
2016.1.13 wed → 1.14 thu

○ 開催日

○ 時間
  
○ 会場

平素は格別のお引き立て、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび新しい年を迎えるにあたり、九州大川にて展示会を開催する運びとなりました。
ご多忙の中とは存じますが、是非ともご来場賜りますよう、
社員一同心よりお待ち申し上げます。

すまう

2016年 1月 13日（水）～14日（木）

9:00 ～ 18:00（14日は17:00まで）

「すまう（住まう）」とは、「住みつづける」のほかに、
舞台用語で、俳優が「すわる」「座に就く」などの意味をもちます。

後者の意味から私たちはこの「すまう」という言葉を
「空間に据える、落ち着く」というイメージとして捉え、

人が住まう、つまり長く快適に暮らしつづけるには、
家具やインテリアと永く付きあい、空間に豊かさを感じられることが

大切なポイントであると考えました。

新しい年を迎え、その第一歩でもあるこのたびの展示会では、
ものづくりと、その先にある豊かな暮らしの双方に目線を合わせ、

心地よい住まいの空間をご提案いたします。

皆さまのご来場、心よりお待ちいたしております。

コーヒーでくつろぎのひとときを...
当日は、あたたかいコーヒーをご用意しております。

実際に製品に触れていただきながら、
ゆったりとおくつろぎください。

協同組合 インテリアポート エルバーレ
福岡県大川市大字大橋266
TEL / 0944-87-3539

セブンイレブン

卍

大川中学校

大川市役所

交番

中尾外科

産業会館前

グッデイ大川

宮内

入道橋
入道橋東442

442

宿里病院

■ 八女インターより車で約 30分
■ 西鉄柳川駅より車で約 15分
■ 佐賀より車で約 30分

協同組合
インテリアポート エルバーレ

福岡県大川市大字大橋 266         
TEL / 0944-87-3539
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