
新入学フェア
2020年春、小学校・中学校ご入学の皆様へ

学校制服のご案内

うれしいニュースです！

三原市港町1-5-19
0848-62-4056

　　FAX 0848-62-4078
P 店舗前1台　港町パーキング

２2020 小学校制服も

     ナンバで
！

30,800

まで
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©2019「決算！忠臣蔵」製作委員会

映画「決算！忠臣蔵」
2月16日（日） ①10:30～ 12:35　②13:30～ 15:35
三原リージョンプラザ 文化ホール 0848-64-7555（三原リージョンプラザ）

料金：一般    ￥1,800　  大学生･専門学生   ￥1,500　シニア(60歳以上)                 ￥1,200
　　                 3 歳～高校生       ￥1,000　障がい者手帳をお持ちの方　 ￥1,000　　  
　　　

3名様プレゼント

1組2名様プレゼント

一般                  大学生･専門学生      
3 歳～高校生 　   

三原日和
特典

三原日和見たよ

三原日和持参でor

￥1,800 → ￥1,500 ￥1,500 → ￥1,300
￥1,000 → ￥800

　 　

SETOUCHI JAZZ CASTLE ’ 20

2月23日（日）10:00開場 / 10:30開演 
三原市芸術文化センター ポポロ
080-3314-1108（永田）0848-81-0886（ポポロ）

入場料：全席自由　前売3,000円 /当日3,500 円 /中高生1,000円（前売、当日）小学生以下無料

応募方法：Eメール、ハガキ、封書にて　 締切：2020年2月8日（土）

読者プレゼント

住所：723-0051　三原市宮浦6-30-1 三原日和 宛Eメールアドレス：biyori@miharabiyori.net

「①希望プレゼント名②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥今月の三原日和のご意見・ご感想」を記入のうえ、下記メールアドレス及
び住所にお送り下さい。件名に「読者プレゼント」と入力してください。

※住所等の個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り利用します。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

BA 映画『決算！忠臣蔵』    3 名 SETOUCHI JAZZ CASTLE ’ 20　　1組

三原日和は三原市内で30,000部発行。新聞折り込みの地域では毎月第4週末に折り込みにて、その他の地域は月末頃までに店舗設置やポスティングにて配布されています。広告掲載のお申込は、0848-62-6677まで。

第5回を迎えるジャズフェスティバル in三原
ポポロ全館を舞台に飛び入りセッションやアワード、誰でも楽しめるワークショップなど盛りだくさんです！

大西順子トリオ
メインゲスト

R185
こぐま屋

ユニクロ

すき家

眼鏡市場

宮浦郵便局大阪
王将ウエディングドレス、カクテルドレス、二次会用

ドレス、白打掛、色打掛、引き振袖、タキシード、
紋付、モーニング、留袖、訪問着、中振袖、
子供衣装、初着、祝着、卒業式袴、礼服、
ゲストドレス、ブラックフォーマル、喪服など Facebook始めました

三原市宮浦6-20-22
0848-60-1515
10:00～18:00
水曜日

貸衣装 ベルフィーユ

http://bell-fille.comHP

着付け + ヘアメイク + 写真が付いた全ておまかせプランや
写真撮影のみのプランなど多彩にご用意しております。

取り扱い商品

成人式振袖レンタルご予約会
貸衣装専門店ならではの上質で素敵な新作続々入荷中！！

2021 年・2022 年成人式

￥30,000～

振袖
（15 点フルセット付き）

（税別）

人気色やトレンド柄は

お早めのご予約がおすすめです。

前撮りのお着物と着付けの
無料サービスなど多数！！

卒業式
袴も !! ご成約特典付

貴方の魅力を
引き出す
振袖選び

試着写真を
1枚1枚並べ
運命の一着を探す

2021 9
2022 10

2021
2022
成人式

年

年

表示価格から 5万円割引
新作ブランド振袖レンタル 20着

ご試着プレゼント

成人式着付け時間成人式着付け時間

年 時台

年 時台

0120-307-753フリーダイヤル冨士写真館 創業90年祭

三原エリア
最大級振袖
展示200着
友達と被らない！

10大特典付
振袖レンタルセット
10万円～25万8千円（税別）

・手ぶらでOK
・追加料金0円

支援員/看護職員/介護職員募集
初めての方・久しぶりの方も安心してください。
責任者や先輩が同行します。

担当　苅元まで
地域支援室インスタグラム

taiseikai_chiikishienshitsu

支援員
【内      容】サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方への
　　　　　   ①安否確認：日中2回お部屋を訪問します。
　　　　　   ②相談対応：生活に関する相談に応じます。
　　　　　   ③建物内の清掃・整理整頓を行います。　など・・・
【雇用形態】正規またはパート雇用（勤務日数等相談に応じます）
【勤務形態】8:30~17:30 【配属先】相談に応じます【資格】経験不要

看護職員
【雇用形態】正規またはパート雇用（勤務日数・時間等相談に応じます）
【配 属 先】相談に応じます

介護職員
【雇用形態】正規またはパート雇用（勤務日数・時間等相談に応じます）
【配 属 先】相談に応じます

★インターンシップ職場体験開催します
2020 年 2月 20 日（木）9:30~12:00

場所：サンライズ港町等

気軽に電話で
お問い合わせして
くださいね！

くまのメガネサロン
三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま
R185

春が待ち遠しいこのごろ
メガネもリフレッシュされては
いかがでしょうか

TOKYO SNAP

RODENSTOCK

GUCCI

メガネサロンくまのでは、春の装いに似合
うフレームをカジュアルテイストからエレ
ガントまで数揃えてお待ちしております。
もちろん、くまのならではの「良い品を
お手頃価格で」を実施しております。

日祝~18:00

良いメガネが
入荷しています
お気軽に
見に来てね

串の家 sazan
patisserie Cogumaya

リニューアルオープンした

もうすぐバレンタイン！！

sazan串の家
三原市宮浦4-8-13
0848-38-7600
17:30～22:00
毎月曜日
駐車場5台有

サザン ポポロ

エディオン
三原店

ニチエー
宮浦店

眼鏡市場ファミリー
マート

Cogumaya
patisserie

三原市宮浦6-2-40
0848-62-2110
10:00～20:00
カフェ～18:00
毎水曜日
駐車場有

コグマヤ

ヤマト運輸
三原店

　三原の洋菓子店でいつも人気の高いお店。
今回はバレンタインの商品を取材させていた
だきました。ホールケーキ、焼き菓子、プリン、
その種類の多さにいつも驚かされます。
ロールケーキ、プリンなど有名なお菓子の他に
マカロン、そしてバスクチーズケーキが只今
大人気だそうで、取材中も次々にお客様が
買っていかれていました。
　オーナーパティシエは、いつも工房でお客
様に提供する一つ一つのお菓子に、愛情と確か
な技術をもって作られている様が見てとれました。

クラフトハイボール・神泡プレミ
アムモルツ・日本酒・厳選された
ワイン・人気のノンアルコール
スパークリング等飲み物の種類も
豊富で、一串180円均一のおまかせ
料理が心地よい空間で楽しめる。

衝立てとスクリーンで仕切られる空間。2人から 4人、６人、１０人と最大25人まで空間が自由に。

串の家
sazan

バレンタインに限らず、三原でこだわりのスイーツを提供してくれる本格派の洋菓子の数々。

心で揚げる四季の串揚げがさらに美味しく、楽しく、美しくなりました

patisserie
Cogumaya

2020
2月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.96

三
原
日
和

ミカタワークス
花戸和也

MIYAURA

いいとこ紹介したい！
宮浦特集！

750円（税込み） 750円（税込み）750円（税込み）

320円（税込み）
５個入り1,100円（税込み）

いちごxホワイトチョコ スイーツチョコ
　　xミルクチョコ

レモンxミルクチョコ 紅茶xホワイトチョコ 抹茶xホワイトチョコ

今月はみんな大好きな串揚げと
洋菓子のお店を掲載します。
どちらも若き経営者が
とても頑張っておられますよ !

平野園さんとコラボした
京都宇治抹茶入り
抹茶の生チョコ
香り濃厚です！

最高級の生チョコ使用
まさに至極の溶けよう
心地よさを
楽しんでください！

いちごがチョコに！
甘酸っぱい美味しさは
新鮮ないちごそのもの
味わい芳醇です！

北海道産のクリームチーズを
贅沢に使用した
試作を繰り返した
パティシエ渾身の逸品

それぞれに特徴のガナッシュ（生チョコレート）を
サンドしているから味に深みがあります
コグマヤと言えばマカロンと言われるほど
人気のスイーツです

とっても落ち着く
ふたりきりの空間

グループでも使い
やすい空間にまと
まっています

ワインにも日本酒にも合う
料理の数々

正社員募集
給与20万円から

一緒に働きませんか
sazan までお電話ください！

主催：セトウチジャズキャッスル実行委員会、三原市芸術文化センターポポロ

試用期間あり
休日：毎月曜日他

内容：仕込み、調理、ホール
　　　片付け、会計等

 　串の家sazanがこの度、リニューアルオープン。より食事の空間を大事にし、プライベートな
環境を提供できるように配慮されました。カウンター席に入る入り口に扉を、テーブル席は
衝立とスクリーンで個室間を演出。ゆっくり食事を楽しんでいただけるような店づくりになって
います。新鮮な食材が毎日30～40 種類用意されていて、飽きのこない順番で揚げてくれる

ので、店主に全て委ねて後は食べるのみ !
ここでしか味わえない美味しいお酒と
旬の串を楽しんで。

Instagram
QRｺード

LINE
OFFICIAL
QRｺード

私たちの発想を超えたオシャレな
コーディネートに大満足です！

タカシン・ホームのお客様インタビュー ! タカシンなら、家具まで含め
たインテリアのトータルコー
ディネートもＯＫ。デザイン
性の高い空間で心地よく暮ら
せます。ぜひご相談ください。

H様邸

建設業の許可 広島県知事許可（特-1）第35519号

株式会社　嵩 心
検 索タカシンホーム

  元々近くに住んでいて新居を探していたので、建築中から
気になって時々見ていました。どなたかの新築だろうと思っ
ていたのですが、見学会で分譲モデルハウスと知り、中を
拝見すると本当にオシャレでびっくり！ すぐに「購入できます
か？」と相談に行きました。他の中古住宅や新築住宅も見ま
したが、インテリアも立地も良かったこの家に決めました。
もし自分たちで全部決めていたら、こんなオシャレな家には
ならなかったと思います。
  スタッフの皆さんは話しやすく、子どもたちにも優しくして
下さいましたし、お店で買った商品も快く取り付けてもらえて

担当  桶本担当  桶本

助かりました。特に担当の桶本
さんには本当に親切にして頂
き感謝しています。子育ての
大変な部分をわかって、共感
して頂ける方ならではの対応
がとても嬉しかったです。

三原本社
タカシン・ホーム

三原市新倉2-12-1
0848-60-2077

■ 福山営業所
■ 東広島営業所
■ リフォーム事業部

事業所展開

Sono Felice.
三原市糸崎6-19-12
道の駅 神明の里から1.5 キロ
0848-36-6370
http://sonofelice.shopinfo.jp

year 
anniversary

10%OFF
～3.31TUE

まで

全商品

足にまつわるお仕事を始めて10年。多くの足のトラブル
（外反母趾、タコ・ウオノメ、扁平足など）に向き合って
きたSono Felice.（ソノフェリーチェ .）。
これからも、今まで磨いてきた素晴らしい技術を元に、
多くの方に元気になって頂きたいとますます意欲的です。
只今、オーダーメイドインソールや靴など、
全商品10%オフのキャンペーン中！

足のお悩み相談してみませんか？


