
商栄会コミュニティクラブ会員からの
特典サービスもあります！

　「たまこみまつり」開催中止について

　会員のご案内

商栄会コミュニティクラブ

今こそ!!
つなげよう

人と心と地域の輪
新型コロナに
負けるな‼

特典サービスの有効期間は2020年12月末日までとなっております
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「たまこみまつり」開催中止について
毎年開催しています「たまこみまつり」は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、
2020年の開催を中止することにいたしました。

１日子ど
も商店街

ここが
入り口

ここが
入り口

会員の紹介
コーナー

ポンタが
来たよ‼

たのしいあそびが
いっぱいあるよ!

地元の新鮮な
野菜が沢山!

コップ回収で
アンケート

みんな!
盛り上がってるぅ～



ローソン宿河原駅前店
コンビニエンスストア

多摩区宿河原3-5-1　　TEL: 044-281-4328

1 ㈱ブラウン・ラウンジ
中古車販売

多摩区宿河原5-18
TEL: 044-543-9293　FAX: 044-543-9294
URL：http://brownlounge.net

2
大手買取店には真似の出来ない人情買取価格を是非ご期待下さい。

㈱ミックスジャム
デザイン・ホームページ・印刷

多摩区宿河原7-1-27-301
TEL: 044-932-8188　FAX: 044-932-8199
URL：http://www.mixjam.co.jp/

6

オペラシアターこんにゃく座
オペラ劇団

多摩区宿河原7-14-1
TEL: 044-932-1720　FAX: 044-930-1721
URL：http://www.konnyakuza.com/

5

㈲三共自動車
自動車修理全般・車検

多摩区宿河原5-30-3
TEL: 044-900-3146　FAX: 044-911-7220
URL：https://www.sankyou-ucar.com/

3

春山内装
襖、クロス、内装全般

多摩区堰1-3-5　　TEL: 044-272-5493

7

ローソン川崎宿河原店
コンビニエンスストア

多摩区宿河原7-14-9　　TEL: 044-932-7030

4
マチの“ほっ”とステーションマチの“ほっ”とステーション

マチの“ほっ”とステーションマチの“ほっ”とステーション

車検、修理、安全点検、鈑金、
保険、社外部品、ナビ取付け、
ガラス交換、他etc

オペラシアターこんにゃく座
地元公演
オペラ 『森は生きている』
　　　　2020年12月22日（火）
　　　　多摩市民館・大ホール

車の事ならどんな事でも！

車検お申し込みの方
エンジンオイル交換　　　  ４Lまで無料‼ 子どもからおとなまで楽しめる！

こんにゃく座の代表作！

お客様のご要望をカタチにする仕事。
デザイン制作（チラシ・ポスター・
パンフレット・冊子・報告書など）
からイベント・ノベルティグッズ
などのほか、ホームページ制作に
至るまで幅広く手掛けています。

ホームページ制作デザイン制作・印刷

お部屋の内装、
おまかせください。

特典

※このパンフレットは㈱ミックスジャムが作成しました。
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本誌に掲載されている特典サービスの有効期間は2020年12月末日までといたします。
なお、掲載内容等は予告なく変更される場合もございますのでご了承ください。

特典サービスあり‼

かなえのき

❶ ローソン宿河原駅前店 コンビニエンスストア

❷ （株）ブラウン・ラウンジ 中古車販売

❸ （有）三共自動車 自動車修理全般・車検

❹ ローソン川崎宿河原店 コンビニエンスストア

❺ オペラシアターこんにゃく座 オペラ劇団

❻ （株）ミックスジャム デザイン・ホームページ・印刷

❼ 春山内装 内装業

❽ 光組（株） 一般土木工事

❾ 健翔運送 運送業

10 いとうや 化粧品店

11 フラダンス レイの会 フラダンス教室

12 まつくら接骨院 接骨院

13 リフレッシュサロンひらけ！ごま 子育て支援/コミュニティサロン

14 カウンセリングルーム叶木 心理カウンセリング

15 相模屋 そば屋（飲食）

16 関東テレビサービス 家電販売店

17 （株）ニッケン石橋 DM・ポスティング・運輸業

18 （株）ジェントルライティング 次世代照明販売・工事業

19 （株）コミヤスポーツセンター スポーツ・イベント用品レンタル

20 エムケーメンテナンス ハウスクリーニング

21 堀内設備工業（有） 排水設備工事・外溝工事

22 （株）大里工業 道路舗装・各種土木工事

23 （有）北辰商事 土地・建物/売買・賃貸管理

24 ローソン川崎堰三丁目店 コンビニエンスストア

商栄会コミュニティクラブ

会員のご案内



㈱ニッケン石橋
メール便・ポスティング・宅配・封入封緘印刷業務一切

多摩区宿河堰1-15-30
TEL: 044-829-5614　FAX: 044-829-5616
URL：http://www.nikkenmailbin.co.jp/

17

㈱ジェントルライティング
無電極ランプ・LED照明・各種照明機器の施工販売

多摩区宿河堰1-15-30
TEL: 044-811-3171　FAX: 044-829-5616
URL：http://g-lighting.co.jp/

18

関東テレビサービス
家電販売店

多摩区宿河原7-15-20　TEL: 044-811-7251
営業時間：9：00～ 19：00　定休日：木曜日

16

電気の事なら
何でもご相談
ください !!

電気の事なら
何でもご相談
ください !!

川崎市内のメール便は
断然お得です！
川崎市内のメール便は
断然お得です！

川崎地元応援券
が使えます‼

封入封緘ラベル作成一切お任せください！

メール便・
ポスティ

ング・

封入封緘作
業、何でも

お任せくだ
さい。

お電話いた
だければ

、

ご希望日時
に

集荷へ伺い
ます。

川崎市内のメール便はニッケン石橋

特典 特典
川崎市内、

3,000通まで
集荷無料‼

無 電 極 ラ ン プ

水銀灯代替の本命

オフィスＬＥＤ照明もお任せください！

東扇島物流センター  様 川崎マリエン  様

電気代が1/3以下

　　　　自然な光で
目に優しい

特典 10,000円引きシーリングライト
16,500円を

市内の施設
でも使用され
ています。

安心と信頼で創立20年、
川崎に根付いたメール便のニッケンです。

川崎市の自治体中心に、信頼と安心を築き上げて20年。
ゆうメール・ヤマトメールも取り扱いしています。

圧着ハガキ
始めました

● 配送業務　　　　　　4名

● 事務職員　　　　　　1名

● ポスティング　　　 60名
　川崎市のお仕事です。毎月同地域に配布の仕事です。

令和2年10月26日より宿河原事務所が開設します‼

多摩区宿河原4-25-36　TEL.044-328-5314

ス タ ッ フ 募 集

㈱ニッケン石橋

正社員・パート・アルバイト正社員・パート・アルバイト
職 種

連絡先：0120-28-1484　　担当：舘、石橋
タテ

体験レッスン1回無料！！

リフレッシュサロンひらけ！ごま
子育て支援/コミュニティサロン

多摩区宿河原7-15-17 北辰ビル１Ｆ
TEL/FAX: 044-455-4478（火・水・金曜日10時～16時対応）
メール：kanaenoki@skyblue.ocn.ne.jp
URL：http://hirake-goma.main.jp/

13

カウンセリングルーム叶木
心理カウンセリング

14

いとうや
お肌の相談室

多摩区宿河原7-7-8　　TEL: 044-822-3663
定休日：火曜日・木曜日

10 フラダンス  レイの会

多摩区宿河原7-7-8　　TEL: 044-822-3663
定休日：火曜日・木曜日

11

光組㈱
一般土木工事

多摩区堰1-3-30　　TEL: 044-822-4510

8 健翔運送
運送業

多摩区堰1-4-2　　TEL: 044-822-9732

9

相模屋
十割蕎麦屋

多摩区堰2-2-3　　TEL: 044-833-9021

15 

まつくら接骨院
接骨院

多摩区堰1-15-4　　TEL: 044-813-5757

12 
大人の居場所、コミュニティーカフェ
お子さんが思いっきり遊べる広いスペース

  「おおらか子育て塾
  （対面＆オンライン講座）」開催中

今こそ、心の勉強
　   始めてみませんか？

　心理カウンセリング力養成基礎講座
その他、個人カウンセリング、ガン患者と家族の闘病支援
コミュニケーション改善講座などを行っています。

特典

き も ちいい！

アレルギー、アトピー、
敏感肌、シミ、
しわ、たるみ等で
お悩みの方、
ぜひどうぞ。

エステ・予約制エステ・予約制

所要時間　１時間30分
　　　　　（肌診断含む）
料　　金　1,000円～

昔なつかしい思い出の歌謡曲を口ずさみながら手話の手で
楽しくフラダンスを踊ってみませんか？

始めての方大歓迎始めての方大歓迎
❶火曜日　AM 9:45～11:00　月3回
　　　　　自治会館
❷木曜日　AM10:45～12:00　月4回
　　　　　かわしん久地支店3F
　　　　　 （外側の階段をご利用下さい）

教  

室

⬅詳細はいとうやへ

交通事故、各種保険、
いつでもご相談ください。
交通事故、各種保険、

いつでもご相談ください。

多摩区宿河原7-15-17 北辰ビル１Ｆ
TEL/FAX: 044-455-4478（火・水・金曜日10時～16時対応）
メール：kanaenoki@skyblue.ocn.ne.jp
URL：http://room-kanaenoki.main.jp/

　　　　チラシをお持ちの方、

りょく

か な え の き

受講生募集中 十割蕎麦を
気軽に
たっぷりと

駐車場有ります

特典

エステ1回無料！！特典

サロン利用料 ￥100引き



ローソン川崎堰三丁目店
コンビニエンスストアー

多摩区堰3-16-13　　TEL: 044-328-9717

24
マチの“ほっ”とステーションマチの“ほっ”とステーション

㈲北辰商事
土地・建物/売買・賃貸管理

多摩区堰3-7-21　　TEL: 044-813-1439　FAX: 044-813-1440

23

エムケーメンテナンス
NPO法人 日本ハウスクリーニング協会会員

多摩区堰1-10-12　　TEL／ FAX: 044-833-5645

20 ㈱コミヤスポーツセンター
スポーツ機器・イベント機材のレンタルなど

流通センター：多摩区堰1-14-30
TEL: 044-844-0650（代）　FAX: 044-844-0658
URL：http://www.komiya-sports.co.jp/

19
スポーツ機材・イベント機材レンタル
ならお任せください。
各種イベントの立案
から運営まで独自の
ノウハウでお応え
します。

㈱大里工業
道路舗装・各種土木工事

22

マンション・
アパートの
クリーニングは
おまかせ！！

堀内設備工業㈲
排水設備工事・外溝工事

多摩区堰1-17-68
TEL: 044-844-5267　FAX: 044-844-5867
URL：http://www.hp1.co.jp/

21
給排水設備工事のプロとして、
主に複合施設や商業施設、その
他大型物件の屋外給排水設備
工事をおこなってきました。

多摩区堰1-17-10
TEL: 044-811-8275　FAX: 044-833-1471
E-mail：ma-trtdbb-799447@dream.jp
URL：https://www.oosato1973.com/

土地・建物・マンション・
アパート・駐車場のことなら
当社へおまかせください！

土地・建物・マンション・
アパート・駐車場のことなら
当社へおまかせください！ お見積りいただいたお客様には

粗品をご用意しております。

専門知識と丁寧な職人の技で、
満足していただくよう心がけております

特典

次回たまこみまつり開催のお知らせ

※特典サービスは2020年12月末日まで有効です。

第6回たまこみまつりは、 に
予定しています。

2021年11月7日（日）2021年11月7日（日）


