
株式会社ワンズコーポレーション     

江口　堅太郎     

〒831-0015 福岡県大川市本木室 1017    

TEL.0944-85-6008  FAX.0944-85-6018    

平成 20 年 6 月開業     

家具製造・販売、大川工芸品製造・販売、皮革製品企画販売

インターネット総合（HP・各種システム企画・制作・運用・管理）、その他     

福岡銀行・大川信用金庫     

●家具関連（部品・ﾌﾗｯｼｭ、箪笥、テーブル、パーテーション、その他）     

●大川土産（工芸品、石けん、お茶、化粧品、その他）     

●地方土産（有田焼、のれん、その他）     

●皮革製品（マイ箸ケース、財布、名刺ケース、バック、パスポートケース

    小銭入れ、ブレスレット、ペット用首輪・リード、企画商品、その他）     

●雑貨（マイ箸、エコバック、トイレットペーパーケース、その他）     

●天然石（ペンダント、チョーカー、キーホルダー、ストラップ

                    ブレスレット、その他）     

●インターネット総合コンサルティング     

●ウェブサイトの企画・制作・運用管理     

●WWW+データベース連携の Web アプリケーション開発     

●ペライチサービスの運用・保守     

●ノベルティグッズ（オリジナルＴシャツ・タオル・カレンダーなど）の企画・制作     

家具メーカー、家具卸問屋、建具店、お土産雑貨販売店、飲食店、イベント会社

結婚式場、ギフト扱い店、美容（美容室、エステ）、建設業、教育機関、自治体     
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TEL.0944-85-6008  FAX.0944-85-6018    

平成 20 年 6 月開業     

家具製造・販売、大川工芸品製造・販売、皮革製品企画販売

インターネット総合（HP・各種システム企画・制作・運用・管理）、その他     

福岡銀行・大川信用金庫     

●家具関連（部品・ﾌﾗｯｼｭ、箪笥、テーブル、パーテーション、その他）     

●大川土産（工芸品、石けん、お茶、化粧品、その他）     

●地方土産（有田焼、のれん、その他）     

●皮革製品（マイ箸ケース、財布、名刺ケース、バック、パスポートケース

    小銭入れ、ブレスレット、ペット用首輪・リード、企画商品、その他）     

●雑貨（マイ箸、エコバック、トイレットペーパーケース、その他）     

●天然石（ペンダント、チョーカー、キーホルダー、ストラップ

                    ブレスレット、その他）     

●インターネット総合コンサルティング     

●ウェブサイトの企画・制作・運用管理     

●WWW+ データベース連携の Webアプリケーション開発     

●ペライチサービスの運用・保守     

●ノベルティグッズ（オリジナルＴシャツ・タオル・カレンダーなど）の企画・制作     

家具メーカー、家具卸問屋、建具店、お土産雑貨販売店、飲食店、イベント会社

結婚式場、ギフト扱い店、美容（美容室、エステ）、建設業、教育機関、自治体     
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※１お好きなテンプレートから選択（更新 1回付／年）
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※１お好きなテンプレートから選択（更新 1回付／年）
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