
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

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。

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

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

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

134 神埼市 神埼市

・本市職員は、原則有明佐賀空港を利用します。
・本市職員に対して、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。

自然と歴史と人が輝く未来都市
http://www.city.kanzaki.saga.jp

201 (株)八雲製作所 神埼市
出張では、有明佐賀空港の利用率を５０％から８０％に向上させます。 自動車や環境関連の部品を製作するプレス専門工場

http://www.ygms.co.jp

204 医療法人聖母会　古賀内科 神埼市
首都圏、関西圏への出張には、原則１００％有明佐賀空港を利用します。

地域の皆さんから信頼と満足を得られる適正な医療・
介護サービスの提供に日々努め、安心で安全な社会
の実現に貢献いたします。

210 (株)馬場製作所 神埼市

・東京、大阪方面への出張は原則として有明佐賀空港を利用します。
・遠方からの来訪者には有明佐賀空港の利用を促進します。
・社員一同、有明佐賀空港の利用を積極的に行います。

㈱馬場製作所は、総合建設業、鋼構造物工事業の2
本柱を主とした事業を通じ、「地域社会に密着し、確か
な技術で社会に貢献する企業」を目指し、日々邁進し
ております。

247 トヨタ紡織九州労働組合 神埼市
東京出張時は、必ず有明佐賀空港を利用します。

259
三愛オブリガス三神株式会社（本
社）

神埼市
出張では、有明佐賀空港の積極的に利用します。

お客様に安心・信頼・満足の提供をモットーにしていま
す。 http://www.sanshin34.com/

283 フルハーフ九州(株) 神埼市
出張の際できるだけ佐賀空港利用を勧めます。

298 タカノフーズ九州(株) 神埼市
出張等で東京方面に行く時は、積極的に有明佐賀空港を利用します。

経営理念「人づくり　健康づくり　食文化づくり」
食品の製造販売が私たちの仕事ですが、併せて立派
な人間をつくり出していくことを、大事にする企業であ
りたいと思います。
私たちの健康づくりは勿論のこと、安全でおいしい、し
かも安い食品をお客様に提供し、広く皆さまの健康づ
くりと、食文化づくりに、お役に立つことを使命と考えて
います。

http://www.takanofoods.co.jp

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
利用します。

健康・福祉・リハビリ・子どものプロフェッショナルを育
てます。 http://www.nishikyu-u.ac.jp

533 佐賀県環境整備事業協同組合 神埼市
・出張での有明佐賀空港の利用率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。

私たちは佐賀の環境を守るため、一般廃棄物の収集
運搬や浄化槽のメンテナンスを行っています。 http://sagaken-kankyou.com/

555 (株)福地建設 神埼市
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員のプライベート利用にも積極的に利用します。

地域貢献

588 (株)岡村建設 神埼市
有明佐賀空港の利用を促進します。

創業以来、「我社は建設業を通じて地域社会の発展
に少しでも、貢献したいという理想を掲げ、日々業務
に励んでまいります。」環境保全の大切さが指摘され
る今、人に優しく、自然を大切に、地域に根差した「人
と自然のコミュニケーション」づくりを目指しています。
建設業界は、これから大変厳しい時代に突入するで
あろうと推測されますが、そのなかでも萎縮することな
く、未知なることに挑戦を続けていきたいと考えます。

590 (株)松本組 神埼市
社員旅行等で、有明佐賀空港を利用します。

人を活かし、会社を活かして、社会に貢献する企業づ
くりを理念にお客様の喜ぶよりよいものを提供できる
よう心掛けています。
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http://www.kumamotodk.co.jp/
http://saga.zennichi.or.jp/index.htm
http://www.takayama-inf.com/
http://www.itimpel.net/
http://www.utsunomiya-corp.jp/
http://www.saga-tamaya.co.jp/
http://www.kyushu-steel.com/
http://www.ktknet.ne.jp/
http://www.kyushu-lp.ecnet.jp/
http://biyo-saga.com/
http://www.i-yamaman.co.jp/
http://www.nishisagasuidou.com/
http://www.boatrace.jp/yamato/
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645 (株)大橋 神埼市
・社員（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。
・社員旅行で有明佐賀空港を利用します。

廃棄物の再利用に必要な環境機械の開発を通じて、
お客様の課題を解決し、お役に立つという意識を全員
で共有しています。独創的で高い技術力と徹底した顧
客思考型の開発プロセスが自慢です。

http://www.ohashi-inc.com/

689
日清医療食品(株)　ヘルスケアフー
ドサービスセンター九州

神埼市
・東京方面より来訪される方へ、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・東京方面へ出張の際は、有明佐賀空港を積極的に利用します。

「おいしく食べて元気に！」をモットーに、医療・福祉施
設・保育の食事サービスのあり方を追及しておりま
す。
ISO9001-HACCP認証取得により、安全・衛星の徹底
に努めております。

http://www.nifs.co.jp/

707 (有)馬場ボディー 神埼市
首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
社員にマイエアポートクラブへの入会を推奨します。

年中無休でレッカー業を行っています。

815 シンエイメタルテック(株) 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
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。

http://www.shinei-metaltec.com/

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

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

834 神埼市観光協会 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

934 社団法人　神埼市郡医師会 神埼市
・会員が出張での有明佐賀空港の利用率を50%以上にします。
・会員の事業所が各々「マイエアポート宣言」をします。

管内の医療業務の向上に努めます。

939 (株)エースホーム 神埼市
・出張での佐賀空港の利用率を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。

県内ハウスメーカーとして安らぎの家づくりに努めま
す。

947 環整工業(有) 神埼市
出張での有明佐賀空港利用率50%にします。

948 (有)井上製麺 神埼市
出張での有明佐賀空港の利用率を50%から100%にします。

創業140年を迎え、食の安心・安全をベースにHACCP
を取得致しました。 http://www.iimen.com/top/index.html

1045 (株)山﨑不動産 神埼市
有明佐賀空港の利用率を高めます。

神埼市神埼町に店舗があり、賃貸（アパート、マンショ
ン、一戸建て、店舗）、仲介、売買仲介、不動産管理を
おこなっております。

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

1047 (株)プレースホーム 神埼市
出張での有明佐賀空港の利用率を25%から70%にします。

家づくりから始まったお客様との出会いを大切にし、
私たちは一生涯のお付き合いを目指し、頑張っていま
す。

http://www.place-home.co.jp/

1056
協同組合 ショッパーズかんざき　サ
ピエ

神埼市
社員（職員）に、有明佐賀空港の利用を勧めます。 地域に密着した店づくりを目指します。

1062 神埼市役所　議会事務局 神埼市
東京出張の際には、100%佐賀空港を利用します。

1155 カネカ西日本スチロール(株) 神埼市
関係会社及び来訪者の出張時は佐賀空港の利用推進を呼びかける。又、当
社の出張にあたっては可能なかぎり佐賀空港利用を宣言いたします。

2009年にEA21を取得し、環境とコンプライアンス、品
質、安全に配慮した会社経営を目指している。

1237 (有)実松製作所 神埼市
出張での有明佐賀空港の利用を推奨します。

1）幅広い溶接技術で安定した品質と価格を提供しま
す。
2）少量、多品種、短期に対応し、各業界のさまざまな
ニーズに対応します。

http://www.sanematu.co.jp

1296 (有)ミマツ工芸 神埼市

・有明佐賀空港利用率を、20％から80％に増加させます。
・関東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。
・関東方面への出張（社員旅行）には、可能な限り有明佐賀空港の利用を勧
めます。

ギフト用デスクアクセサリーや記念品など、木製品小
物の製造を行っています。 http://www.mscoop.jp/

1387 三愛プラント工業(株) 神埼市
積極的に利用します。

いい仕事をする会社を目指し、建築全般・エネルギー
施設の工事 http://www.san-ai-plant.co.jp/

http://www.omuta.fukuoka.med.or.jp/
http://www.hatchando.co.jp/
http://www.sicenter.co.jp/
http://sagamazda.jp/
http://www.dyden.co.jp/
http://www.sagabank.co.jp/
http://www.murai.co.jp/
http://www.petsbest.co.jp/
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1475 神埼工業株式会社 神埼市
現在5％をなんとか20％まで利用率を上げたい。
また、上げるよう努力する。

金属の曲げＲ加工メーカーとして、全国の製造業者さ
ん（造船所・重機メーカー、プラントメーカー、建機メー
カーさん等々）に、機械に納入させて頂いております。

http://www.kanzaki-industry.com/

1507 香月さんちのいちご畑 神埼市
有明佐賀空港を積極的に利用します。
知り合いやお客様にも有明佐賀空港を進めます。

太陽、大地、水の恵みに感謝をして美味しい苺を届け
ます！
人との出会いに感謝して繋がる絆を大事にします。
～苺一会～

http://katsukisan-chi.jimdo.com/

1585 司法書士すえなが総合事務所 神埼市
東京に行く時は、佐賀空港を使って春秋航空日本を使う。（100％目標）

一人で悩まずお気軽にご相談ください。
火曜日は午後8：00まで営業しています。
（秘密厳守）

http://www.office-suenaga.jp/

1590 株式会社フリーマム 神埼市

有明佐賀空港の利用率を80％にします。（出張・私用含めて）
従業員に佐賀発着便の利用を促します。
ソウル便を利用します。

生活者目線で日用品を開発。
“SIMPLE IS BEST”の生活を提案！
展示会や都内取引先を通して弊社の製品を紹介して
います。

http://www.mom.co.jp/

1926 有限会社内川建設 神埼市
・出張の際、九州佐賀国際空港を利用します。

よろこび～この場所から始まる笑顔～
そんな想いを元に皆様の夢のお手伝いをさせて頂く
場所としてぜひ一度見て、触って、喜びを体験して下
さい。

www.uchikawa-k.com

1934 大串製菓店 神埼市
・出張や家族旅行で九州佐賀国際空港を利用します。

和菓子店３代目による手作りの和菓子を提供しており
ます。当店自慢の”ひしぼうろ”も６年目を迎え、好評
価を頂いております。

1979 株式会社　九州ディーソルBCP 神埼市
・従業員の家族もふくめて利用率を上げていきます。

データ入力から出力までノンストップでお手伝いさせて
いただきます。 www.d2sol.co.jp

2011 有限会社　大伸工業 神埼市
社員に九州佐賀国際空港の利用を勧めるとともに、マイエアポートクラブへの
入会を推奨します。

当社は、住宅のリフォームから商業施設、公共事業の
補修工事に至るまで、幅広いニーズに対応いたしま
す。

2162 株式会社　ジョイックストラベル 神埼市
出張や旅行の際は九州佐賀国際空港を利用し、
九州佐賀国際空港のPRを行います。

国際及び国内の旅行手配及び貸切バスによる旅行の
手配も行っております。

www.joix.jp

2163 有限会社　ジョイックス交通 神埼市 出張や旅行の際は九州佐賀国際空港を利用します。
九州内及び関西・東海・関東地区への輸送を行ってお
ります。

www.joix.jp

2164 有限会社　ジョイックスシステム 神埼市 出張や旅行の際は九州佐賀国際空港を利用します。
新型ジャパンタクシーを導入して神埼市市内及び佐賀
市内でタクシー業を営んでおります。

www.joix.jp

2298 株式会社　テクノ九州 神埼市
関東方面の時は利用率100％を目指します。
また、関東方面のお客様には、九州佐賀国際空港を利用してもらえるように、
積極的に勧めます。

基礎杭を通して、命と環境を守ります。 http://techno-kyushu.co.jp

2408 南田産業　株式会社 神埼市 社員旅行や出張等で佐賀空港を利用します。
靴の上部（アッパー）の縫製を行っております。
日々社員の方々と楽しく仕事をやっています。

2589 東洋ビューテイ株式会社佐賀工場 神埼市
・関東方面の往復出張時には九州佐賀国際空港を利用いたます。
・関東方面からの来訪者には九州佐賀国際空港の利用を促進いたします。
・従業員全員が九州佐賀国際空港の利用を積極的に行います。

化粧品のOEM（生産工程の受注）、ODM（企画・設計・
開発から生産まで委託）の会社です。
佐賀工場は2019年4月から稼働開始し、経営ビジョン
である「世界最良のODM企業になる。」
を目指しております。

https://www.toyobeauty.co.jp

http://www.maedanori.biz/
http://www.morehouse.or.jp/
http://okawa-tomato.com/
http://kawashima-ss.co.jp/

