
1 イワナガ・デザインフーズ(株) みやま市
有明佐賀空港の利用率を０％から１００％にします。

九州産の青果やお肉の販売から、その素材を使った
デリカ惣菜やお弁当の製造販売とレストラン事業を展
開しております。

http://www.taiyo.cc

2 サガ電子工業(株) 佐賀市

・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９０％以上にします。
・お土産品の購入は有明佐賀空港の販売店を利用します。

笑顔・感謝・健康
私たちは、無線のアンテナをつくっております。最近
は、携帯電話向けのアンテナが好調です。

http://www.sagant.co.jp

3 (株)シグマ 佐賀市
有明佐賀空港の利用率を２０％から８０％に増加します。

http://www.shiguma.com

4 リコージャパン(株)　佐賀支社 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を５５％から８０％にします。

「顧客接点力」を武器にした九州Ｎｏ．１の「ソリュー
ションパートナー」へ。
リコー九州グループは、お客様の業務課題や経営課
題をお客様とともに解決するソリューションパートナー
として、九州Ｎｏ．１の信頼と実績を得ることを目指しま
す。

http://www.r-kyushu.ricoh.co.jp/

5 伊万里商工会議所 伊万里市
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。

伊万里地域の経済発展と地域活性化を目指して頑張
ります。 http://www.imari-cci.or.jp

6 (株)エヌケーフーズ 鹿島市
今迄、福岡空港のみの利用でしたが、訪問先との調整を行い、佐賀空港の利
用を推進し、来訪者へもアピールしていきます。

焼いても煮ても型崩れしない弊社独自の結着加工肉
「ネオミーツ」（商品登録済）で霜降り牛肉のような見た
目・形状・食味で低コストを実現。成型加工技術の可
能性は無限に広がっています。

http://www.kata-yama.co.jp

7 (株)大神 佐賀市

・有明佐賀空港の利用率を７０％から９０％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。
・有明佐賀空港の夜間貨物便を利用して国際貨物を輸出します。

人と仕事の調和を目指し、不可能に挑戦する。
http://www.daishin-sa.co.jp

8
ハイテクパワーロジステック協同組
合

佐賀市

・有明佐賀空港の利用率を７０％から９０％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。
・有明佐賀空港の夜間貨物便を利用して国際貨物を輸出します。

新製品の開発・研究

9 王子マテリア(株)佐賀工場 佐賀市
佐賀空港利用率の向上（現行６０％→目標７０％）

紙・フィルム、板紙、家庭紙、パッケージ、物流など、多
種多様な事業を有している王子製紙グループ。その
中核企業のひとつとして事業展開しているのが、王子
板紙です。王子板紙㈱佐賀工場は、1923年に操業を
開始しました。この恵まれた環境のもと、高性能な生
産設備を積極的に導入し、現在では原料の殆どが古
紙であり、ライナー・中芯原紙等の段ボール原紙、白
板紙から貼合紙まで、広範な板紙を抄造する資源循
環型工場として王子板紙の一翼を担っています。

http://www.ojipaperboard.co.jp/

10 三研工業(株) 多久市
東京・大阪方面へ出張のときは、有明佐賀空港を９５％は利用します。

当社は、1969年の創業以来「膜・鉄・技」の研究を基本
とした社名の由来でもある「三研」の気持ちを常に持ち
続け物流・機工・建築という分野において膜構造物の
開発・製作・施行・メンテナンスに至るまで一貫した事
業展開を行って来ました。そして、今、長年蓄積された
ノウハウと「技術とシステム」を連動させ、急速に変化
する社会のニーズに対応できる企業としてこれからの
21世紀を展望し、未来に向かって大きく飛躍しようとし
ています。

http://www.sankenkogyo.co.jp/

11 (株)中野建設 佐賀市
・東京・大阪出張は有明佐賀空港の利用率を原則１００％にします。
・社員への有明佐賀空港利用を勧めます。

私共、中野建設はお客様の満足を最高の喜びとし、
提供するサービスや技術力の向上に日々研鑚を重ね
常に革新的姿勢で会社の発展を目指します。

http://www.nakanet.co.jp

12
東京海上日動火災保険(株) 佐賀支
店

佐賀市
首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の良さをＰＲし利用を勧め、また佐賀支
店からの出張の際の有明佐賀空港の利用率を１０％から２５％に高めます。

東京海上日動は、お客様の信頼をあらゆる事業活動
の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、豊かで
快適な社会生活と経済の発展に貢献します。

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

13 (株)ミゾタ 佐賀市
・有明佐賀空港の社内利用率を５０％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。

１９１５（大正4年）年創業。
水の総合エンジニアリング企業として、治水・利水事
業を全国に展開。

http://www.mizota.co.jp/

14 国際技術コンサルタント(株) 佐賀市

・社員や家族の出張、研修、旅行などで原則有明佐賀空港を利用します。
・東京からの知人、親族、会社関係者等に有明佐賀空港の利用を積極的に勧
めます。

～キラリと光る地域づくり～
キラリと光る地域づくりのために、歴史、文化、自然、
景観、観光を踏まえた「地理情報システムの活用」「生
物多様性国家戦略」など　“新たな挑戦“　をします。
（ＫＧプロジェクト）

http://www.kg-conts.jp

15 熊本電気工業(株) 神埼市
出張の際は、有明佐賀空港を１００％利用します。

省エネ照明器具の製造販売等及び電気工事
ＬＥＤ照明器具（外灯、外路灯）　特許Ｎｏ.4234185
集魚灯製造販売　特許Ｎｏ.4077862

http://www.kumamotodk.co.jp

16 佐賀県国民健康保険団体連合会 佐賀市
・出張では可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・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。

・診療報酬の審査支払（国保・公費・後期高齢者医療）
・保険者事務の共同処理
・特定健康診査・特定保健指導に関する事業
・介護給付費の審査支払／介護サービス苦情処理
・障害介護給付費及び障害児施設給付費の支払に関
する事務　等

http://www.sagakokuho.or.jp/

17 （社）建設業協会佐賀 佐賀市

・有明佐賀空港マイエアポートクラブ会員への入会活動を積極的に推進し、当
協会会員の３０％を今年度中に入会してもらいます。
・当協会活動における空港利用率については１００％にします。

佐賀市内の建設業者38社で組織され、郷土佐賀の住
みやすい環境作りの一翼を担っています。また、近年
では「子供110番の工事現場」や「幼稚園の芝貼り」ま
た、災害時の復旧工事など地域ボランティア活動も積
極的に行っています。

18 パナソニックデバイス佐賀株式会社 大町町

・有明佐賀空港に関する情報を積極的に紹介案内します。
（社内メール及び社内報を使って、有明佐賀空港に関する情報を発信し、出張
時やプライベートでの利用を促進します。）
・東京方面への出張の際に有明佐賀空港の利用率を６０％から７０％に増加
します。

日本はもとより、世界中の最先端エレクトロニクスメー
カーがお客様、導電性高分子と有機半導体のアルミ
固体電解コンデンサ世界トップクラスの企業です。
「もっと快適で楽しい未来への夢をかなえるために」
1969年から培ってきた技術力、商品力、組織力で今後
も世界に貢献してまいります。

マイエアポート宣言事業所　一覧
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19 富士火災海上保険(株) 佐賀市
利用率５０％を目指します。

身近で頼れるプロフェッショナルアドバイザーとして全
てのお客様に「改新的な商品」と「最高品質のサービ
ス」を提供して参ります。
営業社員を随時募集しています。

http://www.fujikasai.co.jp

20 (株)柳川合同 柳川市
・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。
・関東方面からのお客様へ佐賀空港利用を提案する。

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頂きます。

http://www.ygu.co.jp

21
モラージュ佐賀 （双日商業開発
(株)）

佐賀市
・モラージュ佐賀は有明佐賀空港を積極的に利用いたします。
・有明佐賀空港利用率を６０％から７０％にします。

モラージュ佐賀は、地域の皆様に愛される店舗を目標
に運営しております。 http://www.mallage.com

22 祐徳建設興業(株) 佐賀市
・有明佐賀空港利用率を１００％にします。
・社員旅行は有明佐賀空港発とします。

・豊かな郷土づくりに「誠意」と「技術」で奉仕する。
・品質管理のプロ集団としての意識を持ち、効果的な
マネジメントシステムの運用により顧客の信頼を高
め、地域社会に愛される企業を目指す。

23 深町建設(株) 佐賀市
全ての出張等における航空機の利用は有明佐賀空港を利用することとする。

マンションから木造住宅、リフォームまで全ての工事を
創業６０年の実績で施工させていただきます。 http://www.fukamati.co.jp/index.html

24 エース構内サービス株式会社 佐賀市

・出張での有明佐賀空港の利用率を２０％から６０％にします。
・有明佐賀空港の良さ、便利さを従業員にアピールし、有明佐賀空港の利用
を勧めます。

味の素㈱九州事業所の構内において、原材料の保管
投入、製品の包装及び保管、製造の一部業務を請負
う生産サポート機能と物流への橋渡しを担う会社で
す。

25 (株)久保建設 小城市

・出張での有明佐賀空港の利用率を１０％から７０％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。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

守りたい、豊かで清らかな流れ。
私たち久保建設では、土木工事や上下水道から建造
物解体業、産業廃棄物の収集運搬を通して、生活環
境の向上と自然環境保全に日々努力して行きます。

http://www.kubo-kensetsu.co.jp

26 (株)平成開発 小城市

・出張での有明佐賀空港の利用率を１０％から７０％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。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

「地球とともに生きる」を考え、地球環境保全を重要課
題の一つとして認識し、廃棄物の収集運搬及び適正
処理と削減に取り組んでいます。

http://www.heisei-kaihatsu.co.jp

27 (株)関家具 大川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を４０％から７０％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。
・本社（支社）との往来には、有明佐賀空港を利用します。

・関家具は商品企画、生産、販売、卸、小売まで行っ
ています。全国卸業売上高5位、創業40年間赤字なし
の企業です。
・若さあふれる会社です。全体平均年齢28歳、幹部社
員平均年齢35.5歳。
・２０のブランド立ち上げを目標にして、１００億円の売
上げを目標にしています。
・産地大川への貢献を目指しています。

http://www.sekikagu.co.jp

28 (一財)佐賀県環境科学検査協会 佐賀市
東京（関東エリア）出張には、佐賀空港を利用します。

確かな技術をもって、公共的信頼の向上と顧客の
ニーズを満たし、住みよい生活環境づくりに貢献しま
す。

http://www.sakankyo.net

29 学校法人旭学園 佐賀市
佐賀空港利用率を７０％から８０％以上にします。

ゆめを育てる　学校法人旭学園
佐賀女子短期大学、佐賀女子高等学校
認定こども園ふたば幼稚園・保育園
認定こども園ひしのみ幼稚園・保育園

http://www.asahigakuen.ac.jp

30 白石町商工会 白石町

・東京・大阪方面への出張やレジャーは、原則として有明佐賀空港を利用しま
す。
・当商工会会員へ、有明佐賀空港を積極的に利用するよう推進します。

地域社会に貢献する商工会

31 (株)ニチイ学館　佐賀支店 佐賀市
・原則、出張の際は佐賀空港を利用します。
・生徒さんを含め、広くＰＲしていきます。

医療事務、ホームヘルパー２級講座　受講生募集

32 (株)西村鐵工所 小城市
・当社を来訪されるお客様に積極的に佐賀空港をＰＲします。
・東京・大阪への出張の際は、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

当社オリジナルの特許製品を軸に、国内大手企業と
の取引多数有り。 http://www.nisitec.co.jp

33 (公財)佐賀県建設技術支援機構 佐賀市
出張では時間等の都合がつく限り、有明佐賀空港を利用し、有明佐賀空港の
利用率を上げます。

建設事業に関する技術及び事務の改善向上を図り、
佐賀県内における建設事業の振興発展に寄与してい
ます。

http://www.sagacat.or.jp

34 野中建設(株) 佐賀市

・有明佐賀空港利用率を９０％以上へ増加します。
・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利
用を促進します。

大自然に囲まれ、古湯温泉に隣接するわが社は、自
然を守りつつ、景観を大切にするよう心がけて工事を
しています。これからはより一層、環境保護に配慮し、
自然にやさしい、人にやさしい、地域にやさしい工事を
目指します。

35 野田建設(株) 佐賀市
・有明佐賀空港利用率を５０％から９０％に増加します。
・社員のプライベート利用についても積極的に利用促進します。

「創る喜び、残す誇り」をモットーに、人と自然にやさし
い環境づくりを目指しています。

36 (株)丸福建設 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率を現行の５０％から７０％にします。
・空の旅の快適さを知るには、有明佐賀空港を全社員が利用する。

当社は総合建設業として、環境にやさしく、自然との
調和を図った郷土の発展につくすべく、全社員が日々
努力し、皆様の信頼を得られるよう取り組んでおりま
す。
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37 七田酒類販売(株) 佐賀市
・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。
・東京・大阪方面の出張の際は、原則として有明佐賀空港を利用します。

当社オリジナルの１０３（天山）サイダー好評発売中で
す。天山酒造の仕込み水とすだち（相知産）果汁を使
用したすっきり、さわやかな大人のサイダーです。

38 （社）佐賀県バス・タクシー協会 佐賀市

会員事業所及び会員事業所をを通じ、お客様をはじめ関係先に広く有明佐賀
空港の利用促進をＰＲします。また、会員事業所の「マイエアポート宣言」及び
関係社員等の「マイエアポートクラブへの入会」を促進します。

公共交通でエコライフ！
環境にやさしいバス・タクシーを利用しましょう。
会員一同、「もっと安全・もっと安心・もっと快適」を目
指して頑張ります。

http://www17.ocn.ne.jp/~bustaxi/

39 (株)モトシマ 佐賀市
社員の出張には、７割以上の有明佐賀空港の利用を推奨いたします。

当社は、軽自動車からバス、トラック、大型特殊車、建
設機械、フォークリフトまで可能な総合整備、民間車
検、特定自主検査工場であると同時に、携帯電話販
売業も営んでおります。自動車及び携帯電話に関す
ることは、当社に御相談下さいますようお願い申し上
げます。

http://www.motoshima.co.jp

40 (株)モーブル 大川市
出張での有明佐賀空港の利用率を２５％から５０％にします。

モーブルは、そこに暮らす家族の生活をより楽しいも
の、そして安心をお届けできるように、常にユーザー
の側からの視点で新しいライフスタイルの提案を行っ
ています。

41 (株)全日警佐賀 佐賀市

・首都圏および大阪方面へ出張での有明佐賀空港の利用率を１００％にしま
す。
・社員へ社内報を使い、旅行等のプライベート利用時においても有明佐賀空
港の利用を勧めます。
・首都圏および関西圏からの会社関係等に有明佐賀空港の利用を積極的に
勧めます。

個人宅からオフィスビル・工場、イベント会場や工場現
場、それに自警船を使っての有明海海上警備など、あ
らゆる場面において皆様の「安心と安全」を守り続け
ています。
有明佐賀空港においても施設常駐警備やハイジャッ
ク防止（空港保安検査）業務、万が一に備えた空港消
防業務に携わり、日々空港の「安全」をこれまでも、そ
してこれからも影で支えていきます。

42 松尾建設(株) 佐賀市
・九州佐賀国際空港利用率７０％を目指します。
・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。

弊社の企業理念「常在　お客様貢献」です。
http://www.matsuo.gr.jp

43
公立学校共済組合佐賀宿泊所 グ
ランデはがくれ

佐賀市

・首都圏への出張には、原則として佐賀空港を利用します。
・従業員、家族にも佐賀空港利用を勧めます。
・関係ホテルのブロック会議等、来訪者には佐賀空港利用を勧めます。

佐賀駅から徒歩６分の中心部に立地しており交通に
至便です。有明海の魚介類など地元の旬の素材を使
用した郷土料理などがお召し上がりいただけます。平
成２０年に改修した宿泊室は設備も新しく、全室イン
ターネットを無料完備しております。最大４００名様ま
で対応した大小１１室の宴会場を備えています。佐賀
県内でも珍しい総天然木造のチャペルは清々しい木
の香りと温かみのある内装が人気です。

http://www.grande-hagakure.com

44 森永建設(株) 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率を現在の３０％から１００％にします。
・関係協力企業に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

45 日本赤十字社佐賀県支部 佐賀市
東京（関東エリア）出張の際には、有明佐賀空港を１００％利用します。

日本赤十字社の使命
わたしたちは、苦しんでいる人を救いたいという思い
を結集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと健
康、尊厳を守ります。

http://www.saga.jrc.or.jp

46 (株)江里口造園 佐賀市
・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１００％にします。

緑のリサイクル！
ゆとりある生活環境をめざし、緑化整備や工事現場等
から出た木くずを破砕し、さらに堆肥を作成してます。
環境を考えた無駄のない自然の循環作用を最大限に
活用した作業、堆肥作りに取り組んでいます。

http://www.e-woodlife.com

47 丸秀醤油(株) 佐賀市

・有明佐賀空港の利用を、今までとおり１００％に保ちます。
・東京・大阪方面からの来訪者へ有明佐賀空港を積極的にご案内します。
・社員旅行には、有明佐賀空港を利用します。

弊社は、全国でも少なくなった「天然醸造」で醤油をつ
くる蔵元です。時間だけが作り出す芳醇な香りを皆様
へお届けします。

http://www.shizen1.com

48 (株)江下建設 佐賀市

これからは有明佐賀空港を積極的に利用する事を宣言し、会社内において利
用促進に努めます。
・有明佐賀空港の利用率を５０％から７０％にします。
・来訪者に有明佐賀空港の利用を積極的に勧めます。

土木建設、造園業を通して、郷土佐賀の発展の手伝
いと、環境に配慮した誠実な施工に努めます。

49 小城市 小城市

・本市職員の出張時の佐賀空港の利用率を７３．１％から、原則として１００％
とします。
・首都圏、関西圏から本市への来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・本市職員へ有明佐賀空港マイエアポートクラブ入会を推奨します。

薫風新都
～みんなでつくる・笑顔あふれる小城市～ http://www.city.ogi.lg.jp/index.jsp

50 三井住友海上火災保険(株) 佐賀市
社員、得意先のみなさんへ、マイエアポートクラブへの入会を積極的に勧め、
地元佐賀空港の利用促進をＰＲします！

損害保険・生命保険のことなら何でもご相談下さい！
日々の活動を通して、社会貢献・地域貢献の実現を
目指しています。

http://www.ms-ins.com

51 学校法人佐賀学園 佐賀市
職員の出張や生徒の大会派遣に有明佐賀空港利用を促進し、利用率５０％
以上を目指します。

・子育てを支援する神野幼稚園
・夢の実現を応援する成頴中学校
・社会に貢献できる人材育成を目指す佐賀学園高等
学校

http://www.bunbun.ne.jp/~sgh/

52 (株)コスモプロジェクト 柳川市

・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。

熱、音、空気を科学し、快適な空間を提供する、断熱
材等の製造メーカーです。弊社のサーモウールは、高
い断熱性能と調湿性能により、快適な空間のみなら
ず。光熱費節約や省エネ、家屋の調寿命化などの「Ｅ
ＣＯ」を実現します。

http://www.cosmo-project.co.jp/index.htm

53 佐賀衛研(株) 佐賀市
空港利用の際は、佐賀空港の利用を原則とします。 環境のことを考えるリサイクル企業です。

http://www.sagakeiken.co.jp

54 佐賀県農業協同組合中央会 佐賀市

・関東圏、関西圏の出張等には、原則として有明佐賀空港を利用します。
・関東圏、関西圏からの来訪者には、有明佐賀空港の利用と県内への宿泊を
勧めます。

日本の食料の海外依存率は６０％。
安全・安心な農畜産物の安定確保はだいじょうぶで
しょうか？
「食の未来」をつくることは「国の未来」をつくること。
私たちＪＡグループは、「みんなのよい食プロジェクト」
を推進中です。

http://sagachuokai.saga-ja.jp/
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55 佐賀県信用農業協同組合連合会 佐賀市
有明佐賀空港の利用率を９０％以上にします。

農業金融を通じながら、自然を育み、皆さまの豊かな
くらしと地域の発展に役立ちたいと願っております。 http://www.jabank-saga.jp

56 一般社団法人　佐賀県建設業協会 佐賀市
可能な限り有明佐賀空港を利用するようにします。

http://www.sakenkyo.or.jp/

58 玄海町 玄海町

・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
ます。
・玄海町では、佐賀空港利用促進補助金事業に基づき、有明佐賀空港を利用
した町民への助成金を支給し、利用促進を図ります。

輝く未来「協働と共創のまち」玄海町
http://www.town.genkai.saga.jp

59 佐賀県有明海漁業協同組合 佐賀市
・有明佐賀空港の便利さなどをお客様へ積極的にアピールします。
・出張の際は、引き続き有明佐賀空港を１００％利用します。

おいしい海苔は「味・姿・育ち」
海苔の最高級品といえば「佐賀海苔」です。 http://www.jf-sariake.or.jp

61 （社）神埼建設業協会 神埼市

・出張等に於いて、有明佐賀空港の利用率を３０％から５０％に向上させま
す。
・会員各社の社員旅行には、有明佐賀空港の利用を推進します。

当協会は毎年、地域貢献ボランティア活動として、ひ
がんばな植栽事業を行っております。又、地域へのイ
ベント等に対する助成金など、支援活動も行っており
ます。

62 (株)豆田組 佐賀市
地理的に遠いが、引き続き１００％佐賀空港を利用します。

自然への負荷を軽減できる施工技術と品質の向上に
努め、地域社会に貢献できることを目指しています。

63 (株)レジテイク 佐賀市

・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
ます。
・有明佐賀空港利用率を50％から90％に増加します。
・社員旅行には、有明佐賀空港を利用します。
・東京大阪に出向く際には、有明佐賀空港でお土産を購入します。

従業員第一、地域貢献、顧客満足の追及
http://www.regitake.com

64 （一社）佐賀県観光連盟 佐賀市
＜宣言内容確認中＞
東京、大阪方面から来県される方へ有明佐賀空港を積極的にご案内します。 http:www.asobo-saga.jp

65 (株)富士建設 佐賀市
来訪者に推進する。

Symbiosis（共生）＆CircuLation（循環）を基本理念に、
ステキな街づくり、人づくりを考え行動し、自然環境保
全にも取り組んでいます。

http://www.officefuji.co.jp/index.html

66 ミタニマイクロニクス九州(株) 多久市

・有明佐賀空港を引き続き１００％利用します。
・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。
・有明佐賀空港の夜間貨物便を利用して、国際貨物を輸出します。

ミタニマイクロニクス九州は創業以来、ファインライン
を追求し続け高品質で安定度の高いスクリーンマス
ク、フォトマスク、メタルマスク、厚膜応用製品、及び印
刷機等を供給してまいりました。
日々技術革新が進む中、より高精度に、よりスピー
ディにと高まるニーズにお応えすべく、最新の画像形
成設備の導入、優れた技術力の育成、そして生産性
の向上で次世代に備え、次なるファインラインの“ミタ
ニマイクロニクス九州”の確率と、一段上のクオリティ
実現に向けて前進してまいります。

http://www.k-mitani.co.jp

67 (株)イケヒコ・コーポレーション 大木町

・東京営業所、大阪営業所よりの本社出張には、有明佐賀空港を利用しま
す。
（年１回の方針発表大会、社員研修、商品説明会　総勢３２名　延１００往復）
・本社社員出張等の佐賀空港利用率１０％から５０％に増加します。
・関東・関西地区から来訪される大手ホームセンター、大手量販店、大手通販
業のバイヤー様に対し、有明佐賀空港を積極的にご案内します。

企業使命感：快適創造・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　イケヒコ･コーポレーション
経営理念：イケヒコ・コーポレーションは、日本の住環
境にマッチし磨きぬかれたインテリア商品づくりを通
じ、地場産業の活性化を図り、生活文化の向上に貢
献する。

http://www.ikehiko.com/

68 こだまタクシー(株) 大牟田市

・知人、家族、お客様に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員に対しては有明佐賀空港を利用します。
・タクシー車内に、有明佐賀空港のチラシ等を設置し、ＰＲに努めます。

当社は開業５０年になり、当地区におきましては、大
牟田駅、新栄町駅の構内承認も受け、市民の皆様に
広く利用されています。

70 福岡建設(株) 佐賀市
出張、旅行は、引き続き１００％有明佐賀空港を利用します。

守りたいものがある「豊かな水」下水道事業　Vホール
工法
守りたいものがある「豊かな緑」屋上緑化事業
土壌・土地改良機により高品質の改良土を生産

http:www.fukuokakensetu.co.jp

73 佐賀県森林組合連合会 佐賀市
・出張での有明佐賀空港利用率を１００％にします。
・会員に対し、有明佐賀空港利用を呼びかけます。

地域の森林整備の担い手となり、県民から信頼される
組織づくりと健全で活力ある市域林業の振興に努め
ています。

http://www2.saganet.ne.jp/sagamori/

75 佐賀県赤十字血液センター 佐賀市

・職員の出張については、原則として有明佐賀空港を利用します。
・職員旅行についても、旅行行程で可能な場合は、できるだけ有明佐賀空港
を利用します。

健康な血液が支える貴い生命（いのち）。
患者さんの生命を守るのは献血から生まれる愛の贈
り物。
献血にご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。

http://www.bc9.org

76 （一社）佐賀県自動車整備振興会 佐賀市
会員事業所へ有明佐賀空港利用促進を積極的にＰＲし、職員の出張での利
用率を１０％から５０％にします。

車検・点検整備は国の認証を受けた黄色い看板のﾌﾟﾛ
の整備工場へ！ http://www.jaspa-saga.or.jp
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77 （一社）佐賀県産業資源循環協会 佐賀市
出張での有明佐賀空港の利用率を１００％にします。

環境を守り、産業を支え、住みよい郷土づくりをめざし
て活躍しています。 http://www2.bunbun.ne.jp/~saga-sanpai/

78 佐賀県理容生活衛生同業組合 佐賀市
・出張での有明佐賀空港の利用率を２０％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。

お客様が安心できるお店づくり。
信頼できる技術等のスキルアップを支援する為、講習
会や広報活動を積極的に展開しています。

http://saga-riyo.jp

79 味の素冷凍食品(株)九州工場 佐賀市

1.出張での有明佐賀空港の利用率を限りなく１００％に近づけます。
2.関東圏からの来訪者に有明佐賀空港の活用を呼びかけます。
3.有明佐賀空港でお土産を買うように呼び掛けます。
4.プライベート旅行は有明佐賀空港を使用するように従業員へ呼びかけます。

《いつも安心して、おいしく召し上がっていただくため
に》
原料の生産、加工から商品の包装、出荷まで全ての
プロセスを品質に厳しい目をひからせて冷凍食品を生
産しています。

80 富士通(株)佐賀支店 佐賀市

1.佐賀地区勤務のｸﾞﾙｰﾌﾟ会社含め、出張での有明佐賀空港の利用を推進し
ます。
2.富士通ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員ノ来佐時は、有明佐賀空港の利用を勧めます。
3.出張時の有明佐賀空港の利用率を８０％にする。

富士通グループは、常に変革に挑戦し続け、快適で
安心できるネットワーク社会づくりに貢献し、豊かで夢
のある未来を世界中の人々に提供し、地域密着企業
を目指します。

http://www.fujitsu.com

81 江北町 江北町
・職員の業務及び余暇の有明佐賀空港利用率を３０％ＵＰします。
・職員に対し、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す。

町民全体の町づくり
http://www.town.kouhoku.saga.jp/

82 太良町 太良町
有明佐賀空港の利用率を現行の３０％から５０％に増加します。

http://www.town.tara.saga.jp

83 (株)下村建設 小城市
・有明佐賀空港利用率を５０％から９０％に増加します。
・社員のプライベート利用にも、積極的に利用します。

85 (株)イワフチ 江北町
・出張での有明佐賀空港の利用促進に努め、利用率３０％を目指します。
・社員へ有明佐賀空港の積極的な利用を勧めます。

「きれいな地球を後世に！」を合言葉にゴミ減量化とと
もに資源化の促進を図ります。
未来の子供たちのために豊な自然を大切に守って行
きます。

http://iwafuchi-group.co.jp

86 モロドミ建設(株) 多久市
・有明佐賀空港利用率を原則１００％にします。
・社員旅行では有明佐賀空港を利用します。

建設業の施工活動を通じて住みよい社会環境をつく
り、地域社会に貢献できる事を目指します。

87 九州積水工業(株) 神埼市
＜宣言内容確認中＞
社員の航空機利用の際には、佐賀空港利用をＰＲする。

「お客様第一」志向に徹し、最適の品質、環境にやさし
い製品づくりを目指します。 http://www.kyushu-sekisui.com/index.html

88 (株)サガシキ 佐賀市

・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・送迎デッキ→レストラン→おみやげコーナー）

http://www.sagashiki.co.jp

89 岡本建設(株) 小城市

・出張においては、原則として有明佐賀空港を利用します。
・社員のプライベート利用についても、積極的に利用促進します。
・社員旅行等は有明佐賀空港を利用します。

心身の健康、不屈の努力、仕事への熱意をモットー
に、子どもたちの未来のために豊な環境づくりを目指
します。

90 西岡建設(株) 小城市

・東京方面への出張では、引き続き１００％有明佐賀空港を利用します。
・東京、大阪方面からの来訪者には、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行や家族旅行等は、有明佐賀空港を利用します。

「創造・誠実・信頼」を旨に、社員全員が技術と信頼を
生かし、地域社会の発展に貢献し、顧客に信頼される
会社を目指しています。

91 佐賀県信用漁業協同組合連合会 佐賀市
・有明佐賀空港利用率８０％を目指します。

ＪＡマリンバンクさがは、漁業専門金融機関、そして地
域金融機関として、その本来的機能の適切な発揮と
健全経営に徹しながら広く地域社会の発展に寄与し
てまいります。

92 (株)ヤクルト本社佐賀工場 神埼市
定期的な出張は可能な限り、有明佐賀空港を利用します。

『人も地球も健康に』
ヤクルトは、地域環境全体の健康を視野に入れ、全て
の事業を通じて、世界の人々の健康で楽しい生活づく
りに貢献します。

http://www.yakult.co.jp

93 野村證券(株)佐賀支店 佐賀市
東京出張時は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

＜野村＞ならではの安心・充実のサービスでマネープ
ランをサポートします。 http://www.nomura.co.jp

94 上峰町 上峰町
出張での有明佐賀空港の利用率を３０％から５０％に上げます。

上峰町では「豊な自然、人と文化の息づくまち上峰」を
将来像として、誰もが「生まれてよかった」「住んでよ
かった」と感じる上峰町を築いていきます。

http://www.town.kamimine.saga.jp/

95 (有)安全タクシー 大牟田市
タクシーの車内に佐賀空港の広告塔を掲示し、ＰＲに努めます。 安心・安全・快適輸送

96
（公社）全日本不動産協会　佐賀県
本部

佐賀市
出張における有明佐賀空港の利用率を１００％にします。

不動産業を通じ、皆様の豊かな暮らしと地域の活性化
に努めます。 http://saga.zennichi.or.jp/index.htm



No 事業所名 所在地 宣言内容 事業所ＰＲ URL

97 (株)東馬 神埼市
大阪・東京方面への出張及び営業所から本社への移動には、原則有明佐賀
空港を利用します。

一般的な家具からオフィス用家具まで、オリジナルデ
ザインの商品を製造、輸入し、全国の主要家具店、百
貨店、通販への販売を行っています。

http://www.tohma.net

98
（公財）佐賀県地域産業支援セン
ター

佐賀市

・職員の出張及び東京・大阪方面の講師等を依頼する場合には、原則として
有明佐賀空港を利用するようにします。
・職員が私的旅行をする場合も、できるだけ有明佐賀空港を利用するよう推奨
します。
・関係事業所等に有明佐賀空港の利用を勧めます。

当財団は、県内中小企業等の経営基盤強化、経営革
新、新規開業及び研究開発等の支援を行っています
ので、積極的かつ有効にご活用ください。

http://www.infosaga.or.jp

99 佐賀市 佐賀市

・職員が東京方面へ出張する際の有明佐賀空港利用率を、82.7％から100％
にすることを目指します。
・職員の有明佐賀空港マイエアポートクラブへの加入率を、１００％にすること
を目指します。
・市報や市が主催する行事等において、有明佐賀空港のＰＲを市民へ向けて
積極的に行っていきます。
・首都圏や関西圏から本市へ来訪される方に向けて、有明佐賀空港の利用を
勧めます。

人と自然が織りなす「やさしさと活力にあふれるまち、
さが」 http://www.city.saga.lg.jp

100 佐賀県農業協同組合 佐賀市
・関東、関西への出張は、原則有明佐賀空港を利用することとします。
・来訪者へ有明佐賀空港利用をアピールします。

ＪＡで行う事業・活動を通じて、佐賀県農業の振興と地
域経済の発展に貢献し、輝く未来を創造するため、み
なさまとともに歩んでいきます。

http://jasaga.or.jp/


