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あります！

お部屋 もっともっと暖かくな〜れ！
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そ の 他 読 者 プレ ゼ ント コー

［community ai］

ガスファンヒーター レンタルキャンペーン

ナー 等

あらゆるタイプのお部屋に
使えるスタンダードなサイズ

なか面は４エリア

共通 誌面

64,900部!
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サークル紹介

【いわぬま森のサポーター】

コミュレポ

とびきりの
笑顔
ニャモね〜！
【今月の顔】
小野寺 ちせちゃん
名取市よりご家族と竹駒神社に
七五三のお参りに

今月の

四字熟語

求人コーナー「
「コネクト」
コネクト」
コネクト

寒気凛冽

ミネラルウォーター宅配サービスしています

■営業時間／ 8:30 〜 18:00 ■定休日／日・祝日
■岩沼市上下水道指定工事店

お試し一週間無料サービス！
！

※毎月注文のノルマ等はありません

ほこだて仏光堂

セレモニーホール掬水苑

これかライフ 2018
主な内容

・葬儀相談（葬儀見積りの無料作成）
・エンディングノートの書き方
（エンディングノートは無料でプレゼント）
・ペット供養について

（ツイッター）

twitter 始めました

https://twitter.com/hokodate̲minami

【お問い合せ・お申し込み】

★一休友の会 会員募集中！！

幅広く採用される機能性・安全性

0223-36-9324
株式会社武藤工務店 TELFAX
0223-36-9354
http://www.mk-mutoh.co.jp/

・会員割引きが受けられます

後藤まで

ほこだて仏光堂仙台南店
セレモニーホール掬水苑

★セレモニー商品券のご案内

きくすいえん

・「もしも…」に備えることができる

名取市堀内字北竹153-1

少額積み立て型商品券です

コミュレポ 「コミュレポ」は地域情報スタッフが突撃取材し、読者目線の飾らないレポートをお届けするコーナーです。

被災地の子どもたちに笑顔を届けたい…

サークル会員募集中！

いわぬま森のサポーター
グリーンピア岩沼内の自然散策路の整備などを中心に活
動しているサークル「いわぬま森のサポーター」を紹介し
ます。岩沼の中でも気軽に自然と触れ合える場所として人
気の里山の道なき道を整えたり、水路の確保、階段の整備を自然の物を利用しながら
整える活動を主に行っています。また、市内の小学校で行われる里山学習への支援や
第4日曜日には自由参加で集まった方たちに自然散策路の道案内も行っています。
数あるコースの中から散策しますが、たとえ同じコースを歩いたとして
いつもありがとう
も日々変わる景色は毎回違った楽しみをくれるとのこと。植物の話をしな
ございます
がら、また時には自分の身の回りの出来事を話したり、聞いたりと、あっ
ニャモ〜！
！
という間に楽しい時間は過ぎていきます。
参加は自由。興味のある方はぜひ参加されてみては…。

イベ ント

東日本大震災から７年が経過した現在も被災地では、
７万３千人の人たちが避難生活を送っている現状を知ったタ
イ在住でSoulsLoverボイストレーニングスクール代表の山
田千都世さんが「被災地のために自分たちで何か力になれ
ることはないか」と今年５月、６月に現地で朗読会やダンス
ライブのチャリティーイベントを開催。
当時、タイ観光PR大使を務めていた岩沼出身のプロサッカー選手、
大久保剛志選手(現京都サンガ所属・岩沼西サッカー卒団生)の協力のもと、被災地
の子ども達(岩沼と石巻の２チーム)にサッカーユニフォームを寄付して頂くこととな
り、この日贈呈式が行われました。会場には、大久保選手に憧れる子ども達とその
保護者が参加。大久保選手も京都から駆け付け会場を盛り上げ
ていました。贈呈式では、スクールの皆さんによるパフォーマン
スやゲーム大会、千都世さん作曲の「愛しい君」も披露されまし
ども達。海を越え、今もなお支援してくれる人たちの優しさに触
れ、会場は温かな空気に包まれました。

わざわざ仙台まで出向く必要がありません。
時間も費用も節約できます。

☎0223-29-4381 FAX0223-29-4382
岩沼市中央1-5-12
■営業時間／ 9:00 〜 17:00
■定休日／土・日・祝日
■駐車場／有り

岩沼小学校

特別価格
※写真はイメージです

（定価¥354,000 税別）

¥266,000

暮らしと「水」のコーディネーター

もりきゅうリフォーム
七十七銀行

クトで
コンパ
っきり
トイレす

有限会社 森 久 設備

（税込）

着

ホームページにて施工事例
たくさん掲載中！

web 限定商品多数ご用意しております !

もりきゅうリフォーム 検索

PC・スマホより
web をご覧下さい

0223-22-0450

URL ／ www.mori9reform.com

デイサービス ばあちゃん学校

※不定期のご利用（隔週など）や午前・午後のみの
ご利用も可能です。

水もれなどお困りのときは迷わず

岩沼市末広1丁目6-3（消防署近く）

TEL

以上

岩沼市桑原1丁目11-35

もりきゅうリフォーム
代表取締役 森 俊久

●岩沼警察署

125
4

●岩沼消防署
吉野家
●

◎少人数でのんびり！
◎料理自慢の
主婦によるお昼ご飯！
◎併設の鍼灸マッサージは無料！

■ 株式会社 結 （訪問介護も行っております）
☎0223-35-6574

岩沼市藤浪一丁目3-49
■営 業 日／月曜日〜金曜日
■営業時間／午前8時半〜午後5時半

４

●

小島病院

●

市役所
●

平禄寿し
アオキ●
出光●

■ いわぬま駅前歯科医院

☎0223-36-8020岩沼市館下1-5-20
■休診日／日曜・祝日
■URL/http://iwanuma-dc .cihp.jp

ローソン
岩沼駅

桃花林

（岩沼版担当スタッフ）
【掲載希望はこちら】
T E L：080-7963-8017
E-mail：kunii.iwanuma@softbank.ne.jp
※地域情報は営利を目的としない無
料の情報掲載コーナーです。内容等に
より掲載できない場合もございます。
次号分は12月20日まで受付

今年8月、岩沼駅近くにオープンしました。
モーニングタイム(7:00 〜 10:00)のコーヒー
が250円のプチプラも嬉しい。ピラフやパス
タなどフードメニューも充実しています。電
車の待ち時間など短い時間でも気軽に入れる
お店です。◎コーヒー…330円◎日替わりラ
ンチ…650円◎窯焼きホットケーキ…450円
＊インスタに写真アップ#maggiocoﬀeeタグ付けで100円引

岩沼市館下1-5-26 森高マンション1階
☎0223-35-6858
■営業時間／月〜金曜
7:00 〜 20:00
土・日曜・祝日11:00 〜 20:00
■定休日／無し
■＜Instagram＞maggiocoﬀe(マッジオコーヒー )

弊社に寄せられたお客様の声

Vol.52
『神棚の祀り方・供え方』
竹駒神社
要

12月16日（日）

【月〜金】PM8:00 まで診療（PM7:30 受付）【土】PM5:00 まで診療（PM4:30 受付）

< 昼食例 >

検索

maggio coﬀee (マッジオ コーヒー)

様
20名予
約

平成 30 年

【当院の特徴】
1. 院内感染防止対策
4. 審美歯科治療
2. 歯周内科治療
5. インプラント治療
3. 床矯正治療
6. 噛み合わせ治療

エフエムいわぬま

「インターネットサイマルラジオ」放送中！

里親募集 新しい家族を迎えてみませんか？

講師：禰宜 小野

いわぬま駅前歯科医院は
患者様ごとに滅菌しています

エフエムいわぬま

保健所では、保護、収容され一定の条件をク
リアした犬・猫について、終生飼養してくださ

限定

TEL 0223-23-0326
090-1938-8010

３ 急加速しない（余裕を持った運転をしましょう！）

「みんなで協力して、岩沼市・名取市から
交通事故をなくしましょう!」

泰治 様

会場 大光殿

10：00〜11：30

美味しい稲荷・コンコン汁・お土産付き

〜事前相談から三十三回忌まで〜

M

独 身の伯 母のお葬 式で

＜標準仕様＞
ネオレストRH1
（清潔・エコ・洗浄・清掃・
快適機能搭載/フルカバー/
リモコン付き）

地元密

39 年

敏 マルトシ塗装

２ 急ハンドルを切らない（慌てずに運転しましょう！）

はお世話になりました︒

地元岩沼市内で弁護士による
法律相談ができます

¥169,000 （税込）

１ 急ブレーキをかけない（車間距離をとりましょう！）

出展する方とお客様で作る温かな雰囲気の手
作り市、蔵っしっくアート展の出展者を募集
いたします。
開催日時：2019. 4 ／ 27 ㈯
場所：岩沼市市民交流プラザ2階
岩沼市館下2-3-1
参加：出展料 1ブース（1.8×1.8m）
2,000円（諸費用込み）
募集数：先着20ブース
問い合わせ：布田
☎090-8423-7530
E-mail ／ art.iwanuma@gmail.com

個人のお客様も企業様も承っておりますのでお気軽にご
相談下さい。

塗装歴22年の技術で幅広く対応

「タイヤ交換は済みましたか？」
雪が降り、路面が凍る季節です。
滑走事故防止3原則を実践しましょう！

蔵っしっくアート展2019 vol.6 出展者募集

まごころこめ た お 葬 式

岩沼南
小学校

岩沼警察署からのお願い

どうしたらいいのか右も

工藤 芳明

︵仙台弁護士会所属︶

タンクレス便器
ネオレストRH1
TOTO

※写真はイメージです

岩沼ライオンズクラブは市内の社会貢献活動
を行うボランティア団体に対して、活動のた
めの道具、材料、交通費、食費、その他必要
な経費を助成する事を目的とした「岩沼ライ
オンズクラブボランティア活動助成金」を設
立いたしました。助成額は1事業1団体10万
円まで（5団体程度を予定）。
申請書提出期間：2019年 3月31日
助成金決定通知：2019年 4月中
助成金授与：2019年5月の当クラブ例会
事業実施期間：助成金決定通知後〜
2020年 3月31日
事業報告書の提出期限：事業実施後30日以内
問い合わせ：岩沼ライオンズクラブ事務局
岩沼市大手町4-10
☎0223-22-5091 FAX 0223-22-5134
（月曜〜金曜日 10:00 〜 13:00）

OPEN

●
●

岩沼みなみ
プラザ

週末
びっくり市

左もわからなかったのです

安心価格 です

商品 代 ＋ 工 事 費 ＋ 諸 経 費 ・ 消 費 税 ＋ 保 証 書

（定価¥245,000 税別）

テナント等

「岩沼ライオンズクラブボランティア
活動助成金」のご案内

NEW

五間堀川

岩沼
中学校

る里親さんを募集しています。募集中の犬・
猫はHPに掲載しています。事前見学は要予約。
費用：無料（手続き要）
問い合わせ：宮城県塩釜保健所岩沼支所食品薬事班
岩沼市中央3-8-1
☎0223-22-6294
URL ／ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sh-helth-i/jouto.html

が︑親身に寄りそってもら

下記項目すべて込みの

特別価格

店舗

メール：radio@fm779.com
問い合わせ：エフエムいわぬま
☎0223-23-5080

●

●

Facebook

岩沼市吹上1-8-54

い助かりました︒

※写真はイメージです

しやす
手洗い
す
ン
タ クで

定員15名 エプロン持参
指導：斉藤静子（花ritteオーナー）
申込：12/10㈪まで事務局へお申込み下さい
問い合わせ：岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
事務局 及川
☎0223-21-1106
（FAX兼）
18:00〜20:00対応可

TEL 0223-23-5321

様

¥112,000 （税込）

年末年始
12/31 〜 1/3
までお休みとなります

■ 弁護士法人 希望 仙南事務所

＜標準仕様＞
温水洗浄便座 一体型
ウォシュレット一体形便器
GG1-800

税別）

たたみ工房 ゆさ

マンション

2,700円〜（税別） 障子 2,000円〜（税別）

アドバイスのおかげで︑

特別価格（定価¥173,600

●カット￥4,860 〜⇒￥4,374 〜（ⓈⒸⒷ）

TOTO ウォシュレット一体型便器
GG1-800
い

謝恩
価格

・一般建築塗装
・内装塗替
・各種吹付け

アパート

（税別） 襖

施工時の掃除、敷き込み後の畳の乾拭きは心配いりません。家具の移動もこちらで致しますのでお客様は立ち合うだけです。

【オリジナルケーキつくり】
皆んなでケーキを作って食べて、ゲームで遊び、
「2018 コダナリエ」開催のご案内
コンサートもあります。30名限定 12/10〆切
日時：12／15 ㈯ 13:30〜15:30（受付13時から）
イルミネーション「コダナリエ」も今回で7
場所：市民交流プラザ（旧公設跡）
回目を迎えます。色とりどりの光に埋もれて
いわぬまひつじ村の市場
岩沼市館下2-3-1
笑顔になって頂けたら幸いです。
参加：100円（小学生以上、幼児の場合要保護者）
美味しい食事にコーヒー、採れたての野菜、
日時：12 ／ 9 ㈰〜 H31.1 ／ 12 ㈯
ハンドメイド品などがひつじ村に並びます。
問い合わせ・申込：坂本
17:00 〜 21:00（4時間）
ドッグラン会員登録行います。
☎080 4363 7231 FAX 0223-29-3206
初日16:30 〜オープニングセレモニー
【市イベント】村立1周年記念式典 ひつじ村
E-mail ／ poem̲sako@yahoo.co.jp
場所：小平農村公園内（山元町小平字舘18-1）
クエスト(無料)。
問い合わせ：実行委員長 山上
ドワーフの杜〜手仕事マルシェ〜
日時：12／16 ㈰ 10:00〜15:00
（山元町小平字舘40）
ドワーフとは働き者の小さな小人。手作り品
（毎月第3日曜日に開催）
☎070-2020-5701
からワークショップなど様々な55ブースが
場所：いわぬまひつじ村（岩沼市押分須加原）
E-mail ／ yamakami@oregano.ocn.ne.jp
参加。スタンプラリーもあります。
参加：どなたでも 小雨決行 荒天中止 P有
Facebook ／コダナリエ
日時：12 ／ 15 ㈯ 10:30 〜 15:00
問い合わせ：いわぬまひつじ村
EPIC VIEWよりお知らせ
場所：岩沼市民会館中ホール・里の杜中央公園
☎080-4105-5538
問い合わせ：ドワーフの杜実行委員長 平間香織
バルーンアート作品展「silent night展」
いきいき100歳体操のご案内
☎090-7794-0346（ドワーフの件とお伝え下さい）
バルーンアーティストNOZOMIさんによる
日時：12 ／ 18 ㈫ 10:00 〜
魅力ある世界観を是非お楽しみ下さい。
岩沼市民図書館よりお知らせ
場所：やまぼうし（岩沼市桜5-11-3）
日時：開催中〜 12 ／ 28 ㈮ 10:00 〜 16:30
参加：無料 どなたでも参加OK
子ども向け上映会のお知らせ
（最終日は16:00まで）
問い合わせ：（特非）やまぼうし 渡部
日にち：12 ／ 15 ㈯
場所：EPIC VIEW（岩沼市栄町1-8-40）
☎0223-23-2672
参加：当日直接会場までお越しください
問い合わせ：Cafe&Art EPIC VIEW 渡邉
【幼児向け】
☎080-3336-7050
すずの会 音の扉＃5 スペシャルヴァージョン
時間：10:30 〜 おはなし会
伝わるチラシづくりのヒント
オペラ歌曲やクリスマスソングなどをお届けし
10:50 〜 上映会（30分程度）
ます。コーヒーを飲みながら音楽をたのしみま
上映作品：「青い自動車」
「グーフィーの釣天狗」
サークル活動や町内会などでイベントを企画
せんか。曲目はAve verum corpus、ひとり
「クリスマスのねこざかな」
するとき、案内資料の作成に悩んでいません
ぼっちの羊飼い、乾杯の歌ほか。
か？いわぬま市民交流プラザのカラー印刷機 【小学生向け】
日時：12 ／ 22 ㈯ 開場13:00 開演13:30
時間：11:40 〜 上映会
の上手な使い方も勉強しませんか？
場所：岩沼市民会館 中ホール
上映作品：「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」
日時：12 ／ 14 ㈮ 13:30 〜 15:00
参加：800円（茶菓券）
セミナールームを自習室として開放
場所：いわぬま市民交流プラザ 2F交流室
問い合わせ：佐藤
今年の冬休みも休館日以外の7日間開放しま
参加：無料（当日の参加も可、電話またはメー
☎090-1931-1310
す。自学自習にぜひご利用ください。尚、開
ルでお申し込みください）
放日の詳細は館内に備え付けのチラシをご覧
問い合わせ：岩沼市市民活動サポートセンター
ゴスペル・ウインクスcafe de クリスマス
ください。
☎0223-35-7205
曲目はAve Maria、くいしんぼ組曲ほか。ゲ
開放日：12／22 ㈯・23 ㈰・24 ㈪・26 ㈬・
iwasapo@dream.ocn.ne.jp
ストはいわぬま児童合唱団。
27 ㈭、
1／5 ㈯・6 ㈰
竹駒神社どんと祭裸参り
日時：12 ／ 24（月・祝）開場13:00 開演13:30
9:30〜17:00
場所：岩沼市民会館 中ホール
場所：2階セミナールーム「阿武隈」
個人、企業、団体、サークル、スポ少など
参加：無料
参加者募集。10名以上の団体参加で提灯を、 対象：小学生以上のどなたでも
問い合わせ：佐藤
＜12月の休館日＞
女性の新規参加で白半天をプレゼント。
☎090-1931-1310
12／3 ㈪・10 ㈪・17 ㈪・25 ㈫・28 ㈮〜31 ㈪
日時：1 ／ 14（月・祝）
＜年末年始の休館日＞
16時スタート 受付15:00 〜 15:30
エフエムいわぬま年末年始特別番組のお知らせ
12 ／ 28 ㈮〜 1 ／ 4 ㈮
18時スタート 受付17:00 〜 17:30
竹駒神社境内特設ブースにて、年末年始特別
問い合わせ：岩沼市民図書館
（各出発100名先着）
番組を放送します。市内駐車場の情報や多彩
☎0223-24-3131
定員：12/14㈮締切 定員に達し次第締切
なゲストをお迎えして送ります。現在、番組
URL ／ http://www.iwanumashilib.jp/
場所：岩沼市民体育センター集合
内でご紹介するメッセージを募集中です。メッ
参加：2,000円（竹駒神社のお札と消耗品代）
まちなかセミナー参加者募集
セージテーマは「あなたが考える新元号は？」
※衣装購入費用別途 新規3,000円
お寄せ頂いた方の中から抽選で豪華景品プレ
クリスマスのミートパイとデザートをつくり
応募：フェイスブックの専用フォームか下記までご
ゼントします。
（テーマ以外のメッセージも可）
ます。
連絡下さい。応募用紙をお送り致します。
放送日時：12 ／ 31 ㈪ 23:00 〜翌2:00
日時：12 ／ 16 ㈰ 10:00 〜 13:00
問い合わせ：岩沼市商工会
ハガキ：〒989-2464 岩沼市三色吉雷神7-1
場所：Cafe 花ritte（カフェ カリット）
☎0223-22-2526
FAX：0223-23-5083
参加：1,000円（1人ミートパイ1台持帰り）
「岩沼 裸参り」で検索

一般住宅

セブン
イレブン
●

ふすま・障子 承ります（カードでのお支払いも可）

見積無料 畳 5,000円〜

市内

TOTO
ピュアレストQR
＋ウォシュレットSB

【有効期限】
H31 年 1 月末まで

岩 沼 市 桜 五 丁 目 ３ 番59号 TEL 0120-915-700
今すぐアクセス !! 伊藤建設 岩沼
http://www.itokensetu.co.jp
一級建築士事務所/宮城県知事 第17310276 宅地建物取引免許／宮城県知事（4）第5088号

新 築 ・ リ フ ォ ー ム 地 域 と 共 に 創 業 1 8 4 年 〒989-2433

畳とセットで
お部屋をキレイに！

無 事 終えることが出 来ま

平成の最後の年末にトイレ交換はいかがですか！
？

コクグレージュでコクとやわらかさを両立

●ハイライトカラー＆カット
￥13,500 〜⇒￥12,150（ⓈⒸⒷ）
●カラー＆カット
￥10,800 〜⇒￥9,720 〜（ⓈⒸⒷ）

ご好評につき 12 月末日でキャンペーン終了となります。

した︒

深みとやわらかさで、もっと品よく、きれいな私へ。

岩沼市下野郷字新拓210
■営業時間／ 11:00 〜 19:00
■年内は休まず営業中

産業道路

た。最後には新しいユニフォームに袖を通し笑顔いっぱいの子

仙台空港●

畳 信頼出来る地元の店

LIXIL 商品が対象です。詳しくはお問合せ下さい。

いわぬま・こども食堂＋ 12月スペシャル企画

写真はイメージです

☎0223-23-2958

お任せ下さい！

今なら 金利・手数料 は LIXIL が 負 担 い た し ま す ！

伊藤建設株式会社

＜限定150パック＞

■ そば処 おさだ

岩沼駅

■所：グリーンピア岩沼
■日時：第1土曜日(会員:散策路の整備など) 9:00 〜 12:00
第4日曜日(自由参加) 10:00 〜 12:00
■参加費：会員年間費1,000円 自由参加一回100円(保険代含む)
■問い合わせ：代表／鈴木 正信 ☎0223-23-3661

【相談料】震災特例法の成立により、2011年３月11日当時、
宮城県内に住居や営業所等があった方（法人を除く）であれ
ば、資力に関係なくどなたでも、法テラスから相談料の援助
を受けることができます。
（法テラスへの償還も不要です。）

担当

一休さんの

※写真はイメージです。

TEL 0223-24-2315

〜
岩沼市土ケ崎 2-1-13-2F
JONBRAN OPEN/18:30
（不定休）

12/28
まで

3パックご予約の方
えび天３本サービス！

岩沼市マスコットキャラクター
岩沼市マスコットキャラクター

TEL 0223-22-1930

・入会金 1 万円で永久会員

予算ご相談承ります

お食事をしながらゆっくりお酒が楽しめるお店

・1パック一人前（タレ付）
…………550円

岩
岩沼
沼係
係長
長

□ウイルスや花粉対策に
□優れた除菌、脱臭力でペットのいるご家庭にも
□お部屋の広さに合わせて選べる
□ 医 療・ 保 育・ 介 護 の 現 場 や 業 務 用 と し て も

（火葬までの流れや埋葬方法・料金について）

歓送迎会・各種パーティー・1 次、2 次、3 次会など

ラクらくリフォーム！

地 域情報

ほこだて仏光堂

1月8日 ㈫・14日 ㈪
20日 ㈰・26日 ㈯

受験生やお年寄り、お子様のいるご家庭の

あんしん・ていねい・わかりやすい
岩沼の弁護士がアドバイス
を大切にしています

0120-801-885

岩沼市藤浪1-9-24

ぜひご来館下さい。

風邪をひきやすい季節です

スタッフ募集中 !!（ママさんスタッフも歓迎）

☎ 0223-22-2209

会館見学会及び相談会

コミュニティ・アイ設置店のチェックはコチラから ▶▶▶▶▶

サークル紹介

トータルライフカンノ

有限会社

その他家電品取り揃えております。ガスも家電もお任せください！

〜 シニア世代が毎日をいきいき過ごす為の情報セミナー 〜

意味：寒さの非常に厳しいこと。
用例：宮城はこれから冬本番で寒気凛冽身の引き締まる思いです。

〒 989-2432 岩沼市中央 1 丁目 2-13

買取もできます。お問い合わせください。

なか面

【山景の宿 流辿 平日ペア宿泊券】

料

レンタル料月々500円（税別）

年末年始は地元酒屋さんの
おすすめのお酒で乾杯！

今月のプレゼント

無

ご契約者様に限り

０％で

金利

充実

ドリンクも

にフードも

洋食を中心

年越しそば早期ご予約受付中！

産業道路

なか
面は

地域情報

標準工事費

（税込）
円
0
3,80

割賦元金 420,000 円、60 回均等払い
を想定した試算金額となります。

淳寛

【maggio coﬀee (マッジオ コーヒー )】

11畳まで 15

フリードリンク＋フード 7 品

（工事金額 42 万円を想定）

代表取締役

NEW OPEN

コンクリート
畳
まで

M様

伊藤

【被災地の子どもたちに笑顔を届けたい…】

暖房の
めやす

木造

岩沼市桑原

玄関 のリフォーム
月々 7,000 円〜
…

えば

たと

長年使っていた FF 式石油ファンヒーター
が壊れたので買い替えをカンノさんに相談し
たところ、ガス式の機器が断然安いし暖かい
とアドバイスされ、即決しました。
以前の機器と比べ 1/4 程の大きさにも関わらず暖か
く、さらに固定式でなく軽いので向きも簡単に変えら
れとても便利です。ホースも長めにして頂いた為、移
動も可能です。なんと言ってもスイッチを入れた瞬間
に温風が吹き出す様は石油ストーブでは考えられず、
感動ものです。匂いも無し！レンタル代月
500 円（冬期間だけ）というのも魅力です。
同時に、お風呂も石油式からガス式に交
換して頂きました。おかげさまで快適な冬
を過ごしております。

1日

貞山堀

12

■面倒な燃料補給が不要
■スイッチONですばやく温風
■嫌なニオイの出ない快適空間
■省エネ機能付きエコ運転
■片手で持てる「軽量設計」

【お客様の声】

パーティープラン

最短
工期

ー 85歳まで加入できます ー

