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長泉町商工会だより
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被災地の皆様方は温かな善意を待っています !
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①三島殖産㈱

②松村

②安田周平

元裕

記載内容

③長泉町竹原 41-4

③長泉町中土狩１１１１

④ 055-988-2580

④ 055-989-2800

⑤この道３５年、厳選されたいい花
を！一度お試しいただければ、きっ
とこれからは Flower Shop araki
でお花を頼みたくなります。どう
ぞご来店をお待ち申し上げます。

⑤地域と共に、東レＧ製品（ トレシー 、
男子アローズグッズ）やイベントセー
ル、環境分析、施設（防犯フィルム、畳・
襖、木工、鉄工）、PET ボトルリサイ
クル・商品取扱（名刺、クリアフォル
ダー、エコバック）を展開しています。

①My Kitchen 居酒屋 ハーモニカ

①やきとり三楽

②竹内

②穂坂

睦雄

下土狩店

徳雄

①事業所名
②代表者名
③住所
④電話番号
⑤ＰＲ

ٛ ֥ ત ٚ
₉ ₉ ₉

① Flower Shop araki

①㈱アロハ・キャロライン
②山田奈津子

③三島市松本289-1

③下土狩1352-7

③沼津市大手町3-7-3 レッドハウス3階

④055-982-1023

④055-986-9152

④055-941-6363

⑤三島ＯＭＲＯＮさんの北口の前にあるお店
です。11 時より日替りランチをやっています。
18 時からは日替りでビール 200 円・酎ハイ、
カクテル 200 円でやっております。お友達
とお気軽に寄って見て下さい。席は、お座敷
となっております。お待ちしております。

⑤三島の焼き鳥屋の老舗からのれん分けをしまして
22年、御殿場線下土狩駅の近くにあります。タレは
本店から分けてもらってからのおいたしで、60年に
はなる勘定です。焼き鳥は一串100円ですが、かな
りのボリュームです。店主の穂坂は、アウトドアー派
です。登山にマラソンに自転車にと話題豊富です。そ
れが目当てで来店してくる人が、かなりいます。

⑤ハワイ直伝のオイルマッサージ。リ
ラックス系ロミロミを始め、オリジナル
骨盤調整術を駆使し根本から体を整えま
す。老若男女のお悩み、痩身、アスリー
トの体調管理ｅｔｃ…お客様の喜びは私
達の喜びとして日夜努力しております！

①長泉愛昇殿

①㈲寿屋商店

①㈲飯田木材産業

②渡邊

②児玉

②飯田

正典

信子

基一

③長泉町中土狩 821

③長泉町下土狩1297-3

③長泉町竹原381-8

④055-989-0004

④055-986-0546

④055-971-2255

⑤喪主の立場として会葬者の人数は神経を
使うところです。多くの会葬者を見越し、
大きな会場を借りたけれど会葬者は思った
より少なかったり、反対に少ない会葬者を
見越し、小さな会場を借りたら、予想以上
に多くの会葬者が来て会場が一杯になって
しまうことも・・・。
長泉愛昇殿はその
ような問題を避け
るためにホールの
大きさを変えるこ
とが出来ます。

⑤婦人服・呉服・寝具・学生服とな
んでも扱っております。是非お遊び
にお立ち寄り下さい。お茶でも飲み
ながらごゆっくり品物を見て下さい。

⑤自身設計の注文住宅施行から、
リフォーム・耐震診断まであらゆ
る住まいのご相談をお受けしてお
ります。「木のぬくもり」を大切
に住まいづくりをプロデュースい
たします。
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①㈱山本

①㈲斉藤スタジオ

①㈲中村板金工業

②鈴木

②斉藤

②中村

敏行

憲夫

敏一

③長泉町下土狩 1785-4

③長泉町下土狩 788-1

③長泉町下土狩 1384-27

④055-987-2555

④055-987-2511

④055-986-4859

⑤昭和 39 年創業以来、新車・中古
車販売、車検・点検・修理・板金塗
装また、車の買取りまで、お客様の
ことを第一に考えさせて頂いており
ます。お気軽にお立寄り下さい。ぶ
つからないクルマ？試乗できます。

⑤写真撮影全般を承ります。OPEN 8：30
／ CLOSE 19：00 です。７月の第４週目の
日曜日から１週間「おとなの親子の日」を開催し
ます。20 才以上の親子を仲良くてれくさそう
に自由に写します ( 要予約）。ホームページが写
真ギャラリーになっていますので見て下さい。
http：// ｗｗｗ .saitostudio.co.jp/

⑤地域の皆様のご信頼をいただ
き、屋根、外壁、雨樋など、建築
板金全般を加工、施工しておりま
す。補修工事、リフォーム工事等
のご相談もお受けいたします。

屋根・樋施行状況

①小池家

①居酒屋みくに

①杉山洋品店

②小池

②林田ミツ子

②杉山

③長泉町下土狩 199

③長泉町下長窪 102

③長泉町下土狩 940-20

④055-986-2757

④055-987-2798

④055-986-6592

⑤営業時間 午前11時〜午後11
時まで。おいしいラーメンがあり
ます。三軒家の踏み切り近くで
す。ぜひお立ち寄り下さい。

⑤カラオケがないので静かな中、お
客様同士意見交換等、家族的な雰囲
気の店です。創部 5 年目の女子ソ
フトボールチームの MIKUNI クラ
ブも数々の大会で優勝・準優勝と上
位を目指すまでになりました。
定休日 水曜日

⑤役場近くの愛昇殿斜め向かいで洋
品、呉服を販売してます。デザイン
Ｔシャツやスウェット上下など季節
に合わせた物を取り揃えています。
お気軽にお立ち寄り下さい。

①美容室

①㈱ＫＯＷＡ

①味の誠

②杉山

②須賀

②秋山

雄司

Piace（ピアーチェ）
博司

宏和

菊江

倭子

③長泉町下土狩 907

③長泉町下土狩 941

③長泉町下土狩 1344-3

④ 055-989-7358

④055-986-1684

④055-987-2317

⑤小さなこどもさんからお年寄り
の方まで気がねなくお越し下さ
い。親子（母・子）でサービスさせ
て頂きます。着付け等もさせて頂
きますので電話でご相談下さい。
定休日 毎月曜日・第三日曜日

⑤新車・中古車販売・修理を始め、
損害・生命・火災等の全ての保険
を取扱っています。レッカー業務
も任せて下さい。お気軽にお寄り
下さい。

⑤昭和 55 年開店以来変わらぬ味
を提供できる様、努力を続けてい
ます。国産の食材にこだわり皆様
に「安心」と「美味」をお出し致
します。
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あなたも家族もまるごと守る！

頼れる補償の

全国商工会会員福祉共済

新設
５つの安心

「がん」重点補償
上皮内がん等の初期がんでも、

1

初期のがん

2

再発・転移

一旦治癒した後、がんが再発したと
診断確定されたときなどにも

しても安心！

診断共済金をお支払いします。

3

入

4

手

5

先進医療

でも安心！

診断共済金として、100万円をお受け取りいただけます。
※診断共済金のお支払いは被共済者（共済の対象となる方）ごと
に共済期間（ご契約期間）を通じて1回に限ります。また、2回目
以降の診断共済金については、前回の診断共済金のお支払事由
に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年を超えた
期間が経過している場合に限りお支払いします。

院

がん入院はもちろん、

術

がん手術はもちろん、がん以外の病気・けがで
所定の手術を受けられたとき、何度でも保障します。

も安心！

も安心！

も安心！

※手術の種類によっては、回数制
限があったり、お支払い対象外
の手術もあります。お支払対象
となる手術については「約款」
をご覧ください。

先進医療に係る費用が全額自己負担となる所定の先進医療を受けられたとき、

何度でも保障します。通算支払限度はありません。
「がん」重点補償プラン

シニア「がん」
重点補償プラン

加入年齢

満６歳〜６５歳

満６６歳〜７４歳

月払掛金

３，０００円

６，０００円

がん診断共済金
共済金額

掛金と共済金

加入プラン

がん以外の病気・けが入院も、日帰り入院から保障します。

がんと診断確定されたとき、
入院の有無にかかわらず一時金として１００万円

がん手術共済金

手術の種類により４０万円〜１０万円

がん入院共済金（1日あたり）

１０，０００円

がん以外の病気・けがの手術共済金

何度でも
お支払
します。

お支払日数
無制限

手術の種類により２０・１０・５万円

がん以外の病気・けがの入院共済金（1日あたり）

５，０００円（日帰り〜120日まで）

先進医療共済金

３０５万円〜５万円

通算支払
限度なし
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