
アピタ中津川店1階　TEL 65-6171 苗木4639-5 TEL67-2226

(有)

岐阜県中津川市えびす町7-14

すずや呉服店
TEL 0573-65-3411

えびす町2-12
TEL.0573-65-7778

あんず

岐阜県中津川市苗木 4 0 4 3 - 3 4
TEL  0573-65-6622　  FAX  0573-65-6357

工業用潤滑油・切削油・ホタテ貝殻のECO商品

㈱山本石油店
TEL65-2612

中津川市本町1-2-9　TEL.0573（65）2625

西太田町通り　TEL65-2529

福井税務会計事務所
TEL（0573）65-2030

TEL65-7000 / FAX66-1472

中日岐阜サービスセンター・恵峰ホームニュース
TEL（0573）68-5570　FAX（0573）68-5100

布地・小物・インテリア・女子制服

中津川市新町  TEL 65-3044

ブティック

中津川市新町 　0573-66-5235

本店/中津川駅前☎0573-65-2075・支店/中津川市西太田町☎0573-66-7683

中津川市えびす町1番12号
FAX（0573）66-8552

TEL（0573）66-8550
予約専用　66-8555

中津川動力株式会社
中津川市東宮町4-50　（0573）66-0801㈹

からすみ本家　佐 和 家
太田町店　65-3943／福岡店　72-2454

中津川市西宮町1番1号　TEL.0573-65-0020

お好み焼き
焼 き そ ば
鉄 板 焼
一 品 料 理

読売新聞中津川専売所
中津川市えびす町1-16 TEL.66-2041/FAX.67-8091

中津川市新町8-10 郵便局前　☎（0573）65-3529
http://kimono-oguri . jp/

マルヤマグループ

アンベール
丸山木材工業株式会社　アンベール事業部
〒508-0011　中津川市駒場青木476-2
TEL 0573-66-5300　FAX 0573-66-5833

URL http://www.maruyama-g.co.jp/embell

住宅総合　プロ集団

岐阜県中津川市駒場1649  ＴＥＬ〈0573〉65ー3133

これからの未来を快適に

中津川市千旦林814番の2　電話（0573）68-2181
http://www.kyoei-gas.co.jp

中津川市太田町2-4-1  TEL 66-8789/FAX 65-5338

ヒガシフレーミング
ヒガシ画材店

中津川市新町5-20 TEL.0573-65-4129
ヨイニク

中津川本店 65-2577 やま里 25-7707

珈琲＆
ステーキ

コーヒー券
※切り取ってお持ち下さい。1枚1名様コーヒー
　サービスいたします。 H29年2月28日まで有効

中津川市付知町

早川産業
りゅう げ あん

0120-82-2065

割 烹・ふぐ
中津川市太田町2-2-33　　0573-65-2008

中津川市太田町2-5-34  TEL 0573-65-2633

季節料理と鰻の 末 廣

デジカメプリント

中津川市西太田町☎0573-66-6655

スズヤカメラスズヤカメラ

エムズ保険㈱
いつもあなたのそばに…

岐阜県中津川市えびす町1-23  TEL.0573-65-8864

always by your side

就活中のみなさん、
印象は大切ですが印章も大切です。

豊水堂印舗

美濃建設株式会社
TEL.0573-66-1423  FAX.0573-65-7379

中津川市中一色町2番20号（レジストロ通り沿い）

中津川市西太田町  TEL0573-65-2914

ありがとうございます

和菓子の店

中津川市駒場　TEL（0573）65-2244

中津川市太田町2丁目  TEL〈0573〉65-5014

㈱くれない冷菓
〒508-0011 中津川市駒場１１２８－１

TEL.0573-65-2170 FAX.0573-65-2542

TEL 65-3812

す し 出 前

岐阜県中津川市中津川869ー1 電話 (0573) 66ー5500

TEL.0573-66-1038

家電・オール電化
リフォーム・太陽光発電

〒508-0041  中津川市本町3丁目1番5号
中津川店 TEL.0573-25-8118

〒509-7205  恵那市長島町中野1丁目1-3
恵那店

全国にお花をお届けします

はなまつ
TEL.0573-65-2848㈹

［HP］keihokusonpo.com/
岐阜県中津川市苗木1782-3 TEL.0573-65-2492

有限会社 恵 北 損 保
保険ゴリラ 検 索

中津川市新町　　0573-66-6125

1/10 全商品2割引（川根茶・食品等除外品有り）

〒508-0007 岐阜県中津川市神坂280番地　fax.0573-69-5001
http://nakatsugawaonsen.com/

tel .0573-69-5000

クアリゾートは元気です！

安心して暮らせる街づくりをご提案します！

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川2408-20
TEL0573-66-0227/FAX0573-66-5186

有限会社 サンゲン

  水漏れ『ぴたっ』
  転　倒『ぴたっ』
『ぴたっ』『ぴたっ』ふえてます。

中津川市で
実績増大中

新技術を中津川から情報発信！
一緒に環境にいいこと始めませんか？
国で認められたECOなコンクリート
補修・防水工事

備長炭焼鳥 中津川市太田町2-5-31
Tel.0573-67-9278
ランチ    11：30～13：30
　夜      18：00～24：00
テイクアウト 11：00～21：00

〒508-0038 岐阜県中津川市新町7-45
TEL：0573-65-5444（代） FAX：0573-65-3196

http://www.tg-soft.co.jp/

ソフトウェア設計・開発・保守、機器販売
お客様の環境を知り、的確なサービスを大蔵漆器店株式

会社

岐阜県中津川市駒場2294番地の1 TEL（0573）66-8000

大蔵工業

快適な生活環境の保持に努めます

何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
岐阜県中津川市駒場2290-3

TEL.0573-66-5213 FAX.0573-66-5314

浄化槽・清掃維持管理業・下水道維持管理業
ゴミ収集・運搬業・店舗ゴミ・資源リサイクル

東清株式会社

お買物はお近くのスマイルで
駒場店・中村店・付知店・なすび川店

本店　岐阜県中津川市本町3丁目1番8号
　　　TEL（0573）6 5－2 0 7 2
　　　手賀野店／駅前店
URL  http://www.kawakamiya.co.jp

本店　中津川市新町2-40 　　　0573-65-2078
西木　中津川市中津川1296-1  　0573-65-1718
URL  http://www.suya-honke.co.jp

株式
会社中央物産

本社／岐 阜 県 中 津 川 市 駒 場1666-3437
TEL：0573-66-2808　FAX：0573-66-2809
HP：http://www.chubutsu.co.jp

冷暖房配管用断熱被覆銅パイプのトップメーカー

総合建設・設計施工

岐阜県中津川市駒場町1番78号
TEL（0573）65-5171

URL　http://www.haramoku.co.jp/

ハラモク一級建築士事務所

「恵那山」「五味饗宴」蔵元  

はざま酒造株式会社
〒508-0041　岐阜県中津川市本町4-1-51
TEL 0573-65-4106　FAX 0573-65-6233

URL http://www.enasan.jp

日本酒
　ギャラリー

料理旅館

中津川市桃山　　（0573）65-4311

肥料・農薬・農業資材・園芸用品

淀川店　中津川市淀川町2-25
　　　　電話　0573－66－6028
坂本店　中津川市千旦林足澤480-15
　　　　電話　0573－68－2829

株式会社

中津川市太田町二丁目二番三十五号
TEL0573-65-3020　FAX0573-65-8272

地酒・菊牛蒡漬・菊芋みそ漬

創業慶応二年

元祖

ヤマツ食品株式会社

中津川市本町3-2-29　電話65-2830
URL http://www.shinkinedo.comURL http://www.shingendo.com

バイパス店
駅   前   店
栄   町   店

岐阜県中津川市手賀野271-3　電話〈0573〉66-8111
岐阜県中津川市太田町2-1-7　 電話〈0573〉65-2635
岐阜県中津川市栄町7-17　　  電話〈0573〉65-2111

中津川市千旦林444-14 TEL0573-64-8871（代）

苗木店　中津川市苗木2531-1
駒場店　中津川市駒場382-6

http://www.tokiwa-corp.com

代表取締役

Sustainable Innovation

〒508-8555　岐阜県中津川市桃山町3番20号
TEL〈0573〉66-1015（代）FAX〈0573〉66-3392

曽 我　尚 之

株式会社
化 粧 品 の 製 造 ・ 研 究 開 発

美濃ちこり焼酎「ちこちこ」
国産アンディーブちこり

新 杵 堂
バーバーズダイニング

中津川の新しい特産品

TEL.0573-62-1545 運営会社：株式会社サラダコスモ

「ちこり」生産量日本一！

中津川市太田町2丁目5-29 　　0120（08）3008
URL http://www.shogetsudo.jp/

木曽路口・中津川

アピタ中津川店
連日夜9時まで営業

お菓子造りは、幸せ創り

（0573）66-7311　http://www.7fuku.co.jp/
中津川市役所横

富士通テンマニュファクチュアリング株式会社
〒508-0101 岐阜県中津川市苗木2110
TEL.0573-66-5121　 FAX.0573-66-5126

http://www.fujitsu-ten.co.jp/

代表取締役社長 貝 野　秀 昭

〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林1574-41 TEL.0573-78-1078

めぐりーんの　　  狩り
期　　間／1月5日（木）～5月下旬ごろ
申込方法／当日朝8：00～
　　　　　産直レジにてチケット販売開始。
※予約不可。先着順です。※定員になり次第終了いたします。
入場時間／10：00～（退場 15：00）

●詳しくはホームページをご覧ください  http://www.megreen.net/

いちご

0573-78-0123
URL http://www.ja-higashimino.or.jp/

岐阜県中津川市茄子川1646-19

～いのちを育むものづくり・農業を応援しています～

tel.（0573）65-2662 fax.（0573）65-6696
http://www.narumigumi.co.jp/

岐阜県中津川市手賀野335-1

To the point of the future ～未来の、その先へ～

岐阜県中津川市千旦林224番の1
TEL0573-68-3131／FAX0573-68-5792

中央紙運輸株式会社
代表取締役　斎藤　隆

中津川市栄町1-1 にぎわいプラザ 
TEL.0573-62-2277

代表取締役　杉本　潤

　TEL. 0573-66-1025（代）／FAX. 0573-66-1443
http://www.mino-in.co.jp/　E-mail:soumu@mino-in.co.jp

本社／岐阜県中津川市中津川964番地の103

ダイカスト技術で未来を創造

美濃工業株式会社
中津川店西太田町2-4-15　TEL.0573-66-1212　FAX.66-6650

アピタ店：アピタ中津川店1階TEL62-0265　　恵那店：バロー恵那SC1階TEL25-6846

代表取締役社長  勝野　安和
株式会社　ひかりや


