2022年度

会社案内

地域に貢献し、共に成長できる空港を目指して！

NABICの

魅力

NABICの大切にする

４つの品質

空の玄関口で、安全快適なサービスを提供。
長崎県の魅力を発信し、地域発展に貢献
長崎県の中央、大村湾に位置する長崎空港は「長崎県の空の玄関口」として重要な
役割を担っています。
当社は、長崎空港をご利用のお客様に安全・快適な空港ターミナルのサービスを
提供し、あたたかみのある楽しい空港づくりを通じて、地域と共に成長できる空港を
目指しています。

安全快適

顧客第一

健全経営

社員満足

NABICの取り組み
安全活動
空港運営は安全が基盤で
す。防災訓練などの訓練に

より長崎空港の安全を守る
活動に取り組み、現在は新

型コロナ感染拡大防止策に
も万全を期しています。

防災訓練

新型コロナ感染拡大防止策

地域貢献
長崎県の世界文化遺産
「長崎と天草地方の潜伏キ
リシタン関連遺産」の維持
保全事業として寄付活動を
行 っ た り 、ジ ュ ニ ア サ ッ
カー大会（NABIC CUP）
を行ったりしています。

世界文化遺産維持保全事業
への支援
（寄付）

NABIC

CUPサッカー大会

沿岸一斉清掃

NABIC はこんな仕事をしています！
長崎空港旅客ターミナルビルの施設運営・賃室、館内案内サービスだけでなく、自社で売店やレストラン運営、
そして航空会社の地上支援業務や旅行業など、空港に関する事業を行っています。

空港ターミナル事業

空港ビジネス事業

施設、旅客サービス

売店、飲食店、広告媒体
イベントスペース運営など

長崎県の空の玄関口の空港ターミナルビルの保守管
理、航空保安・警備、案内業務や有料待合室などに
よるお客様の利便性の向上などにより安全・あんしん・
快適な長崎空港の実現に取り組んでいます。

長崎空港ターミナル施設の価値創造と活用、長崎
らしい魅力あるお土産や食事など、商品・サービス
の開発と提供を行っています。

航空エージェント事業

経営戦略・販売促進事業

航空ハンドリング、旅行

エアライン営業、広報

エアライン（ANA）の代理店として空港の基幹機能
である航空機の運航に関する地上支援業務や、旅行
代理店といった事業を行っています。

経営戦略の企画・立案、新規路線の誘致や長崎空港
の魅力向上などにより新たな価値を創造し、発信し、
各事業の発展向上につなげます。

NABIC LIFE（NABICの働き方）
社員が健康でイキイキと活躍できる取り組み
1. キャリアプラン／キャリアサポート
正社員制度

当社の目指す社員像は、安全・快適なターミナルビルのサービス（ハード・ソフト）を提供し、
お客様にご利用いただき、よろこんでいただけることを仕事のやりがいにし、長崎空港を舞台
に活躍したいという人材を求めています。
空港ビルの運営全体に係る仕事

空港運営のプロフェッショナル
①
総合職 確立された複数の専門性により、将来の空港運営を担っていきます。
定期的に部署異動を繰り返し経験を積みキャリア形成を図ります。

◎異動→全部署・全職種対象

２つの
正社員コース

特定分野の品質を守る仕事

専門分野のプロフェッショナル
②
専門職 航空・旅行・調理・空港サービス・施設の各部門において専門スキルを
磨き品質を守っていきます。
長期にわたる業務経験の蓄積、キャリア形成を図りながら人材育成を
行います。

◎異動→なし※同じ職種内あり

5つのプロフェッショナルコース

1.航空職

2.旅行職

3.調理職

4.空港サービス職

5.施設技術職

教育研修
制度

年齢や役割に応じた階層別研修、各職種における専門教育、その他にもコンプライアンス、
CS、ハラスメントなどの課題教育が年間でプログラムされ、ビジネススキルのステッ
プアップを計画的に行っています。

資格取得

各職種で必要な資格取得（※会社が認めるもの）を費用面などでバックアップしています。

2. 福利厚生
健康増進

永年勤続
表彰

法定の健康診断（生活習慣病予防
健診、一般健康診断）やストレス
チェックに加え、オプション検診、
婦人科検診の費用補助、
インフル
エンザ予防接種の助成、
またメン
タルヘルス相談窓口を設置し、社
員の健康増進に積極的に取り組
んでおり、長崎県と協会けんぽ長
崎支部より
「健康経営増進企業」
に認定（2017年）
を受けています。

選択型福利厚生
（パッケージプラン）
多様な働き方を尊重
し、社員一人ひとりが
レジャーや自己啓発、
健康、生活など様々な
サ ービスメニューか
ら選択し、安価に利用
できる福利厚生サー
ビスを用 意していま
す。

トラベル
エンター
テインメント

自己啓発
選択型
福利厚生

（パッケージプラン）

ライフ
サポート

育児・介護
健康増進

勤続20年で永きにわたり会社に
貢献したことを労う永年勤続表彰
があり、旅行券と表彰休暇が贈ら
れます。

3. 女性活躍推進の取り組み

NABIC では意欲のある女性が活躍できるように雇用環境の整備を図っています。
女性の力を会社の成長や業績向上につなげることを目指し取組みを進めています。

データ
①女性社員比率
（290名：男性130名、女性160名）

女性
男性
100%
55% （290名） 45%

2021年11月現在

②女性管理職比率（目標値30％） ③育休取得実績
（39名：男性30名、女性9名）
※参考：女性取締役 1名

女性
23%
39名

男性
77%

2021年度
2020年度

5名
男性 2名
女性

女性

2名

④女性活躍推進の取り組み

・長崎県女性活躍推進会議への参加
・長崎県が運営する「ながさき女性の活躍応援サイト」に
女性活躍推進企業として掲載
こちらから検索▶

4. その他
取り組み
①コンプライアンス、ハラスメント相談窓口
②生活習慣病健診の付加健診、オプション検診の一部補助
婦人科検診の助成
③社外研修への参加推進

「ながさき女性の活躍応援サイト」
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社

名：長崎空港ビルディング株式会社
ＮＡＧＡＳＡＫ
ＩＡＩ
ＲＰＯＲＴＢＵＩ
ＬＤＩＮＧ ＣＯ．
,ＬＴＤ．
立：1959 年（昭和 34 年）2 月 16 日
本 金：4 億 5,300 万円
業 員 数：290名
（男性130名／女性160名） ※２０21年11月１日現在
上 高：50 億 8,800 万円（2019 年度）、23 億 100 万円（2020 年度）
表 者：代表取締役社長 幸重孝典
在 地：［本社］長崎県大村市箕島町５９３番地
［旅行センター］長崎県大村市箕島町 593 番地 2 第 2 ビル内
革

1959 年
1975 年
1998 年
2008 年
2009 年
2016 年
2019 年
2025 年

会社創立（大村空港ターミナル株式会社）
長崎空港開港
長崎空港ビルディング株式会社に社名変更
乗降旅客数 5,000 万人突破
ターミナルビルリニューアルグランドオープン
会社創立 50 周年
乗降旅客数 1 億人突破
会社創立 60 周年
長崎空港開港 50 周年

長崎空港について
◎滑走路：3,000m×60m
◎乗降旅客数：315 万 9,000 人（2019 年度）、
88 万 8,000 人（2020 年度）
◎3 レターコード：ＮＧＳ
◎乗入航空会社
・国内線 全日本空輸、日本航空、ソラシドエア、
オリエンタルエアブリッジ、スカイマーク
ピーチ・アビエーション、ジェットスタージャパン
・国際線 中国東方航空、香港エクスプレス
◎就航都市（2021 年 11 月現在）
・国内線 東京（羽田・成田）、大阪（伊丹・関西）
名古屋、神戸、沖縄、対馬、五島福江、壱岐
・国際線 上海（中国）、香港（中国）
※運休路線あり

〒856-0816 長崎県大村市箕島町593番地
NABIC ＨＰ
：https://nagasaki-airport.jp/nabic/ 長崎空港ＨＰ
：https://nagasaki-airport.jp

