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Information
高足ガニ・深海魚料理なら丸吉！

有限会社 割烹民宿・御食事処 丸吉
〒410-3402 沼津市戸田 566-2
定休日／金曜日

TEL.0558－94－2355 FAX.0558－94－2990

沼津市戸田港で水揚げされた高足ガニ・手長エビ・
深海魚など豊富な海の幸を、手頃な値段で丸ごと味わ
える店です。
世界最大のカニ高足ガニを食べるなら丸吉におまか
せ下さい。
店内には大きなイケスがあり生きたままのタカアシ
ガニをすぐに調理するので、鮮度抜群のタカアシガニを味わ
うことができます。
また、駿河湾で獲れた手長エビや赤ムツ（ノドクロ）深海
魚料理も自慢。
淡白でさっぱりとした味わいの深海魚は刺身や煮付けで、
深海エビは焼物や天ぷら、刺身でお楽しみいただけます。
http://heda-marukichi.com/
（ホームページ）
http://marukiti.i-ra.jp/
（ブログ）
【お得なクーポン】10％引き

リフォーム＆増改築 おまかせください！

沼津・三島地区で地域に密着して、増改築＆リフォー
ムを提供するリフォーム・アズマです。
小さな修理から、お洒落なデザインリフォームまで、お
客様の生活をゆたかにするリフォームを手がけています。
「快適な住環境の提供を通じお客様ご家族の幸せを実
現する」を私たちのミッションとして、スタッフ一同
精一杯働かせて頂きます。静岡県東部最大級のショー
ルームには、システムキッチン 8 台、ユニットバス 3 台、
リフォーム・アズマ（東工業株式会社） 洗面化粧台 7 台、トイレ 10 台をはじめ、様々な住宅設
〒410-0022 沼津市大岡2286-3
備を取り揃え、実際に見てさわって選んでいただけるよ
http://www.azumakougyo.co.jp
うになっております。
TEL.055－921－1796 FAX.055－921－6026
また、毎月 IH 料理教室を開催し、IH クッキングヒー
フリーコール.0800－777－1122
ターに興味があるけど触ったことがないというお客様に、
実際の調理を通してその快適性、安全性、経済性を実感していただいております。当社で IH クッ
キングヒーターをお買い上げのお客様には、ご自宅に食材を持ってお伺いし、
実際に調理をさせていただきながらの取扱説明も行なっ
ています。お気軽にご来場ください。【お得なクーポン】外壁・屋根塗装ご注文の方 足場代半額

株式会社 マイハート
KEN&MARY ／ 20CENT
〒410-0801 沼津市大手町5-9-21 マルトモビル４Ｆ
http://www.kenmary.jp

TEL.055－943－6513 FAX.055－943－6514
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【お得なクーポン】
１グループにつきドリンク 1 杯無料
（２店舗で使用可能）

改めてスポーツの基礎である、
歩き方・走り方を見直してみませんか？

株式会社

ライフコム

〒410-0022 沼津市大岡4044-29
営業時間／9：00～21：00
定 休 日／毎週火曜日
http://www.issic.co.jp

TEL.055－925－5055 FAX.055－925－5105

★☆省電力で安全にをモットーに！☆★

杉山電気工業株式会社
〒410-0106 沼津市志下 381-5

TEL.055－931－5941 FAX.055－931－5950

【お得なクーポン】
サンキュープライス 火災報知器取り
付け工事費込み 1 台につき 3,900 円

有限会社 ベイクショップマルマン
■ マックスバリュ御殿場東田中店

弊社は平成 17 年、贈答品の販売からスタートし、24 年 2 月大手町にオールディーズ
ミュージックレストラン KEN&MARY を開店いたしました。
KEN&MARY で は 19:30〜、21:00〜、22:15〜 の 1 日
3 回の生演奏をはじめ、食事は直径 18cm の特製ケンメリ
バーガーを中心に多彩な洋食メニューを取り揃えております。
また、座席も 70 席ございますので、忘新年会等の各種ご
宴会、ご結婚式、二次会等普段とは違った目で、耳で、舌で
楽しむご宴会をご提案いたします。
ご来店お待ちしております。
■ギフト部門
ご誕生されたお子様と同じ重量のお米をオリジナルパッ
ケージで贈答する
■飲 食 部 門
♪オールディーズミュージックレストラン
「KEN&MARY」
沼津市大手町 5-9-21 マルトモビル 2F ℡ 055-943-9029
営業時間 17:30 ～ 24:00 定休日・日曜日

■ 業務スーパーマミー二枚橋店

※イベント企画、ご予約
（30名様以上）
の場合のみ営業とさせて頂きます

弊社は昭和 41 年創業以来 住宅、店舗、工場の電気に関する
設計施工、お見積もり等、工事品質と誠意ある対応に自信を持っ
てお客様に電気の安心と技術をお届けする事を心がけています。
これからの時代のニーズに合わせて LED 照明の取り付け、ご
家庭向けのオール電化、太陽光発電をはじめたとした省エネ設備
導入のご相談からインターホン工事モニター付きドアホン、イン
◆ 火災報知機 ◆
ターホン取替などの施工工事を行っています。
又、住宅用火災警報器の設置工事にも力を注いでいきたいと思っております。
（現在住宅
用火災報知器の設置は＊消防法、
沼津市火災予防条例による法律で義務づけられています）
設置期間は平成 23 年 6 月 1 日までとされていますが「まだつけてない どうしよう！」
という方のために只今特別料金にて設置工事をさせていただきます。
（但し機種、取付け
条件により金額は変わりますのでお問い合わせください）
事業 【個人向け】新築住宅電気配線工事・リホーム各種電気設備工事
内容 【企業向け】ビル（業務用）電気工事／受変電設備改修工事（増設・減設）
工場（産業用）電気工事／店舗（商業用）電気工事／新設工事

焼きたてパンを食卓に

気軽に飲んで、食べて、音楽を聴いて。大人のひとときを

♪カウンターバー・スナック「20CENT」
沼津市大手町 5-6-15 ダイヤモンドビル 1F ℡ 055-951-0019

アイシック健身塾とは、東京大学 小林寛道名誉教授が開
発された、「認知動作型トレーニングマシン」を使用した一
般のスポーツジムには無い、マシントレーニングを提供する
施設です。
スポーツや日常生活において合理的で正しい身体の使い方
の動きを追求します。
また、基礎体力・持久力を高める為の高地トレーニングが
手軽に身近で出来る様に【低酸素トレーニングルーム】を完
備しております。
当塾はお客様の競技能力向上や運動不足解消・健康増進をサポートします。
随時、無料体験受付及び会員募集中です。御興味のある方は是非お問い合わせの程宜し
くお願い申し上げます。
【お得なクーポン】無料体験券（お一人様１回限り）

TEL・FAX. 0550－84－5316
TEL・FAX. 0550－81－0275

定休日／不定休

掲載
無料

こんにちは！焼きたてパン , サンドイッチの店 , ベイク
ショップマルマンです。昭和 60 年創業以来、インストア
ベーカリーとして、現在マックスバリュ御殿場東田中店と
生鮮＆業務スーパーマミー二枚橋店の 2 店舗で営業させ
て頂いております。日本の食文化は何といっても「米」に
なっています。しかし何とか！朝、夕食はパン食！でと、
当店では昨今のニーズに応えるべく日々努力、前進してお
ります。
お勧めは食パンと食事パンになります。菓子パン類では
クルミメイプルサンド、（10 年来のヒット商品）と昔な
つかしいコッペパンが人気です。
是非ご賞味下さい。ご来店お待ちしております。
【お得なクーポン】お買い上げ 20％引き
※クーポン券利用はマミー二枚橋店のみとさせて頂きます。

このコーナーでは会員企業を紹介します
宣伝したい商品やサービス、会社のPR等お気軽にご応募ください
次回は平成25年2月発行です お待ちしています

ＴＥＬ．
０５５−９２２−４０１４
ＦＡＸ．
０５５−９２４−７８７３

E-mail : mail@numazuhoujinkai.or.jp

！〜切り取ってお使いください〜 クーポンは沼津法人会HPからもダウンロードできます
お得なクーポン券！
割烹民宿
御食事処

丸吉

10％引き
沼津法人会

24年12月末迄

リフォーム

アズマ

外壁・屋根塗装
ご注文の方

足場代半額
沼津法人会

24年12月末迄

マイハート

ライフコム

杉山電気

ベイクショップ

KEN&MARY及び
20CENTにて

無料体験券

サンキュープライス
火災報知器
取り付け工事費込み
1台につき3,900円

お買い上げ
20％引き

１グループにつき
ドリンク１杯無料
沼津法人会

24年12月末迄

お一人様
１回限り
沼津法人会

24年12月末迄

沼津法人会

24年12月末迄

マルマン

※クーポン券利用はマミー二枚
橋店のみとさせて頂きます。

沼津法人会

24年12月末迄
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