰＲします。
万一の事故の際にお客様への補償をする賠償保険に
加入できます。当組合には、県内の約800名の美容業
者の皆さんが加入されています。

346 学校法人永原学園 西九州大学

神埼市

関東・関西地区への学会出席及び出張等の際は、有明佐賀空港を積極的に 健康・福祉・リハビリ・子どものプロフェッショナルを育
http://www.nishikyu-u.ac.jp
利用します。
てます。

347 ＫＢＳ文教サービス株式会社

佐賀市

・人生の最高の門出を祝うチャペル式結婚式で晴れ
・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し の舞台を輝くシーンに、胸に伝わる生演奏の優しさ、
ます。
感動を演出します。
・社員旅行には有明佐賀空港を利用します。
・よりよい学生生活を送るための、食の安全、栄養に
配慮した食事の提供及び売店の運営

佐賀市

・役員出張時、有明佐賀空港利用を増やしていきます。
・他県から来訪される方へ、有明佐賀空港をご案内します。

私たち柔道整復師は、昔から“ほねつぎ”さんと呼ば
れ、親しまれてきました。私たちは常日頃、日本の伝
統的民族医療としての柔道整復術を通して、地域に
密着した形でケガの保存的療法の専門家として、ケガ
の予防、治療、健康増進にお役に立つよう全力を傾注
しているところです。
柔道整復師とは耳慣れない言葉だと思いますが、社
団法人佐賀県柔道整復師会は、町のあちこちで見か
けれれる整骨院。接骨院の団体です。

349 株式会社本庄うなぎ屋

佐賀市

・社員旅行で企画に合う場合は利用します。
・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。

佐賀市内に３店舗。
創業４０年の鰻料理専門店です。

350 株式会社ローヤル物産

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 http://www.royal-bussan.co.jp
す。

351 株式会社島田商会

多久市

断然！有明佐賀空港。
今後も１００％佐賀空港を利用します。

リサイクルのリーディングカンパニーを目指していろん
http://www.shimada-r3.co.jp
なことにチャレンジしています。

352 （財）佐賀県体育協会

佐賀市

職員の出張、旅行には、佐賀空港を利用します。

・県民スポーツの振興
・競技力の向上
・県有体育施設の有効活用

・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 http://jp.mitsuichem.com/
広い用途のあるウレタン原料を作っています。

348

公益社団法人 佐賀県柔道整復師
会

353 三井化学株式会社大牟田工場

大牟田市

http://www.sagaken-sports.com/

354 医療法人清和会 長田病院

柳川市

・首都圏、関西圏への出張は有明佐賀空港を推進します。
・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。

私たちは地域と連携した専門医療を提供し、患者さま
http://www.seiwakai.info
とご家族の安らぎを確保します。

355 株式会社松田コーポレーション

大川市

近くて便利な佐賀空港を積極利用します。

時代のグローバル化に対応するため、海外から家具
製品、家具資材を輸入販売する法人です。

356 大川信用金庫

大川市

出張時には、可能な限り有明佐賀空港を利用して、利用率９０％を目指しま
す。

私たち「大川信用金庫」は健全経営をモットーに地域
を支える金融機関として、専門性・独自性を追求し、地
http://www.shinkin.co.jp/ookawa
域の皆様にとって最も身近な金融機関であることを目
指しています。

佐賀市

・家族、友人、知人に対して、佐賀空港利用を案内します。
・出張は可能な限り佐賀空港を利用します。

ＮＴＴファシリティーズは、ビルや建物の「企画、設計、
施工」から「保守、運用、維持管理」までワンストップで http://www.ntt-f.co.jp/
サービスを提供しています。

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。

嬉野市

宿泊客すべてに佐賀空港の利用をフロントにてＰＲします。

平日1泊2食付で6,800円からご利用できます。
日帰り温泉も800円でご利用できます。

http://www.shinsenkaku-hotel.com

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

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
http://www.shintoku.jp
物を利用者に安全な環境にします。

357

株式会社ＮＴＴファシリティーズ佐賀
支店

358 株式会社平川燃料

359 嬉野温泉ファミリーホテル神泉閣
360

株式会社佐賀電算センター東京事
業所

361 株式会社信徳

大牟田市

東京都

362 西日本メンテナンス株式会社

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

363 株式会社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
http://www.fujiyakuhin.co.jp
良い製品をより安くお届けします。

364 佐賀玉屋労働組合

365

株式会社中村電機製作所東京支
店

366 株式会社佐電工 東京支社

367 株式会社戸上デンソー

368 清水塗装工業株式会社

369 東京佐賀県人会事務局

370

電気化学工業株式会社大牟田工
場

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

佐賀市

有明佐賀空港を利用します。

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 http://www.ex-nakamura.co.jp
・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。

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。

全員、九州から出てきて、佐賀の為に頑張っていま
す。

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を８０％を目指します。
・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に努めま
す。

蓄積されたノウハウと確かな技術、そして限りない挑
戦をモットーにお客様から信頼できる企業を目指して http://www.togami-denso.co.jp
います。

・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。

東京都

今年、佐賀玉屋設立８０周年

http://www.sadenko.co.jp

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。

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 http://www.sagakenjinkai.com/index.html
めます。
人会です。

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 http://www.denka.co.jp/
品・機能材料製品も製造しています。

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

371 三池製錬株式会社熔錬工場

大牟田市

・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。
・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。

372 三池製錬株式会社化成品工場

大牟田市

・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。

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。

URL

373 株式会社日陸

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 三愛石油株式会社

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 http://www.san-ai-oil.co.jp/
カンパニーを目指します。

375 社会福祉法人麗風会 桜の園

白石町

社会福祉法人麗風会“桜の園”は、多様化する高齢化
東京・大阪方面への出張は、有明佐賀空港を積極的に利用します。来訪者へ
社会のニーズに応えるため生まれた、特別養護老人 http://www.sakuranosono.com/
も空港利用をおススメします。
ホームを母体とした総合福祉施設です。

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 http://www.city.omuta.lg.jp/
をぜひ一度見に来てください。

377 三井金属計測機工株式会社

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 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/kyuki/
り少量多品種の一貫生産を実現させています。

378 （社）佐賀県法人会連合会

佐賀市

県内会員企業に、有明佐賀空港利用を勧めます。

企業の納税意識向上と経営及び社会の健全な発展
に貢献することを目的に日々活動している。

http://www.saga-houren.jp

379 （社）佐賀法人会

佐賀市

会員企業に有明佐賀空港利用を勧めます。

企業の納税意識向上と経営及び社会の健全な発展
に貢献することを目的に日々活動している。

http://www.saga-houren.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

381 佐賀創価学会

佐賀市

「創価」とは、価値創造を意味しています。その価値の
東京への出張及び行事の際には、積極的に佐賀空港を利用するよう推進しま 中心である「生命の尊さ」と「人間の無限の可能性」
す！！
を、私たちは、広く社会に訴え続けていきたいと思い
ます。

382

三井金属鉱業株式会社三池事務
所

383 株式会社ワイビーエム東京支社

三井金属鉱業株式会社薄膜材料
384 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。

東京都

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

「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 http://www.ybm.jp
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。

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、 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/
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。

385 柿右衛門窯

有田町

有明佐賀空港利用率を１５％から３０％に増加します。

初代柿右衛門から約４００年もの間、柿右衛門の技術
と精神は絶えることなく代々受継がれ、現在の１４代
http://www.kakiemon.co.jp/
柿右衛門へと継承され、美しいものづくりに日々研鑚
しております。

386 (資）宮原商店

佐賀市

東京・大阪よりのメーカー等の来訪者へは、佐賀空港利用を推進します。
その為に、佐賀空港まで迎えに行くよう致します。

佐賀農業の発展に寄与する。

387

株式会社エムシー・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。

ニシハラ理工が半世紀にわたって蓄積しためっき技術
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。
http://www.nishihararikoh.co.jp/
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。

388 ニシハラ理工株式会社佐賀工場

上峰町

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、来訪されますお客様には、有明佐賀空港の利用をＰＲいたします。

389 柳川市

柳川市

職員出張時の有明佐賀空港利用を推進します。

柳川市は、米・麦・大豆を中心に九州の穀倉地帯の一
角を占め、有明海からもたらされる魚介類をはじめ、ノ
リなどの豊かな資源にも恵まれています。また、市内 http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/
には、掘割が巡る独特の景観が築かれ、城下町の掘
割は、川下りコースとして観光にも活用されています。

・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 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/kyusyu/
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。
健康と美の追求を佐賀から発信します。

390 九州精密機器株式会社

大牟田市

391 イイダ靴下株式会社佐賀工場

江北町

社員の東京出張は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

392 アドヴァンシング株式会社

大阪府

メイドインジャパン（佐賀）で作ったものを介し、お客様
出張の際は、佐賀空港を積極的に社員一同利用する様、頑張りたいと思いま
とのふれあいを大事にして、お客様に感動して頂く
http://www.advancing.co.jp/
す。
様、社員一同頑張っています。

393 有限会社阿津坂商事

大川市

出張時は佐賀空港を利用します。

395 株式会社トワード

吉野ヶ里町 東京出張時には有明佐賀空港を利用する事を推進します。

化学製品を使用せず、自然素材の資材販売。
安全・安心な健康生活を支援。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/footraku/

http://www.atsusaka.com/

トワード物流は、ローコスト、品質、ベネフィットをテー
マに、満足して頂けるサービスを現場目線で提案実行 http://www.towardls.co.jp/
します。

No

事業所名

396 保健医療経営大学

397 株式会社アルファタカバ

ジャパンソーラーファクトリー株式会
398 社
（2013年4月1日社名変更）

所在地

宣言内容

みやま市 有明佐賀空港利用率を倍増します。

大川市

大牟田市

事業所ＰＲ

URL

「経営学」に加えて「医療・医学」に関する学識を学び、
市場規模が拡大する保健医療福祉分野で求められて http://www.healthcare-m.ac.jp/
いる「マネジメント力」を習得した人材を育成します。

出張での有明佐賀空港の利用をより強化したいと思います。

カラフル家具とディズニー家具を作っています。
夢のある商品作りがモットーです。

・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。

http://www.takaba.com/

399 有限会社今泉薬局

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。

400 株式会社竹八

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。

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

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

