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

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。

122 武雄市

武雄市

『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
・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
ん課、楼門朝市係・九州物語係」など課の業務目的を
す。
明確にした課名は市長をはじめ職員のやる気の表
・職員の「マイエアポートクラブ」への加入を促進します。
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
・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。
致に取り組んでいます。
・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
http://www.city.takeo.lg.jp/keirin/index.php
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
夢と緑のファミリーレジャー：たけお競輪
積極的に配布します。
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。

131 (株)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
０％から８５％に増加します。
※10/1以降
となるように努力しております。
http://www.yumeginga.jp

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。

弊社は、コンクリート製品および屋根瓦の製造販売・
施工を行い、自然環境。生活環境の保全・整備・改善
http://www.mawatari-s.co.jp
の為に、各種製品を提供し地域社会の発展に貢献し
てまいります。

114 (株)石丸建設

乃村・松尾宇宙科学館活性化共同
140
事業体

164 ダイコー精機(株)

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。

220 (株)馬渡商会

武雄市

東京・大阪への出張は有明佐賀空港を利用します。

245 九州製鋼(株)佐賀工場

武雄市

九州製鋼（株）佐賀工場又はその社員は、出張あるいは個人的な旅行におい
鉄鉱石を使わない地球にやさしい鉄リサイクルする事
ても極力有明佐賀空港の利用に努めます。更に来訪者に対しても佐賀空港の
http://www.kyushu-steel.com/
により、環境負荷の少ない鉄筋を提供しています。
利用を勧めて行きます。

268 （一社）日本競輪選手会佐賀支部

武雄市

関東への遠征は、有明佐賀空港を利用します。

平成23年4月7～10日共同通信杯春一番が武雄競輪
で開催されます。

338 (株)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。

421 京都屋

武雄市

有明佐賀空港の利用を、所属社員、顧客に促進します！！

大正ロマンの雰囲気を味わえる旅館

423 湯元荘東洋館

武雄市

お客様に佐賀空港利用をおすすめします

創業四百年の伝統を誇る武雄温泉“東洋館”は、慶長
http://www2.saganet.ne.jp/toyokan/
の頃、旅人の宿「諸国屋」として始まりました。

539 宮地ハム

武雄市

東京に行く時は、佐賀空港を利用するように社内に呼びかけます。

武雄市で育った豚「若楠ポーク」などを原料にして、美
味しいハムを作っています。

544 武雄温泉(株)

武雄市

出張には有明佐賀空港を利用します。

国重要文化財の朱塗りの楼門と新館。その中にある
温泉は、透明で柔らかな湯ざわり、美肌をつくる湯とし
て有名です。宿泊もできます。

608 (株)健康調剤薬局

武雄市

「全社員 出張は、100%有明佐賀空港を利用します。」
Door to Doorの佐賀空港!!

アロマ・ハーブ専門ショップ
モラージュ佐賀「アロマ・アロマ」へお越しください。
電話：0952-97-7457

624 (有)げんき堂

武雄市

出張など社員が東京方面へ行く時は、有明佐賀空港を利用します。

638 (株)鯤コーポレーション

武雄市

出張での、有明佐賀空港利用率を20％増加させます。

http://www.saga-kyotoya.jp/

http://kenkou-pharmacy.com/

弊社は、佐賀県とのライセンス契約のもと、光触媒用
酸化チタンコーティング剤の製造販売を行っておりま
す。
http://www.saga-kon.co.jp/
「快適な生活環境と豊かな地球環境」のため、省エネ・
環境・エコの光触媒技術を用いた、環境改善に取り組
んでいます。
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651 不二コンクリート工業(株)

武雄市

高品質な商品と徹底したサービスを迅速にお客様に
○ 有明佐賀空港の社内利用率を10％から50％にします。
提供するをモットーに、物作りのプロ集団として「自覚」
○ 社員のプライベートな空港利用につきましても、積極的に有明佐賀空港の
http://www.fuji-con.com/
と「誇り」をもって、地域社会に愛される会社作りを目
利用を促進します。
指します。

658 (株)コスモライト石橋

武雄市

東京方面から来院される方へ有明佐賀空港を積極的にご案内致します。

佐賀を拠点に東京・大阪・広島で開業しております。
肉体はもちろん、精神面でも向上されたい方は、ぜ
http://cosmolight.co.jp/
ひ、ご来院ください。当院は「気づき」を得る場所です。

682 (有)夢現

武雄市

有明佐賀空港を利用するよう頑張ります。

介護用品や福祉用具の販売やレンタルを通し地域の
方々へ信頼関係を良くし、ディサービス等にて親しん
でいきたいものです。

701 肥前通運(株)

武雄市

・出張では、できる限り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の利用を勧めます。

「安全第一」に「環境」に配慮した輸送を行っておりま
す。ドコモショップ事業も行っており、地域に根ざした
愛される会社を目指しております。

722 九州ひぜん信用金庫

武雄市

・出張の際は、有明佐賀空港の利用をさらに推進します。
・職員への有明佐賀空港の利用を勧めます。

「ひぜしん」は将来を見ています。
常に地域社会と共に明るい未来に向かって歩んでい http://www.hizeshin.co.jp/
きます。

728 (株)KGフローテクノ

武雄市

有明佐賀空港を出張で使います。

建設機械の設計・製造・販売で社会に貢献していま
す。

762 (株)コスモエンジニアリング

武雄市

社員に佐賀空港の利用を勧めます。

786 (財)武雄市観光協会

武雄市

お客様に有明佐賀空港を紹介します。

武雄温泉におみえになりませんか

http://www.takeo-kk.net/

806 武雄商工会議所

武雄市

東京近郊の出張は、有明佐賀空港を必ず利用するよう努めます。

地域経済の振興を目指します。

http://www.takeonet.ne.jp/

武雄市

東京及び関東よりお越しのお客様に、飛行機プラスリムジンタクシーで、
お得に武雄温泉に直行できることをオススメします。

武雄温泉で知られる武雄市のシンボル、御船山のふ
もとに構える、緑と温泉の安らぎのホテルです。隣接
http://www.mirokuresort.com/
する日本庭園『慧洲園』、『陽光美術館』も魅力の一つ
です。

824 清本鉄工(株) 佐賀支社

武雄市

当社は、手込め方式の鋳鋼工場では全国トップクラス
・ 出張での有明佐賀空港の利用率を30%から70%にします。
に入る生産規模を有し、長年の実績による高度な技
http://www.kiyomoto.co.jp/
・ 東京方面から来訪されるお客様に対し、有明佐賀空港の利用を勧めます。 術及び最新鋭の設備で信頼にこたえる製品づくりを目
指しています。

844 武雄市商工会 北方事務所

武雄市

有明佐賀空港を利用します。又、会員（450会員）にもPRしてます。

886 (株)宮本邦製菓

武雄市

・ 有明佐賀空港利用率を5％から50％へ移行する様にする。
佐賀県産大豆を使って、無添加でお菓子作っていま
・ 東京からのお客様には佐賀空港を利用していただき空港へむかえに行く様
す。安心、安全、健康を考えて製造しています。
にする。

984 (株)ケーブルワン

武雄市

出張での佐賀空港の利用率を60%から80%に引き上げます。

武雄・杵島地区でケーブルテレビ、インターネット電話
サービス事業を行っています。地域のため、ケーブル http://www.cableone.ne.jp/
テレビが出来ることに全力投球！

1025 武雄市議会

武雄市

出張での有明佐賀空港の利用率を40%から70%にします。

毎回、定例会で激論を繰り広げている。今、武雄市議
http://www.facebook.com/takeocity
会は熱い！

1040 社団法人 武雄杵島地区医師会

武雄市

・首都圏へ上京する際は、極力、有明佐賀空港を利用します。
・首都圏からの来場者には、極力、有明佐賀空港の利用を勧めます。

医道の高揚、医学及び医術の発展並びに公衆衛生の
http://www.sagadensan.net/takeokishimaishikai
向上を図り、社会福祉を増進することを目的とした活
/
動を行っています。

１．有明佐賀空港の利用率を高めます。
２．有明佐賀空港の社員への周知を計ります。

(株)中山鉄工所は、1908年の創業より技術を生業とし
ている100年企業です。佐賀・武雄の地より時代が求
めるリサイクル機械・砕石機械を提案。開発型企業と http://www.nakayamairon.co.jp/
して創造の喜びを感じ、地域から全世界へ向けた新し
い物づくりに挑戦を続けています。

818 武雄センチュリーホテル

1073 (株)中山鉄工所

武雄市

http://www.hizen.jp/

中小企業の育成、指導

No

事業所名

1123 松尾一建工業(株)

所在地

武雄市

宣言内容

東京方面への有明佐賀空港利用率を50%から100%に増加するよう努力しま
す。
東京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ます。

事業所ＰＲ

信頼と技術で築こう
努力と和で築こう
誠意と情熱で築こう

お客様の満足
会社の繁栄 社員の幸福
未来社会の建設

URL

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

お客様満足度No.1企業を目指し社員一同邁進してい
ます。

1129 三京ステンレス鋼管(株)

武雄市

年間50往復目標

1152 (有)中村電機工業

武雄市

東京近郊への出張は、佐賀空港の利用を原則とする。

武雄市にて電機機器の組立加工及びモーター・配電
盤組立を主に活動させていただいております。
現在、環境商品販売としてＬＥＤ等取扱っております。

1172 (株)セリタ建設

武雄市

・出張の際は、有明佐賀空港を極力利用します。
・社員に有明佐賀空港の利用を促進します。

私たちセリタ建設は、人と自然にやさしい地面をつくる
会社です。
昭和44年の創業以来、地域社会の発展に貢献すべ
く、常に新技術の開発に積極的に取り組み、『創意工
http://www.serita.jp/
夫』と『責任の貫徹』を社訓とし、総合建設業や地盤改
良マッドミキサー工法で時代のニーズに合った独自の
技術を開発、特殊土木の専門工事会社として業容を
拡大しています。

1191 ゼネラルクロージング(株)

武雄市

◎佐賀空港の利用率を50%から70%にＵＰ
◎来社される方に佐賀空港利用を推進する

高級婦人既製服の製造

1214 (株)中原鉄工所

武雄市

・社員への有明佐賀空港利用呼びかけ
・有明佐賀空港利用率の向上

お客様に喜ばれる製品作り、お客様にとって安心・信
頼できる企業を目指して

1322 ホテル 春慶屋

武雄市

航空機利用の際には、優先的に佐賀空港の利用を行う。

武雄温泉街で唯一の展望露天風呂をお楽しみ下さ
い。

1508 はらだ酒店

武雄市

有明佐賀空港を積極的に利用します。
有明佐賀空港をお客様へも紹介します。

創業明治中期の酒屋です。2006年より珈琲の自家焙
煎を始めました。こだわりの珈琲、黒米を使った麺、佐 http://www.rakuten.co.jp/kizou-h/
賀の日本酒を取り扱ってます。

1717 一般社団法人 杵島建設業協会

武雄市

九州佐賀国際空港の利用を推進します。

若者に将来を託せる建設業でありたい。

１人でも多くの職員に九州佐賀国際空港の利用をすすめます。

看護師、理学療法士として、必要な知識・技術及び豊
かな人間性と職業倫理を習得させ、専門職としての、
自覚と誇りをもつ人材を育成する学校。明るく活気あ
る中に「夢叶う、こころ豊かな医療人になるために」の
スローガンのもと、最新の設備と器具を備えた校舎、
情熱溢れる先生方による充実した授業や実習を展開
している。

1724 武雄看護リハビリテーション学校

武雄市

1748 谷口眼科

武雄市

1807 清本運輸株式会社

武雄市

1824 大同メタル佐賀 株式会社

1969 有限会社 平川食品工業

・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。
・航空機利用の際には、優先的に九州佐賀国際空港を利用
します。

http://www.syunkeiya.jp/

安心・安全かつ最高水準の医療機器で、高度な医療
Taniguchieyecenter.com
サービスをご提供いたします。

① 出張では出来るだけ九州佐賀国際空港を利用致します。
② 社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

当社は一般の荷物から重量物までの輸送を行ってい
ます。常に『安全第一』に、お客様にとって安心信頼で
きる運送会社を目指しております。

武雄市

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。

名古屋市に本社を置く、大同メタル工業㈱の合金素材
製造工場として２０１５年４月に設立。「佐賀から世界
品質のバイメタルを創り出そう」

武雄市

創業昭和25年の豆腐専門店。
・関東出張での九州佐賀国際空港の利用率を現状の60％から80％に引き上 主に佐賀県産の大豆を用い、温泉湯豆腐をはじめ、
げます。
地域性の強いお豆腐類を製造し、全国に販売してい
ます。

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

