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セキュリティのプロとして、
安全・安心を全力で守り抜く。
当社は、昭和43年（1968年）に「西日本警備保障株式会社」として創立以来、
「誠
実・奉仕・信頼」をモットーに警備技術を培い、中期経営計画において、
「誠実・感謝・

Professional
Security

躍進」に改め、より質の高い警備をご提供するため、不断の努力を重ねて参りました。
その結果、お陰さまをもちまして、今日、業界屈指の警備会社に成長することができま
した。
業務内容につきましては、個人のお客様を対象としたホームセキュリティを含めた機
械警備をはじめ、常駐警備や現金輸送などの警備業全般に及んでいます。また、東京、
大阪、福岡、北九州、長崎では、国内線旅客者数の30％超のハイジャック等防止検査や
受託手荷物検査などの空港保安検査業務も行っており、この分野でのリーディングカン
パニーであります。
さて、かつて日本は「世界一安全な国」と言われていましたが、犯罪の凶悪化、外国
人犯罪の増加など、社会不安がますます増大し、かつ、多様化するなかで、警備業に対
する皆様のご期待は一層の高まりを見せており、そのご期待に応えうる良質の警備を提
供していくことが、私どもに課せられた責務であると考えます。
平成15年（2003年）4月に「株式会社にしけい」と社名を改め、新たなスタートを切っ
た当社は、平成30年（2018年）に創立50周年を迎えました。変化を続ける時代のニーズ
にお応えできるよう、警備員教育の充実、個人情報保護などコンプライアンスの推進や
社内組織・規程の改正などを図って参りました。
今後もあらゆるセキュリティニーズにお応えし、
「安全・安心な社会」の実現に向け、
全社をあげて、より一層の努力を重ねて参る所存でございます。今後とも、変わらぬ温か
いご指導とご鞭撻を賜りますよう、社員一同、心よりお願い申し上げまして、ご挨拶とい
たします。
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Professional Secu rity
皆さまの笑 顔と安全を
守る にしけい

にしけいのネットワーク
本社のある福岡を中心に、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿
児島と九州一円、
東京・大阪に拠点があります。
これらのネット
ワークで、
皆さまの街と暮らしの安全・安心を守ってまいります。
Fukuoka

Saga

九州で生まれ育った警備のにしけいは、
ひたすらにお客さまの笑顔を守り続けてまいりました。
皆さまの安全を守るという
「思い」の強さと、使命感をまっとうするための
不断の努力や創意工夫がにしけいの大きな
「強み」です。

Oita

Nagasaki

Osaka

Kumamoto
Miyazaki
Kagoshima

Tokyo

にしけいの事業内容
にしけいは、
警備のプロとして、
様々な場所や場面で力を発揮
しています。各事業ごとに自らミッション
（使命）
を課すことで、
クオリティの高い警備サービスを提供いたします。

Mission1
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Mission7
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Mission

機械警備

指令センターから地域担当のパトロールカーへ出動指令

先 端 技 術とプロの目で見守る。
直ちに警備員はパトロールカーでお客さまのご自宅へ

近年、IT化の進展に伴い、不正アク
セスやコンピュータウィルスによる被害、
及び内部不正者や外注業者による情
報漏えい事件など、情報資産を脅かす
要因が著しく増加しています。
これらの脅威に対して適切にリスク
アセスメントを実施し、機械警備におけ
る総合的な情報セキュリティを確保す
るために、お客様の情報をお預かりし
ている本社の機械警備を適用範囲と
して、平成29年12月1日、情報セキュ
リティマネジメントシステム「ISO/IEC
27001:2013」の認証を取得しました。

24時間365日オンラインでしっかり見守り、
異常を感知したらお客さまのもとへかけつけます。
にしけいでは、独自の多機能型集中オンラインシステムを構
築し、
お客さまの建物を24時間遠隔監視しています。異常を
感知した瞬間、指令センターからパトロールカーへ即時に指
令。警備員が現場へ急行します。
指令センターでは全地球測位システム
（GPS）
と地理情報シ
ステム
（GIS）
、
パトロールカーにはカーナビゲーターと携帯端
末を搭載しているため、現場の情報がリアルタイムで共有で
き、
あらゆるセキュリティニーズに対応できます。
※一部地域では運用していません。

多機能型集中オンラインシステム
にしけいの

強み
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最先端のオンラインシステムにより、現場と指令
センター、
パトロールカーがリアルタイムで情報を
共有。にしけいは、安全・安心を提供いたします。

独自のオンライン監視システム
侵入警報
侵入者を感知する各種センサーの異常
を、指令センターへ自動的に通報します。

〈機械警備の流れ〉

異常発生！
（お客さま）

状況に応じて通報

携帯端末・無線等による指令

にしけい
パトロールカー
緊急出動

お 客さま

火災・ガス警報

非常押しボタン
（PC）通報

室温の上昇や空気の異常を警備機
器が早期に感知し、火災やガスもれを
自動的に通報します。

急病や事件、事故などの緊急・非常
時に、非常押しボタンを押すだけで、
異常をすばやく通報します。

指令センターを核にした5つの安心システム

機械による自動通報

にしけい
指令センター

JQA-IM1473

110・119番
電気・ガス

ナックス
（NACS）
システム

入退管理
システム

画像伝送
システム

マンション設備移報・
戸別監視システム

ホームセキュリティ
システム

金 融 機 関 の A T Mコー
ナーや店外ATMコーナー
をトータル管理。登録され
た時間に自動的に開・閉
店させたり、ATMの運行
や警備状況などの監視を
行います。

個人識別カードや
指紋などの生体認
証装置を使って、
誰が、いつ入退し
たかを管理するとと
もに、部外者の侵
入を防ぎます。

監視カメラの映像
を指 令センターへ
送 信 。状 況によっ
ては、オンラインで
つながったマイクで
音声による威嚇や
案内を行います。

マンションに設置され
た設 備 監 視 盤から信
号を受信し、火災や設
備 の 異 常を監 視しま
す。戸別監視システム
では、各戸別に監視す
ることができます。

ご家庭とオンラインで結ばれた
指令センターで24時間安全を
監視。不審者の侵入や盗難、
火災、
ガスもれ、急患など、緊
急事態に直ちに対応します。
ま
た、住まいの保険（盗難補償・
火災補償）
も付保できます。

詳しくは
6ページへ
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Mission

2

ホームセキュリティ

日々の 暮らしを
隙 なくガードする。

警備機器の操作は簡単。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザインです

お客さまのニーズに合わせた最適なプランをご提案

オンラインで結ばれた指令センターが緊急事態に対応。
24時間365日、パーフェクトな守りをお約束します。
設置された警備機器が異常を感知すると、電話回線を通じ

■にしけい住宅用システム

て指令センターへ自動通報。信号を受信した指令センター
では、状況を確認し、直ちにお客さまの地域担当パトロール
カーへ出動を指令します。現場へ駆け付けた警備員は、
お客
さまの代わりに点検し、状況に応じて110番や119番などへ
通報するなど適切に処置。
「泥棒が入ったら…」
「寝ている
間にガスもれや火事が起きたら…」
「急に体が動かせなくなっ
たら…」
そんな不安から大切な家族を守ります。

豊富なシステムラインナップ
にしけいの

強み
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盗難や不審者の侵入、火災やガスもれ、
さらには急患対
応のほか、高齢者向け見守りサービスを提供。異常があっ
た場合、
メールで家族に知らせるタイプとお客様の要請
に応じて警備員が駆け付けるタイプをご用意しています。

盗難監視

火災・ガスもれ監視

感熱センサーやマグネットセ
ンサーなどの感知器を要所
に設 置し、侵 入 者を確 実に
キャッチします。感知器が反
応したときは、
ブザーやフラッ
シュライトでお知らせします。

火災や気づきにくいガスもれを
素早く感知し、危険を警告する
機器をご用意。設置しておくだ
けで留守中や就寝中も安心し
て過ごせます。

不審者監視

急患監視

不審者の侵入時や身の危険
を感じた時に指令センターに
知らせることができる非常押
しボタンや、訪問者をモニター
で確認できるカメラ付きイン
ターホンをご用意しています。

家庭内の事故で体が動かせな
くなった時や急に具合が悪く
なった時に、周囲の人や指令
センターに異常を知らせる機器
をご用意。高齢者や一人暮ら
しの方に安心のシステムです。

より確実な警備のために（取扱商品のご案内）
■防犯グッズ
センサーライト

カメラ付きインターホン

ネットワークカメラ

人が近づくとライト
を点灯または点滅さ
せ、侵入者を心理的
に威嚇します。

訪問者を事前に確
認できます。
また、留
守中の訪問者の録
画もできるので便利
です。

インターネットに接続
するだけでスマート
フォン等で遠隔地か
ら室 内の様 子がご
覧になれます。

非常用持ち出し袋

住宅用火災警報器

消火器

生きるために必要な
食料品や飲料水な
どをまとめたセット商
品です。

煙が発生すると音声
やブザー音でお知ら
せします。平成23年
からすべての住宅に
取り付けるよう義務
化されました。

女性や高齢者でも
操作が簡単で使い
やすい消火器や天
ぷら油火災専用の
消火器をご用意して
います。

■防災グッズ

NISI K Company Profile
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Mission

3

施設警備

危 機 管 理 能 力を
最 大 限 に発 揮 する。

大型施設の警備

モニターによる監視

施設ごとに求められる多様な警備業務に対し、
的確な判断と柔軟な対応で安全を確保します。
公共施設やレジャー施設、発電所や工場など、施設によって
求められる警備内容は異なります。にしけいでは、求められる
警備内容を確実に遂行するため、
いずれの施設においても、
カスタマイズされた警備仕様に基づき対応しています。
また
施設の窓口として、企業のイメージアップにつながるよう努め

施設警備業務システム
施設に応じた警備・防災業務

特殊施設の警備業務・防災センター業務

あるときは毅然としたガードマン、
またあるときは施設の窓口として
の心優しいサービスマンと、施設警備では求められる警備業務は
お客さまごとに異なります。不特定多数の人が出入りする施設や
ビル・イベント会場では、
オールラウンドな状況判断と、有事に対
する最新の危機管理能力をもっていなければなりません。にしけ
いでは、豊富な経験を積んだプロの警備員が、24時間・365日、
施設とそこを利用する人々の安全の維持に努めています。

常に細心の注意力が必要とされる発電所などの特殊施設では、
経験で培った判断力によりあらゆる分野の防災センター業務を
行っています。
また、迅速な消火・救急活動を念頭に置いた消防
訓練に励むなど、各種研修を受けたエキスパートが24時間安全
を守っています。

ています。

有事を想定した危機管理能力
にしけいの

強み
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にしけいでは、
セキュリティの知識や技術と体力を
備えた警備員が施設警備を担当します。訓練を
重ねて身につけた危機管理能力で、犯罪や危機
を素早く察知。質の高い警備を提供します。

NISI K Company Profile
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Mission

4

Mission

5

インフォメーション

施 設の 温かな
“顔”
になる。

チ ームワークで
混 乱やトラブルを防ぐ。

スムーズな誘導と丁寧な接遇で、
大規模イベントの成功を
サポートします。

多様化するニーズに
お応えするため、
信頼と品性を兼ね備えた
プロ集団を育成しています。

花火大会や市民マラソン、祝賀パレードなどのイベントには、
大勢の観客・観衆が訪れ混雑します。にしけいでは事故や犯

にしけいでは接遇などを中心に外部の専門家に教育を委託

罪を未然に防止し、参加者の安全と安心を確保するため、警

するなど、配備されるスタッフの育成に力を注いでいます。来
場されるお客さまが楽しく温かな満足感を得ていただけるよ
う、常に温かく親切な姿勢で接し、心のこもったサービスをご
提供しています。

グローバルな感性
にしけいの

強み
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国際感覚をもったスタッフが、心のこもったサービ
スを提供。外国語にも対応できるスタッフも育成
しています。

雑 踏・交 通 誘 導 警 備

企業受付業務
企業におけるインフォメーションは、単なる受付ではなく、
第一線でお客さまに接する企業の
“顔”
という重要な役割
があります。にしけいでは、
おもてなしの心を持つスペシャ
リストを育成しています。

施設案内業務
文化施設や商業施設には、
専門知識をもったインフォメー
ションスタッフを配置し、機械では行き届かないきめ細か
な案内サービスをご提供しています。

備員の配置や重点箇所の洗い出しまでをトータルに計画。業
務内容に応じて有資格者を配置し、適切な交通誘導と安全
確保を行っています。緊急時も適切かつ迅速に対応します。

チームワークとマナー
にしけいの

強み

雑踏警備業務では、警備員の連携によるスムー
ズな誘導はもちろん、来場された方が気分を害さ
れない接遇も大切です。丁寧な対応と言葉遣い
を心がけ、主催者のイメージアップにもつながるよ
う努めています。

交通誘導業務
イベント会場や駐車場、道路工事等において、豊富な経
験を有した警備員が人や車の誘導を行い、安全の確保と
渋滞の緩和に努めています。長年の経験に裏打ちされた
確かなノウハウでアクシデントを未然に防ぎ、
イベントや工
事の安全をサポートしています。

NISI K Company Profile
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Mission

6

現金輸送

売上金の回収

安 全、確 実、迅 速に 遂 行 する。
警備輸送業務

精算業務

ハイレベルなスキルと輸送プログラムで、
安全、確実、迅速に現金等を回収・配送します。

現金集配金サービス業務
お客さまからお預りした売上金を、
にしけい精算センターで精査・保管し、指定金融機関へ
入金処理などを行います。売上金の精算など管理事務の効率化が図れるとともに、運搬
や保管などに伴うリスクを解消することができます。

犯罪に巻き込まれるような事態も想定される現金輸送警備。
にしけいでは、厳しい適性検査や各種研修・教育プログラム

特殊訓練を積んだ警備隊員

をクリアした現金輸送警備隊員、
そして安全な輸送路線を
選定確保する輸送プログラムにより、安心の警備サービスを
ご提供しています。

強み

業務の高品質化と
顧 客 満 足 度 のさら
なる向 上をめざし、
国際品質基準であ
るISO9001の認証
を取得しました。

12

にしけいの

現金輸送には最新のシステムを駆使した
特殊車両を使用します。
また、警備隊員に
は、基本訓練の他、独自の警備訓練を実
施。特殊訓練を積んだ警備隊員だけが業
務を遂行します。こうして培った、
にしけい
の警備の質の高さは、襲撃回数「０」
とい
う数字が物語っています。

現金輸送警備隊員
警備訓練
現金輸送のプロフェッショナルを育
成するために、全現金輸送警備隊
員を対象に大規模な訓練を実施し
ています。すべての現金輸送警備
隊員は、現金輸送車の出発前の点
検要領や運行時・受け渡し時の警
戒要領、襲撃を受けた時の対処要
領などを習得しています。

ＡＴＭ現金補填業務
コンビニエンスストアや無人店舗な
どに設置されたATM
（現金自動預
払機）
に現金の補充を行います。

CI/3567
（J）

NISI K Company Profile
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Mission

7

空港保安検査

航空機の
安 全 運 航をサポートする。

ハイジャック等防止検査業務

40年以上の経験と実績による徹底した保安検査で、
安全で快適な空の旅をサポートします。
にしけいは、昭和50年
（1975年）
の空港保安検査開始以
来、
お客さまに安全で快適な空の旅を楽しんでいただくため、
ハイジャック等防止検査を行っています。40年以上の経験
と実績でお客さまから信頼を受け、現在、国内5空港でハイ

ハイジャック等防止検査業務
金属探知器やX線透視手荷物検査
装置など、最新の検査機器を使用して
ボディチェックや手荷物検査を行い、
ハイジャックなどの不法行為を未然に
防ぎます。

Nagasaki
Fukuoka

受託手荷物検査業務

Kitakyushu

最新の検査機器を使用して貨物室に
預けられる手荷物の検査を行い、航空
機爆破などの不法行為を未然に防ぎ
ます。

ジャック等防止検査や受託手荷物検査などの業務を展開し
ています。航空機の安全運航をサポートすることで、空の安
全・安心を日本各地へ、
そして世界へとつないでいます。

Osaka
(Itami)

受託手荷物検査

40年以上の信頼と実績
にしけいの

強み
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国内5空港で国内線旅客数約1億人の30％超の
空港保安検査を行うなど、
この分野でのリーディング
カンパニーです。

Tokyo
(Haneda)

NISI K Company Profile
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Service of

NISI K

Basis of

［にしけいのサービス］

［にしけいの人材育成］

防犯カメラシステム

その他の
サービス

NISI K

24時間、
オフィスや住ま
いの周辺を見守ります。
カメラを設置することで
犯罪の抑止につながり、
映像を録画することで証
拠としても役立ちます。

人間形成を含めた独自のプログラムで、
セキュリティのプロフェッショナルを育成しています。
頼もしく信頼できる警備業務の実現に向け、
にしけい
では人材育成に力を入れています。知識や技術を教
育するだけでなく、
仕事への意識や誇りを深めることに
も重きをおき、社外講師によるマナー教育を盛り込む
など独自の教育研修を展開しています。
また、
「 部門

入退管理システム

ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）

別教育」
「能力別教育」
「管理者教育」
など、
目的に応

指紋などの生体認証装
置を使って、誰が何時に
出入りしたのかを管理す
るシステムです。

突然の心停止で倒れた
時に安心なＡＥＤセットを
ご用意しています。

じた教育を実施し、
より専門性に長けたセキュリティの

にしけい研修センター
にしけいでは、研修室やトレーニング場、宿泊室を備えた研
修専用施設を完備。警備の基本知識や技術などの標準
化を目指した集合研修を行っています。部門別、階層別研
修の実施により、個人の能力やプロ意識のさらなる向上を
目指しています。

プロフェッショナルを現場に送り出しています。
さらに、
警備員指導教育責任者や機械警備業務管理者、各
業務の検定試験などの国家資格取得を積極的に支
援しています。

火災保険

消防設備点検

機械警備をご契約のお客
さま向けに、火災保険を
ご用意しています。

消防法で義務付けられ
た年２回の消防設備機
器の定期点検をはじめ、
設備のメンテナンスや消
防訓練の実施などの業
務を行っています。

巡回警備業務

障害対応業務

年末年始やゴールデン
ウィークといった長期間
不在にするときに、事務
所 、店 舗 、邸 宅の巡 回
警備を実施します。

銀行やコンビニ等に設置
されているATMの紙幣
のつまりや機械のトラブ
ルの対応をいたします。

マナー研修メニュー
●

お客さまのニーズに的確に対応する警備会社のサービス

●

万国共通言語としての笑顔＆警備業務で育む立ち居振る舞い

●

言葉遣い見直しのポイント

●“にしけい”
の歩く広告塔としての自覚

16

講師活動
独自の教育研修によって、
にしけいではこれまで多くの有資格
者を輩出してきました。なかには、警備業協会等が行う警備業
務検定の講師として、社外で講師活動を行っている社員もいま
す。
こうした経験豊富な社員が社内での研修を指導することに
より、社員同士のコミュニケーションやチームワークが生まれ、全
体のレベルアップを図っています。

NISI K Company Profile
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Basis of

NISI K

Outline of

［にしけいのコンプライアンス］

［にしけいの会社概要］

コンプライアンス
（法令遵守）意識の向上をめざし、
実行性の高い行動を推進しています。
コンプライアンス体制

個人情報の保護

にしけいは、社会の安全確保に貢献できる会社として、法
令を遵守し、社会秩序を乱す行動をしない良識ある企業活
動を展開することを使命と考えています。
そのため、社員一
人ひとりがリスク管理の一環としてコンプライアンスの意識
を持ち、問題発生の可能性がある場合は、
自主的に是正
することの出来る人材の育成を推進しています。具体的に
は企業理念である
「誠実・奉仕・信頼」
を実施するうえで、
企業倫理の面から体制の整備をはじめ、研修やツール提
供を通じた教育を中心に取り組んでいます。
取締役会

にしけいは、個人情報保護の推進も積極的に行い、社内
組織・規程の改正、警備員教育の充実などを図るととも
に、体制の構築も行っています。個人情報を取り扱う所属
ごとに管理責任者を置き、不正アクセス、漏洩、滅失、
また
は毀損のリスクに対する安全管理を実施。社員一人ひとり
の個人情報保護への意識を高めるとともに、個人情報の
取り扱いに対する要望、意見などについては、特に適切か
つ迅速に対応する体制を整備して運用に努めています。

九州一円をはじめ、全国を視野に入れた
強固なネットワークで全社一丸となり、
安全・安心な社会づくりに努めてまいります。
会社概要
商

取締役会

監査役

代表取締役社長

西日本シティ銀行／福岡銀行／筑邦銀行／

福岡市博多区店屋町5番10号

北九州銀行／佐賀銀行／十八親和銀行／

立

昭和43年4月15日

肥後銀行／大分銀行／宮崎銀行／鹿児島銀行／

金

7,900万円

JA福岡信連／福岡信用金庫

資

本

代表取締役社長
業 員 数

主要法人株主

大坪 潔晴

事

業 内 容

機械警備／ホームセキュリティ／施設警備／

4,000名

インフォメーション／雑踏・交通誘導警備／

九州電力
（株）
／西日本鉄道
（株）
／

現金輸送／空港保安検査／

（株）
西日本シティ銀行／
（株）
九電工／

セキュリティ商品の設計、販売、施工／

（株）
筑邦銀行／損害保険ジャパン日本興亜
（株）
／

消防用設備点検業務／ATM等障害対応業務

西部ガスリビング
（株）
／
あいおいニッセイ同和損害保険
（株）
／

安全管理措置

コカ・コーラボトラーズジャパン
（株）
／

委員長

（代表取締役社長）

推進委員

社外推進委員

コンプライアンス室

社内
相談窓口
社外

事務局

主要金融機関

設

個人情報の保護組織

コンプライアンス推進委員会

株式会社にしけい

本 社 所 在 地

従

監査役

号

コンプライアンス推進組織

（取締役・各部門から選任）

NISI K

総合窓口

（株）
九州リースサービス／

お客さま窓口

（株）
イ・アエラ

沿

支社推進委員会

革

1968年
（昭和43年） 西日本警備保障
（株）
設立

委員長（支社長）

1971年
（昭和46年） 機械警備業務開始

推進委員（各部門から選任）

福岡空港の警備業務開始

事務局

1975年
（昭和50年） 福岡空港ハイジャック等防止検査業務開始
1977年
（昭和52年） 特定貨物自動車運送事業免許の許可により、
現金輸送業務開始

暴力団等反社会的勢力排除宣言
にしけいは、
人の生命、
身体、
財産を守る安全産業としての
自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めるとともに警
備業に対する社会的信頼を高めるため、外部専門機関と
連携して、組織的に次の事項を実践し、暴力団、暴力団関
係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴ
ロ、特殊知能暴力集団、
その他の反社会的勢力を排除し
ます。
１．私たちは、暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を
遮断します。
2. 私たちは、暴力団等反社会的勢力とは、商品及びサー
ビスの提供その他一切の取引を行いません。
3. 私たちは、暴力団等反社会的勢力による不当要求は、
断固拒否します。
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運輸安全マネジメントへの取り組み
〈輸送の安全に関する基本方針〉
１．にしけいは、輸送の安全確保が事業経営の根幹であ
ることを深く認識し、従業員に輸送の安全確保が最も
重要であるという意識を徹底させます。
2. 運輸安全マネジメントを確実に実施し、全従業員が一
丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安
全性の向上に努めます。
3. 輸送の安全に関する法令等をよく理解するとともに、
こ
れを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。
4. 輸送の安全に関する情報を積極的に公表します。

1978年
（昭和53年） 関連会社 西日本環境保障
（株）
設立
1988年
（昭和63年） ホームセキュリティ業務開始
1991年
（平成 3年） 関連会社
（有）
エヌケイサービス設立
1994年
（平成 6年） 関連会社
（株）
西警セキュリシス設立
2003年
（平成15年） 「西日本警備保障
（株）
」
から
「
（株）
にしけい」へ改称
2008年
（平成20年） 関連会社「西日本環境保障
（株）
」
から
「
（株）
にしけいメンテナンス」へ改称
「
（有）
エヌケイサービス」
から
「
（株）
にしけい保険サービス」へ改称
2009年
（平成21年） 関連会社「
（株）
西警セキュリシス」
から
「
（株）
にしけいセキュリティサービス」へ改称
2018年
（平成30年） 九州安全モーター
（株）
が関連会社となる

NISI K Company Profile
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久留米市東櫛原町700-1
TEL（ 0942）46-9322
久留米市東櫛原町700-1
TEL（ 0942）46-9322

福岡県糟屋郡粕屋町柚須133-1
TEL（ 092）710-4420
福岡県糟屋郡粕屋町柚須133-1
TEL（ 092）710-4420

玄

海

支

社

佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字野崎5065-1
TEL（ 0955）51-3400
福岡市博多区店屋町5-10
（にしけい本社ビル3F）
TEL（ 092）281-8588

鳥 栖 営 業 所

鳥栖市元町1310-8
長崎市江里町1-8
TEL（ 095）847-7555

長崎空港事務所

福岡市博多区店屋町5-10
（にしけい本社ビル3F）
TEL（ 092）281-8588

大村市箕島町593（長崎空港ビル1F）
TEL（ 0957）52-5135

TEL（ 096）363-6444
444

宮崎市霧島5-43-1
TEL（ 0985）20-6110
都城市平江町13-17

福岡市早良区有田2-15-17

福津市若木台5-21-1
TEL（ 0940）34-3840

（第1旅客ターミナルビル4F）

行橋市中央1-2-13（3F）

福岡市博多区下臼井767-1
（国内線旅客ターミナルビル内）
TEL（ 092）611-7726

北九州空港事務所

株 式 会 社 にしけ いメンテ ナ ンス

福岡市博多区店屋町5-10 にしけい本社ビル2F
TEL（ 092）283-7030

株 式 会 社 にしけ い 保 険 サービス

福岡市博多区店屋町5-10 にしけい本社ビル2F
TEL（ 092）402-0714

株式会社 にしけいセキュリティサービス

福岡市博多区店屋町5-10 にしけい本社ビル2F
TEL（ 092）261-2470

九 州 安 全 モーター 株 式 会 社

古賀市青柳3108-7
TEL（ 092）942-1100
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北九州市小倉南区空港北町6番
（北九州空港ターミナルビル2F）
TEL（ 093）475-2550

各種自動車整備・検査、部品・用品販売、登録手続
きなどに関する業務を行っています。

