マイエアポート宣言事業所 一覧
No

事業所名

270 (株)佐賀鉄工所

所在地

宣言内容

神奈川県 出張、プライベートでの旅行時は、有明佐賀空港を利用するようＰＲします。

事業所ＰＲ

URL

高機能・高品質のボルトの提供に特化。最適な締結
技術により、自動車産業を中心として社会へ貢献して http://www.satetsu.co.jp
行きたいと考えています。

334 良家(株)

奈良県

大川家具展示会には佐賀空港を利用します。

392 アドヴァンシング(株)

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。

403

(株)イケヒコ・コーポレーション東京
支店

858 (株)柳川合同 関東営業所

862

独立行政法人森林総合研究所森
林農地整備センター

※ＨＰ掲載不可

※ＨＰ掲載不可

埼玉県

・本社出張（研修・商談など）時に、年５０往復以上佐賀空港を利用します。

経営理念
イケヒコ・コーポレーションは日本の住環境にマッチし
http://www.ikehiko.com/
磨きぬかれたインテリア商品を通じ地場産業の活性
化を図り、生活文化の向上に貢献する。

埼玉県

・ 出張時は、全社で佐賀空港利用を推進し、利用率90％以上を目指します。
・ お客様に佐賀空港利用を提案します。

あなたの会社のパートナーとして、物流のことなら株
式会社柳川合同にお任せください。御社のための最
高物流を提案させていただきます。

神奈川県 職員の佐賀方面への出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

http://www.ygu.co.jp/

水源林造成事業、特定中山間保全整備事業及び農
用地総合整備事業は、各々の事業実施区域において
重要な社会基盤整備事業であり、各事業により水源
http://www.green.go.jp/
かん養機能の強化、二酸化炭素の吸収による地球温
暖化防止、中山間地域の農林業の振興、農業の生産
性向上などに貢献しています。

千葉県

・ 有明佐賀空港の利用頻度を上げます。
・ 得意先にも利便性を説明し、有明佐賀空港の利用を促します。

おいしい海苔を毎日食べよう！

神奈川県

・ 社員の出張や旅行に有明佐賀空港を利用するよう勧めます。
・ 佐賀支所との往来に有明佐賀空港の利用率を100％にします。

「音楽を通して日々の生活に感動と安らぎをあたえる」
このような音楽再生ができるオーディオ機器を目標に http://www.audionote.co.jp/
一貫した手作りで製品を製造しております。

876 (株)ヤマサキ 千葉営業所

千葉県

○ 今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
○ 社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用するよう勧めます。

鉄鋼産業のニーズに応えた炉づくりで業界のトップを
http://yamasaki-grp.co.jp/
独走します。

884 (株)ヤマサキ 鹿島営業所

茨城県

有明佐賀空港の利用に協力します。
社員の帰省や旅行に有明佐賀空港の利用を勧めます。

鉄鋼産業のニーズに応えた炉づくりで、業界のトップ
を独走します。

1052 ダイレックス(株) 昭和店

山梨県

・今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用する様勧めます。

お客様の求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

1053 ダイレックス(株) 三芳店

埼玉県

・今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用する様勧めます。

お客様の求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

1054 ダイレックス(株) 籠原店

埼玉県

・今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・社員の帰省や旅行に有明佐賀空港を利用する様勧めます。

お客様の求めるより良い商品をいつでも安く提供しま
す。

所属選手に有明佐賀空港の利用を勧め、利用率を上げていくようにします。
所属選手の口コミで他支部所属の選手にも勧めていきます。

神奈川支部所属の競輪選手は1月現在で全国1位の
158名。全力で頑張りますので、ぜひ競輪場に遊びに
来てください。

埼玉へ来た時は、是非大宮競輪と西武園競輪に来て
下さい。

863 第一製網(株)千葉営業所

866 (株)オーディオ・ノート

1127 （社）日本競輪選手会 神奈川支部

神奈川県

1135 （社）日本競輪選手会 埼玉支部

埼玉県

武雄競輪参加時は、有明佐賀空港を利用します。

1144 （社）日本競輪選手会 茨城支部

茨城県

武雄競輪場、久留米競輪場への参加の際は佐賀空港を利用します！！

1187

一般社団法人 日本競輪選手会
千葉支部

千葉県

たけお競輪場で競技が開催される際には、極力有明佐賀空港を利用する様、 競技を盛りあげるため、日々トレーニングに励んでい
選手に勧めます。
ます。是非一度、競輪を見に来て下さい。

1265

一般社団法人 日本競輪選手会
群馬支部

群馬県

支部員が九州地区に競争参加する際は、有明佐賀空港を利用するよう勧め
ます！

当支部では競輪だけではなく地元のお祭りや子供向
け自転車教室に参加、協力するなど地域に根ざした
社会活動を行っています。

http://www.seimo.co.jp/

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

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

1349 内山緑地建設(株) 関東支店

千葉県

本社（福岡）出張時は、佐賀空港の利用回数を増やすよう努力します。

緑豊かな快適な環境づくりに取り組んでまいります。

1360 (株)森傳

千葉県

佐賀・福岡の海苔入札時に有明佐賀空港を利用します。

一般用・業務用の海苔を幅広く取り扱っています。

有明佐賀空港利用率を20％から80％に増加します。

内山緑地建設株式会社は全国に１３の事業所を持
ち、生産・設計・施工・管理の一貫した体制により、あ
らゆる緑化事業にお応えできる造園会社です。

1373 内山緑地建設(株) 君津事業所

1389 (株)アスカ・コーポレーション

千葉県

神奈川県 出張での有明佐賀空港の利用率を高めます。

日本一、お客様を大切にする企業です。

URL

http://www.moriden.co.jp

http://www.asuka

香川県

・本社（大木町）⇔東京の出張時、有明佐賀空港を利用します。
・上海（中国）出張時も有明佐賀空港を利用します。
・東京近郊のお得意先へは、有明佐賀空港を宣伝します。

大阪府

・本社⇔東京の移動の際は、有明佐賀空港を利用します。
未来の快適空間づくりに躍進する
・中国（上海）出張時は、本社経由が多いため、有明佐賀空港を極力利用しま
オリジナル・インテリア
す。
(株)イケヒコ・コーポレーション
・お得意先様へも案内します。

株式会社コスモプロジェクト長野支
社

長野県

出張時の有明佐賀空港の利用を推進し、利用率向上（７０％以上）をめざしま 熱・音・空気を科学し、快適な空間を提供する断熱材・
http://www.cosmo-project.co.jp/
す。
パネル等の製造・販売・サービスを提供します。

1424 株式会社サン海苔 名古屋営業所

愛知県

・本社社員の出張については、原則有明佐賀空港を利用します。
・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」を心をこめて製造した
サン海苔商品を皆様の食卓にお届けします。

宮城県

・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。
・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利
用を勧めます。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

私たちは現在、東北地方の復興事業に携わっており
ます。
震災後、少しでも復興のお手伝いが出来ればと九州
http://www.kasanokaigan.com/
の佐賀県からやって参りました。
ホームページで、現場の状況・進捗を御覧頂き、私た
ちの仕事を知っていただければ幸いです。

1395

(株)イケヒコ・コーポレーション 高松
営業所

(株)イケヒコ・コーポレーション 大阪
1396
支店

1421

1448 松尾建設株式会社 仙台支店

1449 松尾建設株式会社 神奈川営業所

1450 松尾建設株式会社 名古屋支店

1456 ニシハラ理工株式会社 狭山工場

愛知県

埼玉県

・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。
私たちは、常在お客様貢献を企業理念として、社是の
・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利 良く、早く、安くを追及することによって、信用が日本最 http://www.matsuo.gr.jp/index.html
用を勧めます。
大を目指します。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

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、お客様に対しても有明佐賀空港の利用をPRいたします。

1504 サンケイ化学株式会社

1517 株式会社松田家具 神奈川営業所

神奈川県

1561 株式会社セプテーニ

http://sannori.com/

・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。
私たちは、常在お客様貢献を企業理念として、社是の
神奈川県 ・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利 良く、早く、安くを追及することによって、信用が日本最 http://www.matsuo.gr.jp/index.html
用を勧めます。
大を目指します。
・出張や旅行の際、有明佐賀空港を利用するよう努めます。

・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。
鹿児島市
・有明佐賀空港を応援します。

1553 日本マスターズ柔道協会

未来の快適空間づくりに躍進する
オリジナル・インテリア
(株)イケヒコ・コーポレーション

半世紀にわたって蓄積したニシハラ理工のめっき技術
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。今後も徹底した品質へのこだわりと http://www.nishihararikoh.co.jp/
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。

環境負荷に配慮した製品の開発・製造・販売を通じ
て、農産物の安定供給に寄与することで、皆さまの
日々の暮らしへの貢献に努めています。

http://www.sankei-chem.com/index.htm

営業所・本社間の移動には、有明佐賀空港の利用を優先致します。
大川での展示会の際、お取引先へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

私達は、仕事に誇りを持ち、家具づくりを通じて豊かな
http://www.matsudakagu.co.jp/company/
環境づくりに奉仕します。

千葉県

九州方面に旅行する際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

日本マスターズ柔道協会は、30歳以上の男女のあら
ゆる世代の柔道愛好家の皆さんに、柔道の素晴らし
さ、愉しさを再発見して頂き、自己の健康の増進と併
http://jmja.jp/
せて気力の充実を図ることを目的として、稽古・試合
（国内・海外）・互の友好・親睦交流の機会を提供して
います。

北海道

・出張は有明佐賀空港を活用します！
・有明佐賀空港の魅力をＰＲします！

国内外のインターネット広告・モバイル広告・ウェブサ
イト制作・ＳＥＭ（リスティング広告、ＳＥＯ）などの手法
https://www.septeni.co.jp/
を用いて、お客様のインターネットマーケティング活動
を支援している会社です。

No

事業所名

所在地

宣言内容

1602 のぞみ国際労務管理事務所

千葉県

・公私ともに有明佐賀空港を積極的に利用します。
・佐賀方面へ訪問されるお客さまへの有明佐賀空港のＰＲと利用を積極的に
勧めます。

1632 プロフィックス有限会社

山梨県

佐賀空港を利用させていただきます。

1641

特定非営利活動法人 科学技術者
フォーラム

千葉県

事業所ＰＲ

URL

お客様から信頼を頂けるパートナーとして、お客様の
様々な悩みに対し、社会保険労務士有資格者と実務
http://www.pro-sr.jp/nozomi-office/
経験豊富なスタッフが全力でサポートさせていただき
ます。

http://profix.tv/index.html

出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。
来訪者に有明佐賀空港を勧めます。

多様な分野の企業ＯＢ、現役の技術者や研究者が組
織の枠を超えて集い、生涯現役を目指し科学技術を
通して社会に貢献する団体です。平成10年（1998）に
http://stf.or.jp/top/index.php
設立され、平成20年（2008）2月ＮＰＯとして認証されま
した。会員数は約170名です。貴方の参加をお待ちし
ております。

1699 川島金属株式会社

埼玉県

・九州佐賀国際空港利を積極的に利用します。
・来社される方に九州佐賀国際空港の利用をお勧めします。

当社は金型用、各種鋼材、非鉄金属の材料販売、特
注モールドベースの製作、金型設計製作、部品加工
の製作を行っております。「高精度」・「短納期」・「低価
格」を重視し、海外からの実習生を受け入れ技術指導
を行いながら生徒数を増やしております。また数多く
の光学、医療、電機、自動車メーカー様とのお取引に
より、面精度、寸法等、多くの技術を学ばせていただ
き、現在までその技術を蓄積し活かしております。材
料入手から加工工程をローテーション稼動する事のよ http://www.kawashima-kinzoku.co.jp/
り、短納期のご要望に対応し、CADデータ作成時の
データ上の相違点や加工費用低減の提案も行いま
す。もう1つの事業体として、+１７℃で凍結する液体を
用いた、「ES(凍結)チャック」の販売代理店をしており、
お客様に加工する際のワーククランプの改善提案をし
ております。これにより、工数削減、新技術開発、他社
との差別化を図る事ができ、販売を推進しておりま
す。

1708 ㈱ 中山鉄工所 仙台出張所

宮城県

九州佐賀国際空港を利用します。

東北、北海道の中山鉄工所の拠点

1739 株式会社まちづクリエイティブ

千葉県

航空機利用の際には、優先的に佐賀空港の利用を行います。また、佐賀県に
佐賀県武雄市にて、まちづくりのプロジェクトを展開す
お招きするお客様にも九州佐賀国際空港を紹介します。
http://machizu-creative.com
る事業者です。

1848 ウェル後見ネット太田尾オフィス

茨城県

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。

1892 有限会社 パルツアーズ

1894 株式会社松田家具 埼玉営業所

神奈川県 九州佐賀国際空港利用促進

埼玉県

営業所・本社間の移動には、九州佐賀国際空港の利用を優先します。
大川での展示会の際、お取引先へ九州佐賀国際空港の利用を勧めます。

佐賀旅行の際はお声をかけて下さい。

私達は、仕事に誇りを持ち家具づくりを通じて、豊かな
環境づくりに奉仕します。

