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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。

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。

113 大川市

大川市

・本市職員が出張する際の有明佐賀空港利用率１００％を目指します。

古賀メロディのふるさと
インテリアのまち
－大河の流れ 川郷（せんきょう）大川－

http://www.city.okawa.fukuoka.jp

127 大商産業(株)九州支店

大川市

・出張での佐賀空港の利用率（佐賀⇔東京）を５０％以上に引き上げます。
・社員旅行での佐賀空港の利用を図りたいと考えます。
・個人の観光旅行にも関東の観光地を検討して、佐賀空港を利用したいと考
えます。

北海道から沖縄まで 全国の有力家具販売店様へ現
代のニーズに合った家具を提供しております、若々し
い卸商社です。

http://www.daisho.info/

243 (株)添島勲商店

大川市

・有明佐賀空港利用率を５０％に増加します。
・東京方面、大阪方面から来訪される方へ、積極的にご案内いたします。

大川はデザインされたイグサ（花ゴザ）の日本一の産
地です。弊社はいぐさデザインの開発で世界に情報発
信を行っています。

http://www.soejima.com

302 タンスのゲン(株)

大川市

出張など首都圏や、上海への航空機利用の場合、有明佐賀空港の利用を促 タンスのゲンはネット通販を通して、お客様に感動と笑
進します。
顔をお届け致します。

325 (株)松田家具

大川市

我社は可能な限り佐賀空港を利用します。

（株）松田家具は、創業以来、その時々の時代ニーズ
に対応した家具づくりを通じて、生活創造というスタイ
ルで社会に貢献してきました。言い換えるならば、そ
れはあたたかい団欒を囲む幸福な笑顔づくり・・・
これからもずっと変わることなく、日本の家族の笑顔を
しっかりとサポートしていきます。

355 (株)松田コーポレーション

大川市

近くて便利な佐賀空港を積極利用します。

時代のグローバル化に対応するため、海外から家具
製品、家具資材を輸入販売する法人です。

356 大川信用金庫

大川市

出張時には、可能な限り有明佐賀空港を利用して、利用率９０％を目指しま
す。

私たち「大川信用金庫」は健全経営をモットーに地域
を支える金融機関として、専門性・独自性を追求し、地
域の皆様にとって最も身近な金融機関であることを目
指しています。

http://www.shinkin.co.jp/ookawa

393 (有)阿津坂商事

大川市

出張時は佐賀空港を利用します。

化学製品を使用せず、自然素材の資材販売。
安全・安心な健康生活を支援。

http://www.atsusaka.com/

397 (株)アルファタカバ

大川市

出張での有明佐賀空港の利用をより強化したいと思います。

カラフル家具とディズニー家具を作っています。
夢のある商品作りがモットーです。

http://www.takaba.com/

442 日本ファイバー(株)

大川市

関東圏に横浜・千葉・埼玉の事業所、西海岸 千葉店・厚木店の出店により、
東京出張の際地のりの便利な佐賀空港を100％利用します。

九州・岡山・関東圏に20ケ店舗をもつ西海岸の会社で
す。

http://www.nippon-fi.co.jp/

446 (株)園田産業

大川市

出張の際は必ず佐賀空港を利用します。

ダイニングセットを中心に、ダイニング・リビングルーム
の家具をトータルで造っております。

447 (有)貞苅椅子製作所

大川市

社員・家族みんなで利用して佐賀空港を応援します。

木製椅子、テーブルの製造を手掛けて50年
椅子の事なら「貞苅椅子製作所」へお任せください。

http://www.sadakari-isu.co.jp/

452 インテリアツツミ

大川市

佐賀空港便がある方面への移動は、なるべく佐賀空港を利用します。

国産大川家具だけを全国に通販しています。

http://www.okawakagu.com/

出張の際は有明佐賀空港を積極的に利用します。

1948年の設立以来、「トータル空間創造企業」として、
住宅や医療・介護施設、スポーツジム、公共施設など
多様な空間を構成する木質系製品の製造を行ってい
ます。
「デザイン性」「機能性」「安全性」に優れた新しい空
間・生活スタイルの創造、ご提案をしています。

http://www.ishimok.co.jp/

453 (株)イシモク・コーポレーション

大川市

http://www.sekikagu.co.jp

http://www.tansu-gen.co.jp

http://www.matsudakagu.co.jp
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株式会社エトウは、1920年「家具の街・大川」で製材業
として誕生いたしました。長年培った「木」の知識や加
工技術を基本に、家具の設計、製造、輸出入事業を
行っております。2020年の100周年に向け「マーケット
はアジア、そして世界へ」のテーマでグローバルに活
動を展開してまいります。

URL

455 (株)エトウ

大川市

国内出張は、有明佐賀空港を利用します。

456 (有)三丸家具工芸

大川市

出張時、佐賀空港を利用します。

民芸家具製造販売を行っています。
販売ギャラリー三丸家具民芸館では、デザイナーが直
接オーダー家具の提案をしています。

461 (株)サン

大川市

関東方面の出張の際には、必ず有明佐賀空港を使います。

創業昭和59年以来、順調に業績を伸ばしています。
従業員一人一人が責任感に富み、活気あふれる職場
です。今後一層の発展を目指しています。

471 岡家具工業(株)

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用し、路線拡大を目指します。

素材を活かした物作り

479 (有)マルヨシ民芸家具

大川市

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６０％から８０％に増加します。

TVボード、ワードローブ、チェスト、オーダー家具等を
製造

485 (株)モーニン

大川市

関東方面の出張は、有明佐賀空港を利用します。

畳ベッド・スノコベッド・二段ベッド・別注ベッドなど、大
川工場で安全・安心な国産ベッドを開発製造していま
す。

http://www.mornin.co.jp/

489 (有)岡インテリア工業

大川市

東京行きは、佐賀空港を利用し、
関係のお客様には、佐賀空港を勧めます。

特注家具製造専業81年
貴方の部屋に世界で一つの家具を製造いたします。

http://oka-interior.com/

494 広松木工(株)

大川市

有明佐賀空港の良さを広げます！

私達は、私達が良いと思うもの、美しいと感じるものを
作り続けています。私達が作り出したものは、きっと皆
様の心にひびくと信じています。

http://www.hiromatsu.org/

500 (株)白谷運輸

大川市

出張での有明佐賀空港の利用率を20％から50％にします。

東北、関東、中部、北陸へ定期便運行 迅速・丁寧に
対応します。

501 (株)エーイーシー

大川市

社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。

新築、オール電化、太陽光発電

502 宝燃料工業(株)

大川市

・出張での佐賀空港利用率を50％から100％にします。
・首都圏からの来訪者に佐賀空港利用をすすめます。
・社員旅行で佐賀空港を利用したいと思います。

家具の町 大川市の製材鋸屑を原料とし、加工木炭
製造販売及び、活性炭製造販売の会社です。加工木
炭は主に焼鳥、焼き肉店に販売し、更に、床下調湿炭
土壌改良材として販売しています。

504 新運輸(株)

大川市

・出張での佐賀空港の利用率を30％から50％にアップするよう努力します。
・取引先にも佐賀空港の利用をすすめます。

日本全国の拠点を結ぶネットワークとあらゆるニーズ
に対応する輸送体制

大川市

東京出張の時は佐賀空港を100％利用します！

(株)エレガントウッドコーポレーションは、内装デザイン
パネルを中心にデザインの開発・製造・販売をおこ
なっております。
デザイナーの想像をカタチにするお手伝い、ニーズに
お応えしております。

http://www.elegantwood.net

http://www.kirikoubou.com/

http://www.kouhoukai.org/

522

(株)エレガントウッドコーポレーショ
ン

534 桐里工房

大川市

・出張や個人の用事でも有明佐賀空港の利用率を90％使います。
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。

来年で100年を迎える総桐たんすの製造元です。福岡
県特産工芸品の指定を受け、社長は現代の名工にも
選ばれています。伝統の家具を始め、最近は羊毛桐
材（特許出願中）を使ったベッドやイス、他に囲炉裏、
ダイニング等々、様々な桐のアイテムの商品がありま
す。小物ではトレイ、お椀、コップ等、可愛い小物達も
揃っています。工房にはギャラリー「桐蔵」もあり、全国
から取り寄せた珍しい小物達もあります。ぜひ足をお
運び下さいね。

545 医療法人社団 高邦会 高木病院

大川市

首都圏方面の出張は有明佐賀空港を推進します。
首都圏からの来訪者には有明佐賀空港を勧奨します。

「生命の尊厳、生命の平等」を医療理念に掲げ、患者
さまの立場にたった、患者さまから信頼される、安全
で良質な医療の提供に努めます。

552 (有)古典木工

大川市

出張の際には、佐賀空港を利用します。

屋久杉を使った民芸タイプの家具を造っている会社で
す。

553 (有)アイデイエフ

大川市

当社は佐賀空港を利用します。

200坪という西日本最大級のカントリーSHOPです。店
内には、たくさんの雑貨があふれています。
また、カントリーオーダー家具、キッチン、洗面台、リ
フォーム、ガーデニング等、ライフスタイルをトータルで
プロデュースします。

571 (株)ウッドジャパン

大川市

佐賀空港を積極的に利用します。

日本一の家具産地を宜しく！！

http://www.eto-web.com/

http://www.okakagu-spaccio.co.jp/

http://idf761.com/

No

事業所名

所在地

宣言内容

事業所ＰＲ

URL

573 (株)丸八ガラス店

大川市

出張・レジャーでの有明佐賀空港の利用率を90％にします。

国産・輸入等あらゆるガラスの加工を手がけ、お客様
のニーズに合わせ、曲げ・強化・印刷・フィルム貼り・
塗装ガラス・UV接着など、スピーディーな対応で家具
用・建材用・別注を承ります。

574 (株)共栄ベスト

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用します。

弊社は、「お客様第一」をあらゆる活動の原点におき、
「安心と信頼をあなたに」をモットーに、未来に向かっ
て挑戦し、地域に貢献する企業であり続けます。

http://www.kyoueibest.co.jp/

583 (株)庄分酢

大川市

出張での有明佐賀空港の利用率を100％にします。

創業三百年、昔から伝わる長期醸造法にこだわり、原
料も有機などにこだわり、まろやかでコクのある上質
な食酢が特徴です。

http://www.shoubun.jp/

630 (株)ウッドサークル

大川市

有明佐賀空港と大川との地理的条件によるベストビジネス宣言!!

住宅・家具・医療施設に関する特殊技術（FCC）を有す
る国内唯一の企業。

http://www.immwood.jp/

668 (株)江頭仏壇店

大川市

東京出張の時は、片道は必ず有明佐賀空港を使います。

仏壇仏具の総合販売店。仏壇常時展示本数は、九州
1番の350本以上

http://www.butsudan.co.jp/

713 (株)井上企画

大川市

出張での有明佐賀空港の利用率50％から80％に増加します。

総合木材販売・加工を取り扱っています。（家具・建築
資材、集成材、天板、注文テーブル製造 等取扱）

724 大川商工会議所

大川市

・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。
・職員及びその家族に佐賀空港の利用を促進します。

税務、金融、労務、経営相談など事業を行う上でご相
談がありましたら、お気軽にご相談ください。

784 清力酒造(株)

大川市

佐賀空港の利用を50％から80％にします。

創業130年の伝統ある蔵元です。清酒・焼酎以外に
も、米・麹・水だけで一切の添加物を使用しない甘酒
や良質の酒粕で造る奈良漬も好評です。

797 (株)産商

大川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を80％から100％にします。
・本社と関東営業所の往来には、有明佐賀空港を利用します。
・弊社主催、家具産地ツアー時には、有明佐賀空港を利用します。

モダンデザインから和の民芸家具まで、あらゆる家具
の企画・製造・卸・販売を行っております。
お客様のニーズに応え、信頼され満足される商品、
サービスを提供し、産地大川の発展に貢献してまいり
ます。

http://www.rakuten.co.jp/sanshow/

877 (株)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
ます。

http://www.nakano-co.jp/

975 的場運送(株)

大川市

・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。

毎日が決戦の連続。勝つか負けるかの非常の時代
心魂に傾けたサービスと行動で、お客様に確保と新規
開発を行う。

1007 九銘ハウジング(株)

大川市

・中国上海近郊で太陽光発電システムJinko・HEDAに関係する業者との打ち
合せ
・代理店契約を結び日本に太陽光発電の進行を図る為、営業で頻繁に使う
為、又、社員一同の研修の為、利用を拡大します。

・太陽光発電システムを日本へ販売・拡大
・日本伝統木芸屋久杉製品の販売・中国への販売促
進
・大川温泉化粧品・その他販売促進

1021 松岡漆工(株)

大川市

佐賀空港を積極的に利用します。

オリジナルデザイン家具を製造直販しています。
ショールームへ一度お越しください。

http://www.matsuokashikko.com/

1060 (株)エムエス

大川市

福岡空港より佐賀空港へ変更します。

1142 (株)ファニテリア マキ

大川市

近いので利用できる便があれば、どんどん利用します！！

自社ショールームには、なかなか見られないリビング
ボード、机、飾り棚、ＴＶボードなど充実の品揃え。お
近くの方は一度ご来場下さい。一般開放中！

http://f-maki.order403.jp/

1266 古賀清木工(株)

大川市

・出張での有明佐賀空港の利用率を70％を80％にします。（羽田便）
・首都圏からの来訪者に、有明佐賀空港の利用を勧めます。
・社員旅行を企画する際、佐賀空港を利用します。

国産収納家具メーカーとして、高品質な物作りと心地
よい住空間の為の提案を行っています。

http://kogakiyo.com/

1272 (株)イズミ ゆめタウン大川店

大川市

・出張の際、佐賀空港の利用を推進します。
・テナント店、納入業者の方々にも有明佐賀空港の利用を勧めます。

お買物は「ゆめタウン」で
便利でお得な「ゆめカード」会員募集中！

1277 宮﨑運送(有)

大川市

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、有明佐賀空港の利用を勧めます。

安心安全を第一に
大川から大川家具配送を手掛けております。

No
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1278 (株)貞包運送

大川市

近くて便利な有明佐賀空港の利用を積極的に増やします。

安全最優を輸送の基本方針とし、真心を持ってお客
様の信頼に応え得る企業を目指しております。

1286 よしまる(株)

大川市

・出張等の時有明佐賀空港を利用する様にします。
・来訪者等にアピールし利用を勧めます。

お仏壇・お仏具販売です。テレビラジオで「やっぱり仏
壇はよしまるバイ」と流れています。

1287 九州塗料工業(株)

大川市

・関東方面への出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。
・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。

木工塗料・不飽和ポリエステル樹脂を主軸に数種類
の合成樹脂製造に注力するとともに不飽和ポリエステ
ル樹脂の用途開発、FRP関連塗料の商品開発に取り
組んでいます。

大川市

会員及び関係者に対し、出張・旅行の際有明佐賀空港の利用を積極的に進
めます。

公益社団法人大川市シルバー人材センターでは、人
生経験豊かな高齢者の方が自分の能力を活かし楽し
く働いています。あなたも仲間になりませんか！

1299 料亭・旅館 三川屋

大川市

関東方面の出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

筑後川の恵を中心とした郷土料理の店

1307 後藤家具物産(株)

大川市

上海（中国）のメーカー、東京方面からのバイヤー様へ、佐賀空港の利用を案 全国の家具、インテリア販売店へ自社開発商品をご
内します
提案しております

1308 (株)本村製作所

大川市

１．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
１．関東方面への出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します
１．会社の役員、社員に対し有明佐賀空港の利用を積極的に勧めます
１．有明佐賀空港を来訪者等にアピールし、利用を推進します

1309 (有)犬丸家具店

大川市

犬丸家具では、自然に優しく環境やエコに配慮した家
具を取扱しています。
家具の町大川で創業60年の歴史から生まれた独自の
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を利用します。
規格に基づき、誰にでも優しく、使い心地の良い家具
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。
をプロの視点で厳選して皆様にお届けします。
犬丸家具ショールームでは、豊富な種類の家具が皆
様のお越しをお待ちしています。

1314 (株)シモダイラ

大川市

・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。
・関東方面への出張には、可能な限り有明佐賀空港を利用します。

高齢化社会の21世紀、私たちはもっと人に近く、もっと
暮らしにやさしい空間づくりをめざし、あらゆるエイジ
の為の使いやすい機能とスタイルを提案してまいりま
す。

1414 グローリープラン株式会社

大川市

福岡空港から佐賀空港へ利用便を変更します。

木製椅子・テーブルを海外から輸入販売。

1428 シャルドネ大川店

大川市

関東出張には佐賀空港を利用していますが、今後70％位利用します

天然杢の家具で体と環境に優しい住空間です。
インテリア～ホーム迄トータルコーディネートを提案し
ます。木製キッチンを超人気です。

1431 カネックス刃物工業株式会社

大川市

現在、福岡空港を利用していますが、今後、佐賀空港活性化の為に利用した
ダイヤモンド刃物及び超硬刃物製造販売
いと思います。

1289

公益社団法人 大川市シルバー人
材センター

醸造用（ビール、ワイン、焼酎、ウィスキー、日本酒）ス
テンレスタンクの製造を、この大川で90年以上製造
し、全国展開しています。
最近ではアロマ抽出機（http://motomura-aroma.com）
を開発販売しています。

URL

http://www.motomura-mfg.co.jp/

http://inumaru-kagu.com/

http://www.shimodaira.co.jp/

http://www.chardonnay.co.jp/

http://www.kanex-tool.co.jp/

大川市

近くて便利な佐賀空港を積極的に利用します。

〔座るためだけのソファではなく、寛ぐために在るソ
ファ〕
私たちは１台からフルオーダーでソファを製作すること
ができます。そのソファは、きっと皆様に期待通りの心
地良さをお届けすることでしょう。なぜなら、私たちは
創業から半世紀もの間、お客様の声に耳を傾けて私
たちにしか出来ない“モノづくり”の心をカタチにしてき
たからです。
『私たちのつくったソファのその先に皆様の笑顔があり
ますように・・・』

1463 (一財)大川インテリア振興センター

大川市

・出張する際の有明佐賀空港利用率100％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。

当インテリア振興センターは、これからの新しい産地
づくり、時代が求めるニーズに応えるインテリア産業振
興の推進機関として、人材養成事業、需要開拓・産地
PR事業、情報収集提供事業等に、参加団体、会員企
業及び、国・県・市のご支援、ご協力をいただきながら
積極的な事業展開を図っております。

http://www.okawajapan.jp/

1464 もりた住機設備株式会社

大川市

・佐賀空港の発展を応援します。
・佐賀空港の利用を増やします。

お住まいの「困った」を「よかった」にをモットーに地域
に根ざした愛されるリフォーム店を目指して邁進しま
す。

http://883333.jp/

1480 株式会社丸一家具

大川市

可能な限り、有明佐賀空港を利用し、お勧めもします。

日本全国へ国産品・輸入家具（オリジナル商品）をお
届けしています。

http://maruichi-furniture.com/index.html

1438 株式会社酒見椅子店

http://www.sakemi.co.jp/index.html
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1484 大川全家具協同組合

大川市

大川家具の情報は有明佐賀空港から～

創業50年、丁寧な対応ときめ細かなサポートを心が
け、全国のお客様へ大川家具をお届けしてまいりまし
た。
今まで培った経験や知識を大切にし、社員一丸となっ
て、新たなことへも積極的に取り組んでいきます！！

1487 有限会社ケイエフシステム

大川市

できるだけ佐賀空港を利用します。

アウトドア＆インドアファニチャーを日々の暮らし
に！！
日本に住まうすべての暮らしを愛する人に新しい発見
と潤いを！

1489 有限会社境木工

大川市

関東方面の出張はできる限り佐賀空港を利用し、利用率が現状の50%から80%
となるよう目指します。
また、商談で東京方面より来社されるお客様へも佐賀空港の利用を推奨いた
します。

歴史と伝統ある製造技術を活かし、現代のニーズに
対応しながら新しい物づくりに挑戦をしております。
福岡県大川市の高品質の家具を全国に伝える為の
販売を心がけております。

1533 大川建具事業協同組合

大川市

・役職員及び組合員に「近くて便利な佐賀空港」の積極利用を推奨します。
・来訪者に佐賀空港の利用を推奨します。

URL

http://www.kf-system.jp/

住まいに潤いを、木製建具でエコライフを満喫！
大川の匠が応援します。

1543 有限会社ヨコタウッドワーク

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用します。

木工の産地大川にて唯一の机専門メーカーです。

http://yokotaww.com/

1548 ユニオンパーツ株式会社

大川市

佐賀空港をすすんで利用します。

明るいスタッフが集まる会社です。
ぜひ一度お越し下さい。

http://www2.fukuokanet.ne.jp/union/Top.html

1552 ナカヤマ木工

大川市

・利便性の良い佐賀空港を第一に利用致します。
・80％から95％に増加致します。
・東京方面から来訪される方へ佐賀空港を積極的にご案内致します。
・空港までが近いので時間のロスが無く仕事でもプライベートでも最大のメリッ
トがあります。
・路線がシンプルな点も良いところです。

メイドインニッポン。
感性豊かな家具職人が手間暇を惜しまず、無垢材で
丈夫に美しく上質な家具を製作しています。
『人の手の温かさと木のぬくもり』『無垢家具と
DESIGN』
ディテールにこだわったオリジナルは、使いやすさや
機能性を追求します。

http://www.nkym-solid.jp/

1562 大川敷物株式会社

大川市

出張の際は必ず佐賀空港を利用します！

日本人の住まいに最適な床材である畳表を卸販売し
ている会社です。

1565 村上機械株式会社

大川市

・出張での佐賀空港の利用率を50％以上に引き上げます。
・首都圏からの来訪者に有明佐賀空港の利用を勧めます。

全国に広がるネットワークでの輸入販売、また自社で
のオーダーによる機械の製造販売を手掛け、お客様
のニーズにより適格にお応えするように従業員一同、
無限の可能性に挑戦し幅広い活動を続けておりま
す。

可能な限り佐賀空港を利用させていただきます。

創業55年。永年の業歴の中で蓄積された木材取扱い
種類の豊富さ、木材を見る目の高さを活かし、小割製
材・造作家具・建材・各種木材関連資材の販売を行っ
ております。製材から製図・撮影用什器の製作を手掛
け、インターネットによる販売と一貫したサービスを提
供しています。

我社は可能な限り有明佐賀空港を利用致します。

【WiSM21】WiSM21は、21世紀の医療をトータルでサ
ポートし、お客様のニーズと共に成長するシステムで
す。「病院の近代化が進むなか、取り巻く環境が厳しさ
を増しつつある医療施設においてWiSM21は医療の変
化に対応すべく、お客様の為に、ご用意させていただ
いた医療総合支援システムです。必要なときに必要な
システムを選び、ご利用ください。①医療・理化学機器
の販売・アフターフォロー②最新医療情報の提供③医
療機器の設置メンテナンス・保守契約④学会イベント
の企画・運営⑤旅行・広告代理⑥情報システムの提
案・開発⑦経営分析・診断・改善⑧資金計画・償還計
画・物件・調査及び建築⑨大型プロジェクトコンサル
ティング⑩SPDシステム⑪在宅医療・福祉⑫通信販売
⑬貿易

1577 株式会社プロセス井口

1609 株式会社ムトウ 大川支店

大川市

大川市

1627 手作り家具工房日本の匠株式会社

大川市

弊社は首都圏への出張にあたり、有明佐賀空港を最大限活用いたします。
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。

1629 有限会社野中木工所

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用します。
有明佐賀空港をお客様へも紹介します。
有明佐賀空港利用率１００％を目指します。

1630 丸田木工株式会社

大川市

有明佐賀空港を積極的に利用します。
有明佐賀空港をお客様へも紹介します。
有明佐賀空港利用率１００％を目指します。

我々『手作り家具工房日本の匠株式会社』は製造す
るのではなく、創造し続ける企業体を目指します。
何をすれば良いかではなく、何を為すべきかを明確に
し、日本の伝統を継承し、大川の家具作りを未来永劫
までに伝承し、常に家具作りに対するコンセプトを大
川の家具メーカーに対し提供し続け、家具作りのイノ
ベーションと伝統を守り続けるのが我々『手作り家具
工房日本の匠株式会社』の使命です。

天然木をいかした、デザインと品質に優れた家具を製
作しています。オリジナル家具からオーダー家具
やオーダーキッチンも承ります。

弊社は、創業50有余年にわたり高級婚礼家具で培っ
てきた素材へのこだわりや伝統的な技術工法を生か
しながら、常に独自の企画・デザインで、洋服タンス・
チェスト・リビングボード・TVボードなどを中心に一貫し
た自社工場生産を行っております。
また、『お客様に喜んで頂ける商品作りが私たちの物
づくりの最大の喜びです』をスローガンに、常に新しい
生活スタイルの提案を追求し続けています。

http://www.murakamimachinery.jp/

http://www.wism-mutoh.co.jp/

http://nihonnotakumi.co.jp/

http://www.nonaka2w.co.jp/index.html

http://www.maruta-m.co.jp/
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URL

1650 松尾樫工場

大川市

・首都圏出張時は、近くて便利な九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
・個人旅行・家族旅行の際も、九州佐賀国際空港を利用します。
・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。

・国内外の様々な木材の販売
・本物の木材にこだわった木工製品のご提案
・寺社建築や山車等の各種銘木の製造販売

http://kashifactory.com/

1660 立野木材工芸株式会社

大川市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します。
九州佐賀国際空港をお客様へも紹介します。

無垢材を使ったオリジナル家具・オーダー家具製造。
心地良く暮らしに馴染むよう、お使いいただくご家族の
声を大事に、真心を込めてお作りしております。

http://www.tatenomokuzai.info/

1704 有限会社大川セイビ

大川市

ビジネスには近くて便利な九州佐賀国際空港を積極的に活用します。

九州運輸局よりの指定を受け車検をはじめ自動車の
修理・整備全般を行っております。又、レッカー車や車
両運搬車を備え24時間お客様に事故対応いたしま
す。

1706 有限会社メイクハウス

大川市

“家をつくることは幸せをつくること”をコンセプトに、一
出張に際には可能な限り九州佐賀国際空港を利用し、利用率100％を目指し
棟一心を込めた家づくりに社員一丸となり取組んでい
ます。
ます。

1709 ㈲寿家具大川製作所

大川市

出張・プライベートの際は九州佐賀国際空港を利用します。
利用率を15％から50％にします。

時代の変化に流されない家具造りを目指します。

1773 株式会社 タカダ

大川市

九州佐賀国際空港の利用を推進します。

建設・総合設備業

1788 有限会社 緑ＣＭスタジオ

大川市

できる限り九州佐賀国際空港を利用します。

”商品拡販のお手伝い”図面から商品画像作成しま
す。カタログ・HP用商品撮影・建築・内装撮影・人物・
記念撮影

1790 株式会社 大川家具ドットコム

大川市

できるだけ、九州佐賀国際空港を利用します。

大川周辺で作られた国産家具のみを全国に全世界に
広めたいと思っております。

1840 株式会社ヴィタスティーレ

大川市

・九州佐賀国際空港を利用します。
・来訪者に九州佐賀国際空港を勧めます。

家具と雑貨を販売しています。ご要望に応じて、お好
みの家具をお探し致します。アウトレット商品もありま
す。

1885 株式会社江頭エーザイ

大川市

・九州佐賀国際空港の利用率を90%以上にします。
・東京方面からの訪問者に九州佐賀国際空港の利用を積極的に勧めます。

地域のお客様の健康と美容の相談ステーション

http://www.egashira-e.com

1968 若波酒造合名会社

大川市

・東京行の時は必ず九州佐賀国際空港を利用します。

若波の純米吟醸を筆頭に北海道より沖縄迄の全国５
０店位の特約店を中心に販売。今日、飛鳥Ⅱにも納入
開始。

www.wakanami.jp

大川市

九州佐賀国際空港を積極的に利用します

みなさんの生活において電気エネルギーは欠かせな
い存在だと思います。私たちは電気を扱う制御BOXを
制作する会社であり、世界各国の電気エネルギーを
生む場所において自社製品が使用され、社会貢献に
順次しております。

2023 ヒリュー装美（株）筑後支店

大川市

九州佐賀国際空港を必ず利用します。

イベントの事なら、おまかせください。

2025 協同組合福岡・大川家具工業会

大川市

・出張での九州佐賀国際空港の利用率を５０％から８０％にします。
・首都圏からの来館者へ、九州佐賀国際空港の利用を推奨します。

組合員１３５社の組合です。
年４回開催する展示会を主に事業としております。
展示会におきましては、全国及び海外からのお客様
の来場もあります。

2017

ウメザキシートメタル株式会社 大
川工場

http://www.make-house.net/

http://www.okawakagu.com

