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伊達市ふるさと会館
MDDホール

大抽選会

るんるん♪

C LAPSC HEERLEADERS

食品・お菓子・くだもの・野菜・パン・お弁当・舞茸・調味料・
酒類・化粧品・美容用品・健康食品・健康機器・お椀・
花・植物・新車中古車・カー用品・バルーン・記念品・贈答品
・石材・家電・オーダーメイドスーツ・衣料品・バック 等

新築・リフォーム住生活サービス・造園・外構工事・結婚
相談・保険・土木派遣・似顔絵・整体・エステ 等

家具雑貨インテリア
展示即売会開催！

特設
コーナー

販売商品  お買得品がいっぱい

相談・案内・実演会 お気軽にどうぞ
ガラポン

ぜひ、ご家族そろってご来場ください!! 入場
無料

ご当地キャラクター
まめっち・キビタン・ももりんが

やって来る!!

この券でガラポン抽選が1回できます。係員にお渡しください。

6月6月14日・15日土土 日

あさ10時から夕方5時まであさ10時から夕方5時まで

090-8785-3313

笑顔と元気の

バルーンアートで

みんなをしあわせに

6月14日土
6月15日日

6月14日土
11：00～
14：00～

1回目
2回目

迫力の演奏をお楽しみください！迫力の演奏をお楽しみください！

6月15日日
11：00～
14：00～

1回目
2回目五十辺太鼓

いがらべ

（
篠
田
）

当たる!当たる!
当たる!当たる!

ぜひ!
チャレンジ
してください
ぜひ!
チャレンジ
してください

チラシ左下の抽選券で
ガラポン抽選が1回できます。
チラシ左下の抽選券で
ガラポン抽選が1回できます。

※商品がなくなり次第終了になります。※商品がなくなり次第終了になります。

※本券は平成26年
　6日14日・15日のみ有効。
※本券は平成26年
　6日14日・15日のみ有効。

その他にも1等～3等の 
豪華商品をたくさん 

用意しました。

1本 1本

飯坂温泉 摺上亭大鳥飯坂温泉 摺上亭大鳥

ペア宿泊券ペア宿泊券

スゴイ商品が
いっぱい!!

Panasonic
ポータブルワンセグテレビ
Panasonic
ポータブルワンセグテレビ

5V型液晶
バッテリー内蔵
ワンセグ録音

5V型液晶
バッテリー内蔵
ワンセグ録音
防水タイプ（JIS IPX6/IPX7相当）防水タイプ（JIS IPX6/IPX7相当）

バルーン
 プレゼント♥バルーン
 プレゼント♥

クラップスチアリーダーズクラップスチアリーダーズ

ガラポン
抽選券

空くじなし

ふくしまから
元気発信!!
ふくしまから
元気発信!!

守成クラブ福島とは？
　私達は、異業種の方々の集まりで、地元の方々と力を
合わせ、福島の復興を願い、立ち上がった団体です。

“ひとりはみんなの為に、　　
　　　みんなは一人の為に”

を合い言葉に躍進する中小企業団体です。

会員大募集
誰よりも福島を愛す、異業種交流会
守成クラブ福島 主催（全国110会場）
【事務局】090-8785-3313（篠田）

■会員数／260社（全国12,000社）
■毎月例会日／第2火曜日 PM6：00～ サンパレス福島



舞茸
パウダー
健康食品

石の小物や花筒など特別価格でご提
供！また「お墓の相談コーナー」を同
時併設します。何でもご相談下さい。

オシャレな器に入った、サボテンや
多肉植物を販売したいと思います。

冠婚葬祭のギフトなら何でも揃えて
おります。ぜひ、お気軽にお越しくだ
さい。

誰でも簡単にくすんだヘッドライトを
綺麗にする（ヘッドライトクリーナ）

県内一安いレンタカーを取り扱ってお
ります。新車・中古車販売・鈑金・車検
整備等、お車の事なら当社へ！

山形の果物、野菜、菓子、山菜等、山形
の美味しいものをとり揃えております
ので、ぜひ、ブースにお越し下さい

自社独自の生産方式により、香りの強
さ、傘肉厚が厚く薬効成分も多く含ま
れています。健康管理の一品に！

アウトレットバーゲン！　ベット・ソフ
ァー・ダイニングセット25％～50％
OFFで、ご奉仕！

小さなお庭でも四季の移り変わりを
感じたりリラックスして過ごせる雰囲
気漂うお庭をコンセプトにしてます！

弱酸性専門美容室で、かぶれもに
おいもなく安心ですよ。

手づくり、焼きたてパンの販売。
会津漆器「楽膳」の販売。

ご近所の自動車販売店さんと同程度
の値引しか出来ません。それでもお得
になる新リース・システムです。

現場監督（土木・建築施工管理技術
者）及び未経験者（PC操作可能な方）
の優秀な人材を募集しています。

名入商品・記念品などの販売及びアク
リル加工品・ネームプレートの製作販
売!!記念品を展示しております。

住宅資材（建材・住宅設備機器）卸値
にて提供。太陽光発電システムやエコ
キュート、IHヒーターを特価販売。

楽しいひとときをあなたにプレゼ
ントします。

丹坊のどら焼は、ふんわりとした皮にギ
ュッと具のつまったどら焼で10種類程
を取りそろえおります。落花生が人気。

セッコクの花言葉は、“あなたをいや
します”そんな花に挑戦しています。

あなたや家族のまわりに存在する様々
なトラブルについて補償範囲を大幅に
拡大した弁護士費用保険のご提案。

有機肥料のステビア（ハーブの一種）
を使い減農薬で育てた、安心・安全・
愛情たっぷりのトマトはいかが？

パナソニックのお店です。お家まるご
とお任せ下さい。パナホーム。エアコン
早期受付相談会も実施いたします

当店自慢のどらやきは、材料にこだわ
り、遠方からも問い合わせがある程の
人気の商品です。ぜひご賞味下さい。

この小さなKeyPostタグに「安心」の
サービスを込めて、あなたとあなたの
大切な人に届けます。

（株）オンワード樫山の一流ブランド
商品を特別価格で販売致します。高
級ネクタイも原価にて販売します。

あっ！と言う施術製剤を多数開発
しております。

健康人生　すこやか、いきいき提案食
品　健康野菜　緑の健康野菜　紫の
健康野菜　霊芝人参ゴールド

「楽しい食卓のおてつだい」をモット
ーにみなさまに愛される商品づくりを
します。うまいたれをお試しあれ！

福島唯一の風船屋さん♪誕生日や結婚
式等用途、予算、好みに合わせてギフト
を制作☆詳しくは「もりっ人」で検索。

あなたが結婚したくなるような人を
全国1,000人のお世話好仲人がどこ
よりも低費用でお世話します。

東湯野で作ったくだものはおいしい
よ。今年の秋は巨峰で作った干ぶどう
を枝についたまま販売します。

ご家族、ご友人あなたの大切な人を似顔
絵にします。ペットのご依頼も大歓迎！会
場で実演！お1人様1,000円（消費税込）

米沢牛や国産牛を使用した駅弁の
他、肉巻きおにぎりや、惣菜等、山形の
美味しいものをとり揃えております。

変わったトータルファッションの
ご提案！

創立50周年を迎え、化粧品卸売とフェ
イシャルエステを展開しております。美
しくなるためのお手伝いをします。

地元でとれた野菜を使用し、すべて手
づくりにこだわった愛情いっぱいのお
そうざい屋です。

明治9年山形で初めてさくらんぼを栽
培した農家です。老舗のさくらんぼ屋
の「さとう錦」をご賞味ください。

目玉商品は「楽膳椀」。おしりみたいな
形には訳があります。会場で持ちやす
さを実感してみてください。

カラダに良い商品を取扱ってます！今
回は応援の為、南相馬のからみ漬と健
康を作る水素水です！

ウォーターヘルスケア　水からはじま
る健康づくりの提案　お風呂、調理、
水の習慣革命。

一口サイズの半生菓子、東日本唯
一の専門店。ぜひ、どうぞ。

石材小売業 花屋 贈答品・酒類 新車・中古車販売・車検・鈑金他 新・中古車販売、激安レンタカー

菓子製造販売 舞茸商品生産販売 家具・雑貨インテリア全般 お庭作り・外構工事（駐車場等） 美容業

製菓・製パン 理美容器材卸販売・カーリース 土木建設業・派遣業 記念品販売・アクリル加工 新築・リフォーム住生活サービス

オカマバー 菓子製造業・販売 ラン販売 弁護士費用保険取り扱い代理店 とまと栽培・販売 他

家電販売・修理・パナホーム販売 菓子製造・販売 紳士婦人オーダースーツ販売 小売業 メナード化粧品（販売）エステサロン

食品製造業 バルーン販売♪ショー出演♪装飾 エステ・整体 結婚相談所（仲人士） 農業

ペット・人物の似顔絵制作 弁当製造販売・料飲食サービス業 衣料品販売 化粧品卸売業 食品加工・販売業

農業・飲食 デザイン・販売・卸売 健康食品販売業 健康機器卸・小売販売業 和菓子製作・販売

☎024－535－3555 ☎0238－49－8755 ☎024－573－8213 ☎024－548－7706 ☎024－529－6549

☎0238－43－2073 ☎024－557－7228 ☎024－555－5150 ☎024－583－3032 ☎024－583－2476

☎024－524－2230 ☎024－553－0851 ☎090－3154－6720 ☎024－563－6656 ☎024－553－4155

☎024－521－3070 ☎024－534－1336 ☎024－557－0427 ☎024－553－0396 ☎023－658－4211

☎024－534－0105 ☎024－542－3521 ☎024－563－7140

090-5354-2789

☎024－941－3023 ☎024－557－5508

☎0238－24－2222 ☎024－573－6882 ☎ ☎090－4313－7009 ☎024－542－7071

☎080－5567－9663 ☎0238－29－0141 ☎090－5233－4291 ☎024－553－2691 ☎0247－46－3872

☎023－663－1234 ☎mail@raku－zen.net ☎024－546－1865 ☎024－585－2057 ☎024－522－6271

福島市岡部字上条63－1
〒960－8204

山形県米沢市塩井町塩野1493－7
〒992－0042

福島市飯坂町平野字上ノ壇10－1
〒960－0231

福島市松川町浅川字木門林15
〒960－1245

福島市伏拝田中29番 みなみ市民市場9号
〒960－8154

山形県南陽市郡山1083
〒999－2241

福島市笹谷字前田下17－1
〒960－0241

福島市笹谷字出水上24－10
〒960－0241

伊達市川原町86
〒960－0431

伊達市鍛冶屋川2－18
〒960－0427

福島市本町5－31
〒960－8035

福島市鎌田字卸町13－4
〒960－0102

福島市新町5－18 第一マンション 73号室
〒960－8036

福島市宮代字大屋敷68番地の7
〒960－0116

福島市鎌田字半在家2－1
〒960－0102

福島市置賜町7－5 アドニード121ビル3F
〒960－8034

福島市矢剣町13－5
〒960－8066

福島市笹谷字東金屋13－11
〒960－0241

福島市南矢野目字高田13－15
〒960－0112

山形県天童市石鳥居1丁目4－41
〒994－0057

福島市北中央2丁目3番
〒960－8072

福島市飯坂町湯野字橋本15－4
〒960－0211

福島市大笹生字荒田2
〒960－0251

山形県寒河江市内の袋84－1 2F
〒991-0041

郡山市富久山町久保田字下河原96－3
〒963－8071

福島市八島田北古屋1の1
〒960－8056

山形県米沢市大町二丁目2番22号
〒992－8585

福島市渡利字七社宮23－1 Twenty01－1F
〒960－8141

福島市平石字原高屋121－2
〒960－1103

福島市飯坂町東湯野字上岡14
〒960－0221

福島市蓬萊町八丁目2－3※ご来店前にご連絡下さい。
〒960－8157

山形県米沢市アルカディア1丁目808－20
〒992－0119

福島市笹谷字下成出10－3笹谷駅前コーポ228
〒960－0241

福島市鎌田字卸町23－4
〒960－0102

東白川郡矢祭町大字茗荷字歯朶平67－1
〒963－5323

山形県山形市中野赤坂2162－8
〒990－2175

福島市松川町字東原17－3
〒960－1241

福島市南町57番地の1
〒960－8162

伊達郡国見町藤田字南59
〒969－1761

福島市新町1－19
〒960－8036

石のカンノ（株） エスフローラルアート （株）円和 （有）尾形自動車工業 （株）カーショップ OKA

喜久一製菓（株） きのこの国 （有）ワールドトライ武 （有）ケンポク家具センター （有）斎藤造園土木 （有）ジュバンス美希

障がい者コミュニティーサロンまちなか夢工房 （有）荘司商店 （株）新起 福島営業所 （有）シンシン商事 住まいの市場 （株）コムテックス

TAMAファミリー（資）パブ DA・KA・RA （株）丹治製菓 長生草寿園 寺嶋物産 保険事業部 とまとの森（株） アイ・タックル

（株）中尾電器 中央店 （有）橋元堂　豊嶋屋 （有）ピーエムジー （株）ひまわりキャリアサービス （有）ビューティショップ フレンド

（株）平山孫兵衛商店 風船工房MORITTO ラォーマ・ラボLLP ライフブライダル・促進センター （株）フルーツのいとう園

ペット工房 コハルビヨリ （株）松川弁当店 MINJA・MANNAM㈱ メナード福島統轄販売（株） （株）山のごちそう本舗

（株）やまや園 合同会社 楽膳 （有）リック （有）レオナイン 和菓子　駒屋

取締役 代表 取締役社長 専務 代表取締役

代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表

店長 代表取締役 代表取締役 支店長 代表取締役

常務取締役 園長 代表 代表取締役

専務取締役

専務取締役

代表取締役 代表取締役 KeyPost事業部統括 店長

代表取締役 代表 理事 代表 代表取締役

代表社員 代表取締役 代表 代表取締役

専務取締役 代表社員 代表取締役 代表 代表

鹿目昭広 齋藤晋 辻井敏夫 尾形和也 岡田健一郎

林真人 武田正徳 八巻賢治 斎藤達也 渡邊麻那美

斎藤功 荘司信行 太田明男 黒津正勝 諸橋哲

相澤美千代 丹治絹代 佐藤忠 寺嶋一彦 水沢正志

宮内和恵 熊坂大 後藤正浩 緑川恵美 渡辺カネ

平山順一 森真由美 太田かおり 田口忠彦 伊藤隆徳

田口明佳 林真人 李民子 阿部隆盛 増子正代

佐藤圭子 大竹愛希 二瓶勝雄 古川栄一 須田輝美

378,000（税込）円

見積り無料！

3,240（税込）円 500円～3,000（税込）円 250（税込）円 特価600（税込）円 350（税込）円

1,900（税込）円 2,916（税込）円 100（税込）円 465（税込）円～

特価140（税込）円 40,000（税込）円～ 3,000（税込）円 700（税込）円 200（税込）円

1,200（税込）円 540（税込）円 1,000（税込）円 3,240円～14,256（税込）円 特価700（税込）円

※工事費別途

希望小売価格1,084,320円（税込）を

1個

1鉢

5枚で 1個 1袋

1袋 1本 1個 3ヶパック入

1個 1着 1個

1,000mℓ×1本

1パック

1食 1個 1パック

1客

1パック

給湯と加熱調理器で光熱費削減大

エコキュートとIHヒーターの電化パック

省エネパワフル冷暖房！

朗らかに福を呼ぶ縁起物です。他にもいろいろあります。 皆様がほっとするような植物です

当店通常価格
1枚100円を 誰でも簡単に

すばやく綺麗になる
昔懐かしい味を
お楽しみ下さい

舞茸100％
の粉体

全身も洗える
弱酸性
シャンプー

すべてのパンが
1個100円!!
（500個限定）

自家製餡に個性的
食材コラボどら焼

材料にこだわった
自慢の一品です オーダースーツ

キーホルダー
タイプのタグ どんな料理にも

これ一本でOK！
30パック限り

名物米沢牛の味を
お楽しみ下さい

お好きな
しょうゆを
入れるだけ！

初夏の味、
山形さくらんぼ
当店通常価格
1,300円を
限定50パック

持ちやすい
会津漆器のおわん

限定
10パック

エコキュート IHクッキングヒーター スモールガーデンとハンギング

早期エアコン受付商談会！

石でつくったフクロウの置物 いやしの植物 国産タオル 簡単ヘッドライト
クリーナ

霜ふりかりんとう

舞茸パウダー ベル・ジュバンスシャンプー 焼きたてパン各種 どらやき粒餡 落花生 胡桃胡麻

どらやき 今回だけの
特別価格

Keypostタグ うまいたれ おふかし

米澤牛牛肉重 旨しょうゆの素 さとう錦200gパック詰 楽膳椀 あんこ玉

370ℓ

住まいの市場 （株）コムテックス （有）斎藤造園土木

（株）中尾電器 中央店

石のカンノ（株） エスフローラルアート（株）円和 （有）尾形自動車工業 喜久一製菓（株）

きのこの国 （有）ワールドトライ武（有）ジュバンス美希 障がい者コミュニティーサロンまちなか夢工房（株）丹治製菓

（有）橋元堂　豊嶋屋 （有）ピーエムジー （株）ひまわりキャリアサービス（株）平山孫兵衛商店 （株）フルーツのいとう園

（株）松川弁当店 （株）山のごちそう本舗（株）やまや園 合同会社 楽膳 和菓子 駒屋

協賛
AIAIリサイクル・アスモ（株）・石のカンノ（株）・エスフロ－ラルア－ト・おひさま・月山の夢・（株）アイシン・（株）エスエフ太陽興産・（株）円和・（株）カ－ショップ OKA・（株）ガンマ－サ－ド・（株）共和商事・（株）コムテックス・（株）三和紙店・（株）シ－ガル・株式会社 新起・
（株）高正・（株）丹治製菓・（株）中尾電気 中央店・（株）橋元堂 豊嶋屋・（株）平山孫兵衛商店・（株）フル－ツのいとう園・（株）松川弁当店・（株）やまや園・（合）菩薩 仏壇センタ－・合同会社楽膳・小山工業・ザ・シャトル・ダスキン清水店・（資）タマファミリ－DA・KA・RA・
寺嶋物産・長生草寿園・のびのびファ－ム・パッケ－ジプラザ・菱沼農園・ファ－ストクリ－ニング・風船工房 もりっと・ラフォ－マ・ラボLLP・富士ゼロックス（株）・まちなか夢工房・MINJA・MANNAM㈱・メナ－ド福島統轄販売（株）・焼肉 上杉・山のごちそう本舗・
（有）尾形自動車工業・有限会社レオナイン・（有）ケンポク家具センタ－・（有）ゴ－デンサム（天神マッサ－ジ）・（有）齋藤造園土木・（有）ジュガ－ソ－イング ゴリラ運転代行サ－ビス・（有）ジュバンス美希・（有）シンシン商事・（有）荘司商店・（有）てっせん屋・（有）ピ－エムジ－・
（有）ビュ－ティショップ フレンド・（有）フジタクリエ－トサイン・夕焼け会・（有）リック・（有）ワ－ルドトライ武・喜久一製菓（株）・ライフブライダル促進センター・和菓子 駒屋

主催
守成クラブ福島 参加店

会場にはお買得品がいっぱい!!

※50音順

展示品15～30％off家族の団らんを演出する
ソファーやダイニングセッ
ト、一日の疲れを癒してく
れるチェア、最高の睡眠を
ご提供するベッドなど、匠
の技に支え
られ、優れた
デザインで
長い間愛用
できる逸品
を取り揃え
ました。

ケンポク
家具
人気のソファやベッドだけではなく、
飛騨を始めとした選りすぐりの
家具を復興祭特別価格でご奉仕！

※50音順

バーゲンセール
特設コーナー


