
（1） 平成23年８月31日発行

長泉町商工会だより長泉町商工会だより



（2）

第１部　優良従業員表彰
　　静岡県商工会連合会表彰

　　長泉町商工会表彰

第２部　商工会通常総会

第３部　交流会

基　本　方　針

重　点　事　業

優良従業員

総会

青年部

復興支援青年部参加メンバー
瓦礫に花を咲かせましょう

わくわくまつりにて
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①コープしずおか桜づつみ店
②小澤信夫
③長泉町桜堤2-13-6
④055-988-9928
⑤コープ桜づつみ店が開店して11年
になります。「コープがあってよかっ
た。これからもずっとコープで！」と
思っていただけるお店を目指してい
ます。被災地（青森・岩手・秋田・宮
城・山形・福島・茨城・千葉）から来ら

れた方へ被
災地支援パ
ス（5％引き）
を発行し、被
災地応援を
しています。

①森永牛乳水口牛乳店
②水口知彦
③長泉町下土狩1116-68
④055-986-5528
⑤森永牛乳の製品を取扱っており
ます。おいしい元気をまごころ宅
配いたします。森永カルダス…1
日に必要なカルシウムの50％以
上を、これ1本で摂取できます。

①鈴木薬房べるドラッグ㈲
②鈴木文子
③長泉町下土狩1318 -2
④055-986-1063
⑤健康に関する相談や、漢方相談
日があります。また、美容の相
談や月１回のお手入れ日がありま
す。(要予約）定休日は日曜祭日・
第２第４土曜日です。営業時間9：
30～ 18：00

①㈱フジモト
②藤元恵亮
③長泉町下土狩938-1
④055-986-6262
⑤皆様に愛され、おかげさまで44年。
「出会い・知り合い・触れ会い」ご支
援を賜り、今では国・県・東部・北駿
地域で水と空気のプランナーとして
お客様の快適な生活と繁栄のお手伝
いができることを考えております。

①㈲岡田塗装
②岡田美津男
③長泉町中土狩260-11
④055-986-2824
⑤塗装・防水工事を請負って、お蔭
様で創業50年を迎える事ができまし
た。これからも地元の皆様のお役に立
てる様、お客様に満足していただける
仕事をしていく様、努力してまいりま
す。見積等お気軽にご相談下さい。

①㈱大川モータース
②大川　登
③長泉町中土狩1010-2
④ 055-986-4853
⑤創業1975年７月中部運輸局指
定工場です。車検・点検・各種自
動車販売・修理・自動車保険・鈑金・
塗装等。燃料の改善や環境保護に
繋がるエコ整備、愛車をエコリフ
レッシュする事で自動車から排出
されるCO2の削減に貢献します。

①公文書写教室
②山口和代
③裾野市佐野842-6-303
④ 090-4082-3292
⑤小さなお子様から大人の方まで
どなたでも楽しんで学べる教室で
す。一年後の自分の文字にびっく
り !! します
よ。今年の
年賀状はぜ
ひ手書きの
美しい文字
で送られた
方を驚かせ
てみません
か !?

記載内容
①事業所名
②代表者名
③住所
④電話番号
⑤ＰＲ

①㈲渡辺園芸
②渡辺　偉
③長泉町南一色129
④055-986-8778
⑤東名の海老名SA～三方原PA間の 10箇所にある
スモーキングエリアの３面ガラスばりのところを、クレ
マチスでグリーンのカーテンを作っています。エコカー
テンで窓を覆うと夏の太陽の日差しをさえぎり、植物が
土から水を吸い上げ葉から水分を蒸発させてまわりの熱
を奪う“蒸散作用 " により、建物内の温度を下げます。

色とりどりなク
レマチスで景観
も美しい、省エ
ネでエコな生活
はいかがでしょ
うか。
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緊急経済対策長泉町商工会住宅リフォーム費用助成事業

下長窪 ㈲横山精肉店 986-4129
南一色 竹沢園芸種苗 987-0295
納米里 ㈱ＹＵＺＵＫＡ 988-5125

桜　堤
 コープ桜づつみ店 988-9928

 こむぎはうす 989-5350

中土狩
 ショコラティエ オウルージュ 950-9898

 梶山化粧品店 986-8185
 扇屋洋品店 986-0670
 金指電気 986-1721
 くすりの鈴木 975-3444
 後藤精肉店 986-1798
 呉服・洋品のことぶきや 986-0546
 ㈲サカエ屋 986-1024
 ㈲下山酒店 986-4472
 鈴木自転車モーター店 986-1450
 ㈲スズキ薬房べるドラッグ 986-1063
下土狩 ㈱石舟庵長泉店 988-5858
 高野商店 986-1265
 多田商店 986-2695
 ㈲土狩プロパンガス商会 986-1677
 パナソニックエイジフリー介護チェーン長泉 980-5380
 ふとん工房サンウール 988-5008
 フラワーショップ花樹園 987-0575
 三島燃料㈱エッソ下土狩給油所 986-0572
 ㈲メガネセンター三島 987-8543
 ㈲ヤマダ時計店 986-4493
 あらき園芸 988-2580
 サイトウ 986-7077
竹　原 テクパル 972-2560
 パッケージプラザカトウ 975-1109
 文教堂長泉店 975-5772
 芹沢商店 986-1841
本　宿 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｄｏｏｒ 988-8111
 ミニストップ長泉本宿店 980-5532

小売業（34社）

中土狩 とうよう亭 986-5446
 ㈲喜作寿司 986-2688
 昇仙 989-6885
 松風軒　長泉店 989-1963
下土狩 食事処えちご 986-6315
 ベーカリーレストラン　ストーリーズ 987-2777
 和風ラーメン英鶴 987-2644
 沼津魚がし鮨流れ鮨下土狩店 986-4600
竹　原 二代目魚がし長泉店 981-3939

飲食業（９社）

電 話地区名 事 業 所 名

電 話地区名 事 業 所 名

南一色 パドックヤジマ 987-8109

納米里
 ㈲オールカーシステム 988-2349

 セキトランスシステム㈱ 988-6868
上土狩 東静測量設計㈱ 987-2552
中土狩 ㈱大川モータース 986-4853
 スバルショップ駿東店㈱山本 987-2555
 ㈲スルガトラベル 980-2020
下土狩 東栄無線 986-4358
 ㈲山田プロパン 986-2439
 山田石油㈱ 小売 986-0589
 アダオブヘアー 972-5950
竹　原 Ｎａｔｉｖｅ　ｈａｉｒ　ＢＡＳＫ 972-8803
 ヘアーサロン望月 986-9861

サービス業（13社）

東　野 ㈱河西建設 986-2720
 塗装・防水の㈲宮口商事 986-6783
 大槻表具店 987-1889
下長窪 小野建築 987-0259
 小林サッシ 986-9792
 ㈱リフォーム・プランニング 980-5700
南一色 寺本電機商会 986-6793
上土狩 ㈱エベ冷凍空調機器 986-4201

中土狩
 ㈲えいこう塗装（永興塗装） 989-5358

 ㈲岡田塗装 986-2824
 ㈱あさひ企画 988-5210
 池田工業 988-8623
 ㈱稲村建設 975-2136
 塩川板金工業 986-5397

下土狩
 高野建築設計事務所 987-3394

 ㈲中村板金工業 986-4859
 日本装蝕 988-8320
 ㈱むらまつハウス 972-5240
 ㈱フジモト 986-6262
 リフォームランド㈲エーシーエス 0120-40-7799
 ㈲飯田木材産業 971-2255
竹　原 ㈱岩崎ホームサービス 971-9381
 ㈲ダイアリビング 981-0251
本　宿 中道給水工事店 986-1384

建設業（24社）

電 話地区名 事 業 所 名

電 話地区名 事 業 所 名

元長窪 長泉山荘 988-8181
東　野 ㈱富士エースゴルフ倶楽部 987-6011

その他（２社）
電 話地区名 事 業 所 名

下長窪
 小野建築 987-0259

 小林サッシ 986-9792
納米里 建築・工務　木村建設 928-7877
上土狩 ㈱エベ冷凍空調機器 986-4201
 ㈱あさひ企画 988-5210
 ㈱関道建設 986-0001
 ㈱稲村建設 975-2136
 高野建築設計事務所 987-3394
 パナソニックエイジフリー介護チェーン長泉 980-5380
下土狩 ベンリー三島駅北店 980-4601
 ㈱むらまつハウス 972-5240
 ㈲米山工務店 986-5086
 一級建築士事務所渡辺隆司建築設計室 986-9420
 髙橋建築塗装 975-8158
 リフォームランド㈲エーシーエス 0120-40-7799

竹　原
 ㈲飯田木材産業 971-2255

 ㈲ダイアリビング 981-0251

建築業（17社）
電 話地区名 事 業 所 名

東　野
 ㈱河西建設 986-2720

 ㈲千葉土木 987-2521
下長窪 ㈲山田土建 960-9151
下土狩 ㈲山好建設 986-4408

土木業（４社）
電 話地区名 事 業 所 名 南一色 寺本電機商会 986-6793

下土狩
 東栄無線 986-4358

 金指電気 986-1721

電気工事業（３社）
電 話地区名 事 業 所 名

下土狩
 塩川板金工業 986-5397

 ㈲中村板金工業 986-4859
本　宿 久保板金 988-3017

板金工事業（３社） 
電 話地区名 事 業 所 名

下長窪 大槻表具店 987-1889

建　具（１社）
電 話地区名 事 業 所 名

 ㈲青柳工業 987-6431

下長窪
 ハルサワエンタープライズ 988-6640

 塗装・防水の㈲宮口商事 986-6783
 ㈱リフォーム・プランニング 980-5700

中土狩
 ㈲えいこう塗装（永興塗装） 989-5358

 ㈲岡田塗装 986-2824
下土狩 日本装蝕 988-8320

塗装業・防水工事（７社）
電 話地区名 事 業 所 名

 安藤設備工業所 986-4390
 池田工業 988-8623
下土狩 大嶋設備工業 987-2895
 ㈲セントラル設備工業 986-2700
 ㈱フジモト 986-6262
竹　原 ㈱岩崎ホームサービス 971-9381
本　宿 中道給水工事店 986-1384

水道・配管工事業（７社）
電 話地区名 事 業 所 名

下長窪 ㈲サツキ電機 986-8530
 ㈲サカエ屋 986-1024
下土狩 ㈲土狩プロパンガス商会 986-1677
 ㈲山田プロパン 986-2439
竹　原 テクパル 972-2560

その他（５社）
電 話地区名 事 業 所 名

＊８月１日現在の登録事業所です

登 録 施 工 業 者 一 覧 （全47社）

長泉町商工会

商 品 券 取 扱 店 一 覧 （全82社）
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長泉町商工会 長泉町商工会

芹澤  真理子

緊急経済対策　長泉町商工会住宅リフォーム費用助成事業

11100000000 上のの10 以円万万円以以以以万万 上上上上上上上のの ォフォームフ工工 にリ・・・・ ムォォォォ・

金金金金金金金が成成金金成金助 金が
すますす！！！！

助助成助成助助助助助助助助成成成成成成成成助成助成成成金が
すすすますますまま出出出出まままままままますすすすすすすすすすすす ！商品券

長泉町民が、町内施工業者（建設・建築業者等で長泉町商工会に加入している
業者に限ります）を利用して、下記住宅関連工事を行い、その工事代金を支払った
場合、最高15万円の助成金（商品券）が支給されます。

長泉町民が、町内施工業者（建設・建築業者等で長泉町商工会に加入している
業者に限ります）を利用して、下記住宅関連工事を行い、その工事代金を支払った
場合、最高15万円の助成金（商品券）が支給されます。


