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

鹿島市

1.東京方面からの来訪者に有明佐賀空港の利用をご案内します。
2.出張の時は、有明佐賀空港を利用します。

建設荷役車両の性能の保持向上と、作業の安全を確
保するために、定期（特定）自主検査制度の定着化及
び検査・整備業の振興策などを推進しています。

802 嬉野市商工会

嬉野市

出張の時は、佐賀空港を利用します。0％から30％を目指します。
社員旅行で東京に行く場合は、佐賀空港を利用します。

経営のこと、税務のことは、商工会へ！

804 株式会社ビジョン

東京都

・出張の際には、原則有明佐賀空港を利用致します。
2011年7月に佐賀市へコールセンターを新設しまし
・社員のプライベートでの旅行、帰省の際にも、有明佐賀空港の利用を推進し た。雇用創出、地域経済の活性化に貢献して参りま
ます。
す。

805 株式会社サガテレビ 東京支社

東京都

今迄同様、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

佐賀に密着した情報を迅速に正確に県民の皆様にお
http://www.sagatv.co.jp
伝えし続けていきます。

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/

807 八女商工会議所

八女市

出張での有明佐賀空港の利用率を0％から50％を目指します。

商工業の振興と地域経済振興に活動しています。

http://www.yamecci.or.jp/

808 佐嘉神社記念館

佐賀市

「本物の感動に出合える日」
有明佐賀空港の発展を願い出張での有明佐賀空港の利用率を50％から80％ 日本伝統の挙式 緑豊かに繁る楠の木漏れ日をあび
http://www.sagajinjya.jp/
にします。
ながら花嫁行列は一幅の絵のような美しさ「おもてな
しの心での宴」

809 トヨタ工機株式会社

東京都

1. 社員の出張の際は、佐賀空港の利用を促します。
2. 来社するお客様に対し、佐賀空港の利用をお勧めします。
3. 社員の帰省、旅行の際に、佐賀空港の利用を勧めます。
4. 現在の利用率5％を20％に致します。

創業以来40有余年で培った“ものづくりの精神”でお
客様のお役に立てる心の込もった製品をつくります。

810 有限会社馬場酒造場

鹿島市

出張での有明佐賀空港の利用率を出来るだけ多く利用します。

地元農家との契約栽培の「山田錦」と多良岳山系の伏
流水で醸した清酒。
http://www.nogomi.co.jp/
蔵は小さいですが「お客様から信頼される蔵元であり
たい」と目ざしています。

811 株式会社ワークヴィジョンズ

東京都

佐賀への出張をはじめ、社員の帰省には有明佐賀空港の利用を勧めます。
また、取引先や知り合いにも有明佐賀空港の紹介と利用をお薦めするなど、
有明佐賀空港のPR に努めます。

建築・土木・まちづくり等、常に「まち」を視野にいれ、
分野を超えてモノづくりに取り組む設計事務所です。
たくさんの人々との交流と、そこで得られる発見を大 http://www.workvisions.co.jp/
切にし、その過程で生まれる「つくる喜び」が新たな想
像･の源になると信じ、日々活動を続けています。

・ 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。

801

（社）建設荷役車両安全技術協会
佐賀県支部

812 大牟田商工会議所

大牟田市

813 株式会社八ちゃん堂

みやま市 社内で佐賀空港の利用を促進します。

814

味の素冷凍食品労働組合 九州支
部

815 シンエイメタルテック株式会社

http://www.vision-net.co.jp/

http://www.toyota-kohki.co.jp/

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

冷凍たこ焼き、冷凍焼きなす、むかんを日本で初めて
http://www.hatchando.co.jp/
製造・販売をしました。楽天市場内にお店があります。

佐賀市

・出張の際は有明佐賀空港の利用率を80％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。

味の素冷凍食品株式会社の労働組合です。
おいしい安心品質をお届けします！

神埼市

・出張での有明佐賀空港の利用率を30％から60％にします。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港のPRをします。

製缶板金、機械加工が混在する複合加工を得意とし、
小回りと融通のきく製品創りを心掛けております。一
般鋼はもちろんのこと、非鉄金属薄板から厚板のブラ http://www.shinei-metaltec.com/
ンク、曲げ、溶接、組立まで一貫生産でお客様のご要
望にお応えします。

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。

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

佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を70％にします。
・東京からの来訪者に、有明佐賀空港の利用をすすめます。
社団法人佐賀県トラック協会HP参照
・社員、会員事業所（531社）並びにその家族にクラブへの入会、利用をすすめ “安全と信頼でくらしを運ぶ緑ナンバートラック”
ます。

http://www.satokyo.jp/

818 武雄センチュリーホテル

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。

819 SAGAアウトドアガイドクラブ

佐賀市

できるだけ利用したいと思います。
上海線のアピールをします。

山のぼりに関しては何人でも相談してください。むず
かしい岩山からかんたんな山までガイドします。

佐賀市

出張に佐賀空港を利用します。

佐賀県歯科医師国民健康保険組合
保健事業、国民健康保険業務を行う。

柳川市

出張の際は、有明佐賀空港を使います。

木材のことなら佐藤商会。
国内外の様々な木材を販売しています。山林森林か
ら学び、木材を加工する工程から学び、そこから生ま http://www.k-satoshokai.com/
れた知識をもとに、みんなと一緒に美しい地球を育て
ていけるような、取組や提案を続けていきます。

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。
・ 首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ 職員に有明佐賀空港マイエアポートクラブへの入会を推奨します。

当院はリハビリテーションの専門病院で、病気で身体
等が不自由になった患者様に対し、在宅での生活を
行うことができるように、集中的にリハビリを提供する
病院です。
自宅に帰られてからも、訪問看護、訪問リハビリや通
所リハビリなどの提供を行い、安心した生活を送って
いただくようなトータル的な支援に心がけています。

佐賀市

組合活動の移動は佐賀空港を利用します。

安心、安全な食品をお届けします。
牛乳、プリンはグリコで決まり

816 株式会社九州セントラルリゾート

大牟田市

817 公益社団法人佐賀県トラック協会

820

佐賀県歯科医師国民健康保険組
合

821 株式会社佐藤商会

822

医療法人智仁会 佐賀リハビリテー
ション病院

823 グリコ乳業労働組合 佐賀支部

http://guide-club.jp/

No

事業所名

824 清本鉄工株式会社 佐賀支社

所在地

武雄市

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

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。

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 株式会社井形

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 有限会社YOU自動車

大牟田市

827 有限会社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 有限会社松本モータース

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 有限会社川口自動車商会

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 有限会社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。

・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。

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。

833 神埼市商工会

神埼市

佐賀空港の利用率を30%～70%にします！

経営指導と育成

834 神埼町観光協会

神埼市

佐賀空港の利用率を20%～50%にします。
社員旅行も佐賀空港を利用します。

春と秋の九年庵紹介

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

http://www.sashoren.jp/kanzaki/

835 株式会社村岡総本舗

小城市

・ 社員出張には有明佐賀空港を利用します。
・ 来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

「菓子道無限」「銘味和風」「世界水準」を基本方針に
掲げています。
小城羊羹をはじめとする羊羹和菓子の製造販売。
羊羹購入額日本一の佐賀、羊羹のふるさと小城にお
いて1899年創業。
http://www.muraoka-sohonpo.co.jp/
おやつ菓子の至るまで多彩に製造販売。
小城本店隣接の村岡総本舗羊羹資料館は入館無
料、羊羹ご試食、接客の無料サービスも行っておりま
す。

836 みのり歯科診療所

佐賀市

・ 学会出張の際、佐賀空港利用率を80%にします。
・ 東京方面から来訪される方へ佐賀空港の利用を勧めます。

ていねいな説明と治療、きちんとした減菌を日々の診
療の基本としています。患者様の笑顔が溢れる空間 http://www.minori-dc.com/
である事を目標にスタッフ一同日々努力しています。

837 有限会社丸富

久留米市

・ 東京方面への出張は、有明佐賀空港を積極的に利用します。
・ 東京方面からの来訪の方へ有明佐賀空港を積極的にご案内します。

美味しく健康で安全な野菜・果物作りを応援し、食を
守り続けていきます。
家庭菜園でおいしい野菜・果物に「天地の恵み」をご
使用ください。

838 祐徳近海汽船株式会社

大牟田市

・ 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。

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。

839 株式会社九電工 佐賀支店

佐賀市

出張での有明佐賀空港の利用を推進します。

企業理念
1.快適な環境づくりを通して社会に貢献します。
2.技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。 http://www.kyudenko.co.jp/
3.人を活かし、人を育てる人間尊重の企業をめざしま
す。

840 大森水産株式会社

東京都

今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

海苔のことなら何でもご相談ください。
当社の製品はすべてに特徴がありますが、得意技は http://www.oomori-suisan.co.jp
美味しい海苔です。
富士学園は、1967年2月1日に開園し、同年12月1日に
現在の佐賀市富士町に移転いたしました。設立の趣
旨は、成人に達した人たちあるいは成人に達しようと
している人たちのための社会自立を目指してのこと
で、わが国最初の福祉施設付属の養護学校を開設
し、高等部を設け、職業訓練所も創設、社会自立と社
会参加の実現を目指しました。１９９６年には、園舎を
新築し快適で安全な生活環境の整備と併せて地域交
流スペースの整備、2001年には温泉（熊の川温泉）の
導入等、十分な生活、作業活動の出来る設備の充実
に努めてきました。また、入所施設から地域生活への
移行という障害者福祉の流れを受けて、2002年からグ
ループホーム、ケアホーム、通所更生施設の開設に
取り組んできました。2011年4月1日障害者自立支援
法に基づく、指定障害者支援施設（施設入所支援＋
生活介護）定員80名として新たな歩みを開始していま
す。

社会福祉法人めぐみ厚生センター
富士学園

佐賀市

出張や旅行での佐賀空港利用率を現在よりUPします。

842 株式会社イーダブリュエムジャパン

東京都

佐賀に関連会社を持ち、東京と佐賀を連携してITを活
・佐賀、福岡、熊本への出張の際には有明佐賀空港を100%利用します。
用した地域活性化に取り組んでいます。佐賀との連携
http://www.ewmjapan.com/
・お客さまにも有明佐賀空港利用のメリットを伝え、利用率向上に貢献します。 による成功事例をほかの地域にも広げ、日本の地方
が元気になるような活動を行なっていきます。

843 株式会社守半總本舗

東京都

海苔の買い付け時、有明佐賀空港を活用させていただきます。

841

大田区鎌田の地にて、昭和2年創業以来『おいしい海
苔』を提供できるよう、大森海苔より有明海苔に転換し
『85年』。地元の方々に愛される海苔屋として歩み続 http://www.morihan.co.jp
けております。『焼き海苔の元祖』守半の名に恥じぬよ
う、『日本の食文化』を継承してまいります。

No

事業所名

844 武雄市商工会 北方事務所

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

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。

中小企業の育成、指導

845 玉名カントリークラブ

玉名市

・ 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。
・ 従業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。

『2005年 第73回日本プロゴルフ選手権大会開催コー
ス』
広大な緑となだらかな起伏が特徴の丘陵コースです。
http://www.tamana-cc.jp
ゆったりとレイアウトされたコースは完全セパレートタ
イプでアップダウンの少ないコース設計になっておりま
す。

846 ウルトラマンランド

荒尾市

出張には佐賀空港を積極的に利用します。

ウルトラマンのテーマパビリオン
迫力のライブステージを開催中！

http://www.ultraman-land.jp/

847 ヤマトカンキョウ株式会社

佐賀市

・ 首都圏出張時は佐賀空港を利用することを、社内ルールとします。
・ 首都圏からの来訪者に対して、佐賀空港の利用を推奨します。

水周りのトラブルから水処理に関するお悩みは、水
キーパーのヤマトカンキョウにお任せください。

http://www.mizu-keeper.jp/

848 筑後商工会議所

筑後市

会員企業様をはじめ事業関係先に佐賀空港の利用促進をPRします。

筑後地域の経済発展と地域活性化を目指して頑張り
http://www.chikugo.or.jp/
ます。

849 矢澤海苔株式会社

東京都

佐賀出身なので有明佐賀空港を利用します。
来客にも有明佐賀空港利用を勧めます。

お客様のニーズに合わせてお海苔をアレンジします。 http://www.yazawanori.com/

850 (社）佐賀県宅地建物取引業協会

佐賀市

・ 東京方面から来訪される方へ有明佐賀空港を積極的に案内する。
・ 当協会の東京方面出張については、勤めて佐賀空港利用とする。

不動産業開業の際の手続等の手伝い及び不動産取
引についての相談、苦情解決についてアドバイスさせ http://www.s-takken.jp/
て頂きます。

851

（社）佐賀県園芸農業振興基金協
会

佐賀市

・ 出張での有明佐賀空港の利用を100％行います。
・ 首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ 上海・香港・青島など有明佐賀空港を利用したプライベート旅行を、職員や
家族に推奨します。

本会の事業により、野菜・果樹農家の経営安定を図
り、国民生活に不可欠な食料である野菜、果実の安
定供給に寄与しています。

852

株式会社オーディオ・ノート 佐賀支
所

佐賀市

・ 首都圏への出張時の利用率を100％にします。（本社との往来）
・ 首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用をすすめます。

管球式オーディオアンプを中心に、最高音質のオー
ディオ機器を開発しています。佐賀で試聴できます。

http://www.audionote.co.jp/

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/

853 室町ケミカル株式会社

大牟田市 佐賀空港を積極的に利用します。

佐賀市

連合傘下組合への佐賀空港利用促進をPRします。

未組織労働者の労働相談や組合作りへのアドバイス
働くことを軸とする安心社会の実現に向け労働者の処 http://www.rengo-saga.jp/
遇改善に向け運動を進めています。

鹿島市

今後は佐賀空港を積極的に利用します。

経営指導

佐賀市

・ 出張での有明佐賀空港の利用率を30％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。

明治33年の創業から112年 着実に歩み続け、
日本の伝統美が凝縮した「きもの」をはじめ女性の
ファッション（洋服・宝石・バッグ・小物）を
提供し続けています。
近年では貿易業務も幅広くおこなっております。

東京都

有明佐賀空港利用率を70％から90％へ増加させます。

多機能断熱材の製造・販売。
サーモウールを使用すると、①家の中が結露しませ
ん。 ②ホルムアルデヒド除去 ③生活臭が消える。
④家の中が森の中の様な静けさに包まれます。

858 株式会社柳川合同 関東営業所

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。

859 日立金属株式会社 佐賀工場

大町町

① 出張での佐賀空港利用率を20％から50％以上にします。
② 首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

世界最強の永久磁石であるネオジム系焼結磁石
NEOMAX®を製造。NEOMAX®は各種電子機器やMRI
をはじめとする医療機器、ハイブリッドカー向けなどの http://www.hitachi-metals.co.jp/
自動車関連機器に広く採用され、エレクトロニクス社
会の発展や環境問題に大きく貢献している。

860 株式会社佐賀鉄工所 佐賀工場

佐賀市

・ 社員旅行にぜひ活用するように促します。
・ 空港の駐車場（無料）を利用して、2,3日の出張の際に活用するようにしま
す。

自動車用ボルトの製造に特化。素材から完成まで一
貫生産。車を支えて、地球を支える、そんな気持ちで
す。

東京都

・ 今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。
・ 来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。
・ 職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。

佐賀県内の青果物、野菜、果物、花を首都圏を中心と
し全国にPRし、販売しています。佐賀の産物、おいし
い、新鮮、安心安全をアピールしていますので、よろし
くお願い致します。

854 連合佐賀

855

佐賀県有明海漁業協同組合 鹿島
市支所

856 株式会社鈴花

857

861

株式会社コスモプロジェクト 東京
本社

JAさが 首都圏事業部 東京事務所
大田事業所

独立行政法人森林総合研究所森
862
林農地整備センター

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.suzuhana.co.jp/

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

http://www.satetsu.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。

863 第一製網株式会社千葉営業所

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！

864 株式会社ティオテクノ

小城市

有明佐賀空港の利用率を10％から50％に増加します。

外壁の汚れ防止や、室内の消臭、抗菌の機能を持つ
光触媒コーティング剤の製造・販売を佐賀県有特許を http://www.tiotechno.co.jp/
利用して、実施しています。

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

No

事業所名

865 株式会社ティオテクノ 東京支社

866 株式会社オーディオ・ノート

867

株式会社アローズ・インターナショ
ナル

868 日本生命保険相互会社 佐賀支社

869

株式会社三井化学分析センター
大牟田分析部

870 社団法人佐賀県獣医師会

871 熊川食料工業株式会社

872

九州三井アルミニウム工業株式会
社

所在地

東京都

神奈川県

宣言内容

地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩5分。
光触媒のことなら何でも御相談下さい。

・ 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。

・ 有明佐賀空港利用率80％を目指します。
・ 首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

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。

佐賀市

みやま市

日本生命佐賀支社では、健全で豊かな社会づくりに
貢献するため様々な活動を行なっております。
http://www.nissay.co.jp/
また地域のお客様に信頼頂けるよう、より一層サービ
スの充実に努めてまいります。
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/

東京方面からの来客へ有明佐賀空港の利用を積極的に案内します。

獣医師を会員とする団体です。獣医学術及び技術の
振興、普及及び高揚等を図り、動物に関する保健衛
生・愛護精神の向上等の活動を実施しています。

・ 首都圏からの出張には、原則として佐賀空港を利用します。
・ 社員及びその家族、お取引先様へも積極的にご案内致します。

大正三年の創業以来、福岡県みやま市瀬高町産の高
菜のみを使用し、安心・安全でこだわりの商品をご提 http://www.kumagawa-takana.com/
供する高菜漬専門メーカーです。

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
http://www.kmac-web.com/
より役立つ姿に変えることにより、社会に貢献します。

有明に食品と衣料品の総合スーパー 「ショッピングタ
ウンサンパーク」と県内に5店舗の生鮮食品のディスカ
ウント「旬鮮市場」を運営しています。
“ふれあいのある街づくり 日々の暮らしのパート
ナー”をスローガンにお客様とのふれあいを大切に
日々営業しています。

873 株式会社クリエイト

白石町

874 株式会社ユーテック

太良町

① 出張での有明佐賀空港の利用率を30％から70％にします。
② 社員旅行があれば佐賀空港を利用します。

地方の一企業ですが最新の女性のファッションも手が
ける会社です。

・ 東京出張の際には有明佐賀空港を利用します。
・ 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。

弊社は佐賀県内にDVDレンタル、コミックレンタル等の
レンタルショップ「グリーンウッド」を展開しています。地
域一番店になるべくスタッフ一同頑張りますので、応
援よろしくお願いいたします。

みやき町

http://www.tiotechno.co.jp/

販売企画、販促商品、オリジナルグッズ おまかせくだ
さい。日本最安値を目標にしています。

・ 出張での有明佐賀空港の利用率を30％から80％にします。
・ 首都圏からの来訪者に佐賀空港の利用を勧めます。

875 株式会社ツツミ

URL

弊社佐賀本社に出張する際は、有明佐賀空港を利用します。

みやま市 出張には利用をこころがけます。

佐賀市

事業所ＰＲ

876 株式会社ヤマサキ 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。

877 株式会社ナカノ

大川市

○ 東京・上海への出張時は可能な限り有明佐賀空港を利用します。
○ 自社へ来訪される方には、積極的に有明佐賀空港を紹介致します。

創造と信頼・真心で未来の住空間を追求し続けて行き
http://www.nakano-co.jp/
ます。

878 日中技術交流協同組合

筑後市

月に1～2回有明佐賀空港を利用

国際交流 より一層すすむように

880 三井金属三池製錬労働組合

大牟田市

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。
お酒のおいしさが人々の気持ちを豊かにしてくれてた
くさんの人々が幸せを感じられるような酒造りを目指し http://www.kinpa.jp/
ています。

881 合資会社光武酒造場 東京事務所

東京都

今後有明佐賀空港の利用をさらに増やします。

882 東海通信工業株式会社

東京都

「人と未来を入力部品でつなぐtokaicom」
情報通信の分野において創業68年に渡り通信機器用
会社関係者などに有明佐賀空港の利用を推進します。
部品・スイッチ等のオリジナル製品の開発製造並びに http://www.tokaicom.co.jp/
東京本社と佐賀県所在の往来には、有明佐賀空港を第一優先に利用します。
OEM、EMSの事業の展開。より多くのお客様から、信
頼をいただいているメーカーです。

883

株式会社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 http://www.human-c.co.jp/
します。

884 株式会社ヤマサキ 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。

885 陶舗 小島 東京事務所

埼玉県

有明佐賀空港の利用を心掛けます。

有田焼全般（美術品、家庭用、割烹営業用 etc）の企
画、販売をしています。

886 株式会社宮本邦製菓

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。

887 筑後市シルバー人材センター

筑後市

周囲の方々（関係者）に出張・旅行の際、佐賀空港をすすめます。

公共、家庭、企業のお仕事引き受けます。

東京都

来客にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

1日を大切にするゴルフ場へ

888

オリックスゴルフマネジメント合同会
社

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

http://www.orix-golf.jp/

No

事業所名

889 株式会社タンガロイ ヤマト工場

890 大福商事株式会社

所在地

柳川市

大牟田市

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

・ 出張での有明佐賀空港の利用率を80％から100％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。
・ 社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

私たちが提供する超硬切削工具は、自動車産業の分
野に多種多様に使用されています。それは、高精度、
長寿命と工具に求められている機能を満たす事はも
http://www.tungaloy.co.jp/
ちろん、得意先の生産環境や加工ニーズに対応する
ため、最新鋭のNCマシーンでミクロ単位で加工してい
る会社です。

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。

891 電気化学工業株式会社

東京都

九州への出張の際には、有明佐賀空港を積極的に利用するよう案内致しま
す。

当社は有機系素材・無機系素材・電子材料・機能加工
http://www.denka.co.jp/
製品の製造、販売を行っています。

892 宮﨑鉄工株式会社

鹿島市

有明佐賀空港利用率を0%から20%程度に増加します。

常にお客様のニーズを取り入れた製品開発を実行し、
ファインセラミックスの押出技術を追求した ONLY
http://www.miyatetsu.jpn.com/
ONE 企業をめざしています。

893 セゾン自動車火災保険株式会社

東京都

■ 佐賀との往復には、有明佐賀空港を利用します。
■ 佐賀へ行く人、佐賀から来る人がいれば、有明佐賀空港の利用を積極的
に勧めます。

わたしたちは、お客様にとって、独創的で革新的な商
品や、必要なときに必要な形で最適なサポートを、お
客様とわたしたちが「直接」接することでご提供し、お http://www.ins-saison.co.jp/
客様一人ひとりに納得感を持って選んでいただける、
オンリーワンの保険会社をめざします。

894 佐賀錦振興協議会

佐賀市

出張の際に佐賀空港を利用します。

佐賀錦は振興協議会は平成5年に伝統的地場産品の
指定を受け設立されました。現在、佐賀市歴史民俗館
旧福田家において、（後継者育成事業）初心者講習会
や佐賀錦教室、実演、展示販売等を行っております。
また、錦の織り体験やキーホルダー作りも出来ますの
で、一度お立ち寄りください。

895 株式会社ロキテクノ

東京都

有明佐賀空港を積極的に利用します。

ロキテクノは、濾過・分離・精製技術と迅速なカスタム
メイド対応で、お客様のトラブル解決とプロセス最適化 http://www.rokiteｃhno.co.jp/
をお手伝いいたします。

896

日立コンシューマ・マーケティング株
式会社

佐賀市

出張時の有明佐賀空港の利用を原則義務づけます。

日立コンシューマ・マーケティングは、全国ネットで「環
http://www.hitachi-cm.com/
境価値創造」を提案し、グローバルに飛躍します。

897

味の素物流株式会社 ドライ事業
部 佐賀受注センター

佐賀市

・ 東京方面の出張は、積極的に有明佐賀空港を利用いたします。
・ 東京方面からの来訪者へ有明佐賀空港の利用を勧めます。

「安定受注」維持と業務品質向上

898 白石自動車有限会社

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

899 田島興産株式会社

佐賀市

東京に出張するときは、全社員が有明佐賀空港を利用します。
首都圏からの来訪者には、有明佐賀空港の利用を積極的に勧めます。
社員及び家族のプライベートでの東京行は有明佐賀空港を利用するよう勧め
ます。

900 味の素冷凍食品労働組合

東京都

今後、有明佐賀空港の利用を心掛けます。

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。

お客様の「困った」を「よかった」にというコンセプトの
基、住まいに関する修理、メンテナンスもお受けし、お
http://www.tajimakosan.com/
客様のより豊かな生活環境を提案する企業です。（LP
ガス・太陽光発電・オール電化・リフォーム工事）

