初詣のあとに広島空港すぐ近くの
八天堂カフェリエでおいしい
スイーツプレートを家族で食べる！

ヨーグルトと牛乳と
お米をお家まで届け
てもらう！

三原の道路は私たち
ルート建設がつくって
います！
（有）ルート建設

三原市深町 1449
0848-67-6464

八天堂 カ フ ェ リ エ

三原市本郷町善入寺用倉山
10064-190
0848-86-8622
10:00~18:00

株式会社共仕販
三原市古浜 2-10-26
0120-334-255

笑えるラーメン！
三原のラーメンは
やっぱり康だね！

三平商事有限会社

三原市皆実 1-14-11
0848-63-1301
毎水曜

こころのこもった訪問介護サービスで
（株）原アルミ建材
三原市沼田西小原 1488-1
0848-86-5600

三平に相談してお庭・
外構の悩みが解決！
ステキなお家になる！

みなさまのお役に立ちたい！
介護タクシーで通院もらくらく！

ガラスが割れた !
原アルミに修理の
電話をする！

竹野八百屋

三原市城町 1-21-17
0848-63-0223

新鮮な野菜と自家製
白菜漬が評判です！

ラーメン康

アップル介護サービス

訪問介護事業所

三原市本町 2-13-39
0848-36-5544

お正月に2018 年成人式の
振り袖を試着して試し撮りを
してもらう！

焼肉

山陽路

足を楽にするために
オーダーメイドイン
ソールをつくる

三原市下北方 1-10-1
0848-86-6446
平日

11:00〜14:00
17:00〜21:00
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三原市西町 1-2-10
0848-64-4555

で今年もコンサートやイベン

三原市本町 1-3-2
0848-64-0151
火・水曜日

（有）冨士写真館
三原市本町 1-7-34
0120-307-753

土・日曜日・祝日

木材のプロ！木のこと
なら老舗勝村木材にお
まかせだ！

中間醸造（株）

芸術・文化の発信地、ポポロ
KCSセンター三原

勝村木材（株）
三原市古浜 2-11-6
0848-62-6288

本郷店・宮浦店

三原市南方 3-5-16
0848-86-6758
三原市宮浦 3-34-26
0848-64-8332
11:00~15:00
17:00~22:00
第 3 月曜・毎火曜

三原のお好みソースは
やっぱりテングソース
で決まりだね！

11:00〜22:00
月曜日（祝日の場合は
翌日に振替）

お正月に家族で焼肉を
食べに行く！皆で食べ
ると美味しいな！

Sono Felice.
尾道市久保 1-2-2-2F
0848-36-6370

地域密着！職人さんの
大工さんにリフォーム
してもらう！
（株）吉川工務店

三原市皆実 1-8-24
0848-62-5381

トをいっぱい楽しむ！

新年の第一歩は KCS セン
旧友とつもる話には ター三原で腰痛改善！
うまいハイボールが エクササイズをする！ 七草粥よりアサンテの
遠来のお客様も大満足！
似合うな〜
パスタや美味しい
タコづくしの料理はやっ
料理が大好き！
ぱり登喜将！
アサンテ wine&bistro

MASH

三原市港町 1-6-36
070-5674-0565
11:30~14:00LO
18:00~22:00LO
不定休・要予約

三原市城町 1-11-18
0848-62-4656
不定休

和食処 登喜将
三原市城町 3-2-7
0848-62-7393
11:30~13:30
17:00~22:00
毎水曜日

三原市芸術文化センターポポロ
三原市宮浦 2-1-1
0848-81-0886
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小松のオーダー収納・
オーダー家具でお部屋
が超すっきり！

やっさタクシー
小松木工（株）

介護事業・建設事業・飲食事業で
いつも笑顔のやっさタクシーに
乗って、初詣と初売りにむかう！
安心・安全ありがとう！
やっさタクシー

三原市南方 3-7-10
0848-86-1039
24 時間営業

三好印刷でキレイな
パンフレットをつくっ
てもらいゴキゲン！

開業・起業のため、
たよりの三原商工会
議所に相談する。

屋根に関する事なら
私たちと神明の里で すべてアカリ工業に
一緒に働きませんか！ おまかせください！

地域の未来を創造します！
いい子にするから買っ
てよ、カッコイイこの
ストライダー！

（株）アカリ工業
三原市貝野町 10-7
0848-64-5343

三好印刷（株）

三原市本町 1-8-12
0848-62-2022

三原商工会議所

三原市皆実 4-8-1
0848-62-6155

三原市宮沖 2-3-1
0848-62-2371

（株）中野モータース

道の駅みはら神明の里
三原市糸崎 4-21-1
0848-63-8585

三原市港町 1-2-10
0848-62-2688
毎日曜日

（株）住 創

サンスイ設備工業（株）

三原市港町 1-5-20
0848-64-3766

三原市皆実 1-13-26
0848-64-8341

新年にトイレ、水道を
サンスイ設備で新しく
する！

安心のお米をみなさんの
ご家庭まで笑顔ですぐに
お届けします！
（有）岩本米穀

究極の自由設計「いろは . いえ」誕生！！
全部コミコミのワンプライス 1500 万円
夢がぐっと近づく！
（株）嵩心

タカシン・ホーム

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

三原市西町 1-3-47
0848-62-2924

おいしいモーニングを
食べてかわいい雑貨を
JAM で買う

JAM
三原市城町 2-3-10
0848-64-0616
8:00~19:00
毎水・木曜日

ホンダの車に乗って
楽しい思い出いっぱ
いつくろう！
Honda Cars三原皆実
三原市皆実 3-6-27
0848-64-4888
毎水曜日

よしながのオーダー
枕でスッキリ快眠！
寝具もお買い得！
（有）よしなが

三原市宮浦 3-6-26
0120-41-4120
毎水曜日

ボクもわたしもみんな
大好き！お正月も三原
のスマックを飲もう！

三原市西野 1-1-1
0848-64-6611

住宅のリノベーション・
三原の古民家・空き 店舗デザインや施工・
新年にアンジェロー
家の利活用をサポー グラッフィックデザイ
ズのフェイシャルで
トします！
お肌ピッカピカ！
ンの会社です！
イーモ（不動産・建築）
三原市宗郷 3-15-26
0848-38-1277

（有）note

三原市宮浦 6-30-1
0848-62-6677

桜南食品（株）

アンジェローズ

三原市本町 2-4-1
0848-62-4435

apio で
ホームページを
作ってもらう！
apio

三原市小泉町 5205-8
090-5265-3412
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