
平成２９年新春卸見本市開催のご案内

mkn
代表取締役社長 永池明裕

平成29年1月吉日

１.日時 平成29年2月3日(金)、4日(土)
午前10時～午後5時

２.場所 会場①

佐賀市文化会館 1階
イベントホール
佐賀市日の出1丁目21-10
TEL 0952-32-3000

会場②

株式会社永池本社 2階
佐賀市高木瀬町大字

東高木262-1
TEL 0952-31-1151

３．協賛メーカー ７４社

４．特典 イ.早出賞
ロ.粗品進呈
ハ.ご優待金進呈
ニ.抽選会
ホ.小売合計金額100万以上

名産品進呈
ヘ.ご昼食

記

◆セミナーのご案内
テーマ「中小企業のための補助金、助成金活用セミナー」
講師：林社会保険労務事務所 特定社会保険労務士 林 耕一郎氏
セミナー会場 見本市会場② 永池本社 ３階

時間：２月４日（土）午前１１：００～ 定員：６０名

車でお越しの場合

佐賀・大和インターより約１０分

バスでお越しの場合

会場①・・・佐賀駅バスセンター(②番のりば)から
【30】バス 市文化会館前 下車

会場②・・・佐賀駅バスセンター(②番のりば)から
【32】バス 市文化会館東 下車

Access

タクシーでお越しの場合

佐賀駅北口より約５分

拝啓 新春の候、ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび弊社では平成２９年新春卸見本市を下記のとおり開催いたします。
なお、当日 永池本社３Ｆでは、講師を招いてのセミナーも催します。
皆さまには何かとご多用のところ、誠に恐縮に存じますが、是非ご高覧を賜ります
よう、謹んでお願い申し上げます。

敬具



メーカー名 取扱製品 メーカー名 取扱製品 メーカー名 取扱製品

ア
行

アジア原紙 OA用品

サ
行

サクラクレパス 新学期商材･画材

ハ
行

ﾊﾟｲﾛｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 筆記具

アピカ ノート紙製品 サンケーキコム 金属文具 ヒオキ 夏物玩具･浮き輪

アルテ ﾊﾟﾈﾙ用品 シヤチハタ 印章商品 ＢＩＣジャパン 筆記具

エイトステーション シール ショウワノート 学習ノート･紙製品 ファイル 図面袋･再生PPC

エスケント 色画用紙･紙製品 セーラー万年筆 筆記具･万年筆 プラス ノートファイル

ｴｽｹｲｼﾞｬﾊﾟﾝｾｰﾙｽ 電化製品 ゼブラ 筆記具 プラチナ萬年筆 万年筆･筆記具

エスディアイジャパン 金属文具 セメダイン 粘着用品 ぺんてる 画材･筆記具

エヒメ紙工 折紙和紙

タ
行

大昭和紙工 紙袋･紙製品 墨運堂 書道用品

大分製紙 家庭紙 ダイゴー 手帳ﾀﾞｲｱﾘｰ･紙製品

マ
行

マインドウェイブ ﾌｧﾝｼｰ文具･シール

オンダ 花火 ﾁｷｭｳｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｽ ｶｰﾄﾞ各種 マックス 事務用品･電子文具

カ
行

菅公工業 金封紙製品 筑後屋花火工業所 花火 マルアイ 新金封包装紙

キングジム 電子文具 デビカ 学童文具 マルマン 紙製品

銀鳥産業 学童文具 寺西化学工業 筆記具 マルカ 玩具

ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼ･ﾞ電子文具 トンボ鉛筆 筆記具･粘着用品 三菱鉛筆九州販売 筆記具

ｷｮｸﾄｳ･ｱｿｼｴｲﾂ 学習ノート･紙製品

ナ
行

中川製袋化工 ビニール袋化成品 ヤ
行

やまき筆菊壽堂 書道筆

クツワ 新学期商材･学童文具 ナカバヤシ 事務用品･紙製品 ヤマト 糊･粘着用品

呉竹 書道用品･ｽｸﾗｯﾌﾟﾌﾞｯｷﾝｸﾞ 西敬 事務用品
ラ
行

ＬＩＨＩＴＬＡＢ. ファイル用品

コクヨ 文具･事務用品 日本ナノディジタル OAｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ リュウグウ 化成品･紙製品

コトブキ製紙 家庭紙 ニチバン 粘着接着用品 レモン ﾌｧﾝｼｰ文具均一

日本理化学工業 ﾁｮｰｸ･黒板関連用品
特別展示 永池 洋紙部コーナー

日本パール加工 均一商品

テーマ「中小企業のための補助金、助成金活用セミナー」

mkn

2/3(金)4(土)２０１７
午前10時
～午後5時

会場① 佐賀市文化会館 １Ｆ
会場② 永池 本社 ２Ｆ

会場① 佐賀市文化会館
出展企業

出展内容

会場② 永池 本社
出展企業

出展内容

セミナーのご案内

新製品、オフィス家具・事務器・ＯＡ機器・セキュリティ製品

５９社

１５社

新製品、新春、新学期、夏商材の案内、洋紙、紙製品の展示

平成29年新春卸見本市

中小企業が使える補助金、助成金の概要をこれまでの事例を通じてわかりやすく解説

[ セミナー会場 ] （定員６０名）
見本市会場② 永池本社 ３階
時間：２月４日(土) 午前１１：００～

[ 講師 ]
林社会保険労務事務所
特定社会保険労務士 林 耕一郎氏

メーカー名 取扱製品 メーカー名 取扱製品 メーカー名 取扱製品

ア

行

アイティーインペル システム管理･サポート サ

行

サカエ シュレッダー

ナ

行

ナイキ オフィス家具

アマノ 電子文具 ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 電子黒板 ニチベイ ブラインド

岡村製作所 オフィス家具

タ

行

ソアー 複写機 日本アイ・エス・ケイ 耐火金庫

カ

行

弘益 ﾎｰﾑ・ｵﾌｨｽ家具 ダイワボウ情報システム ＯＡ機器

マ

行

明光商会 シュレッダー

コクヨマーケティング オフィス家具 立川ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工業 ブラインド

東芝テック 複写機･レジスター


