
おまかせ下さい

務所を立ち上げ現在に至っております。務所を立ち上げ現在に至っております。

二次審査にご参加ください！二次審査にご参加ください！

一次審査合格メニュー一次審査合格メニュー

毎週5名 合計20名様にランチ券プレゼント！！毎週5名 合計20名様にランチ券プレゼント！！

2月の各週で、道の駅みはら神明の里 キッチンルマーダの
「日替りランチ」のメイン料理として販売提供します。 期間中の
注文数と皆様のアンケート結果が二次審査の点数として集計
加算されます。 また、アンケートにご回答いただいた中から

皆様のご注文、アンケートお待ちしております。※火曜日の審査は除く

主催／道の駅みはら神明の里　三原市糸崎4丁目21-1
お問い合せ／三原商工会議所　TEL.0848-62-6155

みかんたっぷり穴子天ぷらみかんたっぷり穴子天ぷら ベジタブルたコロッケベジタブルたコロッケ

2月1日㈪～2月7日㈰2月1日㈪～2月7日㈰ 2月8日㈪～2月14日㈰2月8日㈪～2月14日㈰

2月15日㈪～2月21日㈰2月15日㈪～2月21日㈰ 2月22日㈪～2月28日㈰2月22日㈪～2月28日㈰

レモンたっぷり広島風
　　　　豆腐ハンバーグ
レモンたっぷり広島風
　　　　豆腐ハンバーグ

神明鶏のからあげ
　　　　レモンあんかけ
神明鶏のからあげ
　　　　レモンあんかけ

提供期間 提供期間

提供期間 提供期間

道の駅みはら神明の里道の駅みはら神明の里

タコ飯にあう日替りランチの主菜
レシピコンテスト

タコ飯にあう日替りランチの主菜
レシピコンテスト

すぱいす! 令和3年2月号   vol.103 毎月第1金曜日発行　70,000枚折込! 尾道・竹原・三原に加え世羅中心部にも折込開始！　お申込み　中川広告 三原市西宮2-9-27　☎0848-62-5555

リフォームもお任せください

TEL 0848-67-8555
〒723-0051　三原市宮浦6-15-21 

見積り・
相談

無料 ● ふわふわした床
● 屋根や外壁の汚れ
● 蛇口の水漏れ
● 換気扇の油汚れ 工事担当/増田です

● 使いづらい押入れ
● 玄関の段差
● 襖・網戸のやぶれ
お困りごとはありませんか？

住
ま
い
の
こ
と
な
ら

何
で
も
ご
相
談

く
だ
さ
い
!!

 

0120-37-6464ダスキンアピア 三原市明神3丁目9-3［三原宗郷店］

他社で保証切れの方、天井や床下が気になる方、金額を見直したい方

でお困りの方、料金でお悩み・
ご不満な方、お気軽にご相談ください。

●食品の盗み食い　●人の血を吸うイエダニの発生
●配線へのかじりつきによる漏電・火災
●ネズミを媒介とした病原菌の伝染 など

ネズミネズミ

害虫防除の年間定期管理はおまかせください。

ネズミ駆除ネズミ駆除
ただいま

、
ネズミの被

害ただいま
、

ネズミの被
害

ネズミは様々な被害をもたらします
急増中！急増中！

見積無料

建工の売地・分譲地情報建工の売地・分譲地情報

TEL 0848-67-8555
一級建築士事務所・宅建業・建設業

設計
施工

建設業番号・広島県知事許可（般 -30）第 34706 号／宅建業・広島県知事（4）第 9268 号／広島県知事登録18（1）第 4540 号 ［取引態様／売主］

〒723-0051 三原市宮浦6-15-21 ［広告有効期限2021年2月末日］

その他売地もございます
詳しくはHPをご覧ください➡

【物件概要】●所在地／三原市
西町1丁目●交通／西宮バス停
徒歩約3分●地目／宅地、用悪
水路●都市計画／市街化区域
●用途地域／近隣商業●建ぺ
い率・容積率／80％・300％●
取引態様／売主●その他／建
築条件付

西町1丁目 ★三原駅まで徒歩約13分。
★三原小・第二中学校区。

明神２丁目

②990万円②990万円
●土地面積/198.35㎡
　（60.00坪）
●土地面積/198.35㎡
　（60.00坪）

★フレスタまで徒歩約2分。
★田野浦小・第三中学校区。
★フレスタまで徒歩約2分。
★田野浦小・第三中学校区。
【物件概要】●所在地／三原市
明神2丁目●交通／きぼう作業
所前バス停徒歩約４分●地目／
宅地●都市計画／市街化区域
●用途地域／一種住居●建ぺい
率・容積率／60％・200％●取
引態様／売主●その他／建築条
件付

残り1区画残り1区画

890万円890万円
●土地面積/241.22㎡
　（72.96坪）
●土地面積/241.22㎡
　（72.96坪）

②

済

済

【物件概要】●所在地／三原市
館町2丁目●交通／大橋バス停
徒歩約４分●地目／宅地●都市
計画／市街化区域●用途地域
／一種住居●建ぺい率・容積率
／60％・200％●取引態様／売
主●その他／建築条件付

★三原駅まで徒歩約7分。
★三原小・第二中学校区。館町2丁目

②1,041万円②1,041万円
●土地面積/143.05㎡
　（43.27坪）

残り1区画残り1区画

私道

② 済済

★三原駅まで徒歩約11分。
★南小・第三中学校区。宮沖1丁目

980万円980万円
●土地面積/165.00㎡
　（49.91坪）

【物件概要】●所在地／三原市宮
沖１丁目●交通／臥竜橋バス停
徒歩約２分●地目／雑種地●都
市計画／市街化区域●用途地域
／一種住居●建ぺい率・容積率／
60％・200％●取引態様／売主
●その他／建築条件付

【物件概要】●所在地／三原市宮浦
3丁目●交通／三番町バス停より徒
歩約5分●構造／木造2階建●地目
／宅地●都市計画／市街化区域●
用途地域／1種住居●建ぺい率・容
積率／60%・200％●取引態様／
売主／建築確認番号／第2020東
部三原確認0087号●完成予定／
2021年8月末

★レースカーテン・照明・外構付
★南小・宮浦中学校区。

2,830万円2,830万円4LDK4LDK ●土地面積/116.93㎡（35.37坪）
●建物面積/99.57㎡（30.11坪）

宮浦3丁目の分譲住宅
※パースはイメージです。

耐震等級3

(税込)

南間口

南間口

小
●水漏れ補修 ●パッキン等部品交換
●床鳴り補修 ●床張替え ●畳替え
●襖 ●障子張替え ●建具補修
●家具造作 ●硝子入替え
●雨漏り補修 ●波板、庇張替え
●鉄部塗装
●バリアフリー（手摺り取付け・段差解消など）
●給湯器の交換 ●住設機器の取替え

http://www.fujii-fine.com 三原市和田1丁目3番20号 TEL（0848）63-0200 FAX（0848）63-2165

さなリフォーム！
どうぞお気軽に！

お役立ち情報満載！
“リフォーム便り”（無料）
差し上げます！

点検／見積 無料三原で50年の実績三原で50年の実績
0120-46-2153

建築士、施工管理技師等、資格をもったプロが
どんな小さなご相談も承ります。

お家の“困った”を
“良かった”に！！
お家の“困った”を
“良かった”に！！ 大規模リフォーム！

おまかせください！
●増改築 ●洋室、和室の変更など改築
●水廻りの改築（キッチン・浴室・洗面室・トイレ）
●屋根 ●外構
●外壁の葺き替えと塗装、雨樋
●エクステリア（カーポート・フェンス・バルコニー）
●玄関ドア ●アルミサッシなど取替え
●内装（カーテン・カーペット・クロス貼替え）
●オール電化 ●太陽光発電 ●耐震補強

大 小
本日2月5日はニ（2）コ（5）ニコ“笑顔の日”本日2月5日はニ（2）コ（5）ニコ“笑顔の日”
問わず快適リフォームいたします。問わず快適リフォームいたします。

〒725-0023 竹原市田ノ浦町1丁目9-12

TEL.0846-21-9539
竹原駅

JR呉線
●竹原道の駅

至忠海

至2号線

至小泉
町並保存地区

和宏家具

185

竹原港●

家具販売家具販売 修繕・補修修繕・補修
見積
無料

別注家具・施設家具も
取り扱っています

お家・家具

リフォームリフォーム
Before After

量販店より安くて親切、地元のお店量販店より安くて親切、地元のお店量販店より安くて親切、地元のお店
住まいのことなら、何でもお任せください！住まいのことなら、何でもお任せください！

有限会社 備後建材
広島県知事許可(般-29)第24533号

〈住まいのリフォーム〉お気軽にお電話を！●全日本瓦工事業連盟加盟店
●一級かわらぶき技能士、屋根診断技士が伺います

屋根の事なら、プロの診断士に
おまかせください！！
屋根の事なら、プロの診断士に
おまかせください！！
屋根のリフォームおまかせください！！屋根のリフォームおまかせください！！

三原市糸崎町2051-1 ☎0848-67-1313

雨もり補修
瓦ズレ補修

各種瓦葺替工事
一般住宅リフォーム

屋根工事
塗装工事一式
ブロック工事
エクステリア工事

太陽光

ご相談
お見積無料

急な困り事にも
迅速に対応します！

雨もりは放っておくと大変！！雨もりは放っておくと大変！！

「こんな時どこに
相談すればいいの・・・」

beforebefore afterafter

地元店で安心!!

 

新春感謝祭新春感謝祭 好評につき2月14日㈰まで
（11日㈭は休業）

●お座敷(6名、8名、15名、24名、35名)
●ボックス席（6名） 大小35名様

和食処・にぎり寿司

登喜将本店登喜将本店

営業時間／11:30～13:30
　　　　　17:00～21:30
定休日／毎週水曜日

TEL 0848-62-7393
株式会社 登喜将 三原市城町3-2-7

期間限定旬のフグコース旬のフグコース
・フグ刺し・フグ皮・フグ唐揚・あん肝・フグ鍋・雑炊・香物・果物 計8品

お一人様　通常5,000円を

・フグ刺し・フグ皮・フグ唐揚・あん肝・フグ鍋・雑炊・香物・果物
＋フグタタキ・フグ白子焼・フグ白子入茶碗蒸し

お一人様　通常8,000円を

4,000円（税別）

3,000円（税別）5,500円（税別）
フグ刺身・鍋のセットフグ刺身・鍋のセット
2人前～
お一人様

テイクアウト

本　社／三原市新倉2丁目12番1号
/関西住建 お問い合せは　人事担当 山田まで

0848-60-2076ハラグループ
カンパニー

●給与／

●年齢／18〜50才迄  ●賞与／年2回

営　　業／20万円〜35万円＋歩合給 
現場監督／23万円〜50万円

初心者の方も歓迎！！初心者の方も歓迎！！社員大募集社員大募集
正
社
員

書類選考あり
性別問わず

その他詳細は下記の
番号へご連絡下さい。

三原本社

●待遇/各種社会保険完備 ●勤務地/三原市・福山市・東広島市 
●条件/PC基本操作(エクセル・ワードができる方)営　　業

現場監督

http://www.matsumoto-tansu.com/
0120-355-328

破れ
破損
破れ
破損

思い出
一杯
思い出
一杯家具、甦ります！！家具、甦ります！！見積

無料
見積
無料

三原市本町１丁目9-30 定休日/水曜日イス・ソファーの張り替えイス・ソファーの張り替え

三原で100年の実績
プロの家具屋が
とことん

こだわりました！！

プロの家具屋が
とことん

こだわりました！！

BeforeBefore AfterAfter BeforeBefore AfterAfter

塗り替え

休演日：毎週 木曜日と３月２４日(水)、４月７日(水)・２１日(水)・２８日(水)、５月１２日(水)・２６日(水)。但し、４月２９日(木・祝)は開演。

新型コロナの感染状況により変更があります。HPをご覧ください。

3月20日 6月7日'21 月土祝

コロナ対策
詳しくはこちら

冷冷

換換
暖房暖房

気気シシスステム 完備テム 完備

K inoshitaCircu119thAnniversary K inoshitaCircu119thAnniversary 

スーパー ミラクル イリュージョン

木下大サーカス広島公演事務局
☎082(295)0045（3/16まで）
☎082(232)0045（3/17から）

広島市西区観音新町4丁目

広島マリーナホップ 特設
会場

無料駐車場に限りがありますので、公共交通機関もご利用ください。

5年ぶり
広島公演

要予約



 

エボルト
美しく輝く
アルミボディ

疲れ知らずの
多機能ペン

世界に一つだけの
ペンを

三原市皆実2丁目1-5 やってます!!

ドクターグリップ4＋1
軸：無地 軸：ヘリンボーン

　  〈全8色〉 〈全10色〉
〈全20色〉

〈全8色〉

一大ブームを
巻き起こした万年筆

無料でお名入れいたします!!無料でお名入れいたします!!

特別価格特別価格特別価格特別価格 特別価格特別価格 特別価格特別価格
（税込）（税込）1,0001,000円円 （税込）（税込）1,0001,000円円（税込）（税込）1,0001,000円円 （税込）（税込）1,5001,500円円

実演販売実演販売
2月13日（土）2月13日（土）
10：00～16：30

コロナの状況により
予定を変更する
場合がございます。

コロナの状況により
予定を変更する
場合がございます。

事前ご予約
承ります

備三タクシー株式会社 TEL.0848-47-0001
お問合せは　本社／〒722-0052 尾道市山波町3101-9

2種免許養成制度あり！タクシードライバーになりませんかタクシードライバーになりませんか 勤務地/三原・尾道・向島・因島・世羅
※普通自動車運転免許必須

女性ドライバー アルバイト乗務員正 社 員
時間／勤務地により異なります　
休日／当社勤務表による

給与／16～３０万円
　　　月収35万円以上も可能！！

勤務／毎月16～１７日　
時間／応相談
給与／売上による歩合制
　　平均10～15万円位★夜勤に入ると30万円以上稼ぐこともできます★

～あなたのライフスタイルに合わせて～
正社員(日勤)

アルバイト（月半分程度）

60～65歳を超えても元気な方！

〒722-0023 尾道市東則末町9-41
まずはお気軽にお電話下さい株式会社

※転送のため10回以上コールして下さい。日・祝も受け付けます。（担当／のぶひろ）

TEL 0848-22-7666
携帯 090-5373-6655

サービス係スタッフ募集!
で
ム
イ
タ
ル
フ

、
方
る
け
働

！
遇
優
に
特

　　

●内容／葬儀の接客
●日給／葬儀10,000円～・通夜5,000円～・法要5,000円～
●時間／葬儀 ①   9:00～ ②10:00～ ③11:00～（葬儀8h位の勤務）
　　　　  通夜 ①16:30～  ②17:30～（通夜3.5h位の勤務）
●休日／自己申告制
●待遇／社会保険完備・各種手当有・昇給有・自家用車通勤可能な方 
　　　　他詳細は面談の上

※土・日・祝のみ勤務希望の方もOK!
土・日・祝で
5時間位

法要専門スタッフ
同時募集！！

　3ヶ月以上続く
　　膝の痛みは
　私にお任せください！！

〒722-0022  尾道市栗原町9731-5

Googleにて　膝の痛み　広島　で検索

むねなが整体院 ※電話受付時間/平日8:30～20:30　土曜日7:30～12:30
※当院は完全予約制となっております。施術中は電話に出られま
　せんので留守番電話にメッセージを残してください。

TEL.0848-22-3933

当院とLINEで
友達になると
特典あり！！

当院とLINEで
友達になると
特典あり！！

膝専門治療院

ご予約の際は「すぱいすを見た！」とお伝えください。

1,980円1,980円

初回通常価格 11,000円を初回通常価格 11,000円を

5名
様限定！！

5名
様限定！！

初回
特別価格

(2回目以降は8,000円となります)

シャングリラ●

中屋●

●GS

●源房

●亀川郵便局

駐車場2台あり！

新尾道駅

至三成

至尾道市街

至三原 至福山

大池

184

2/19(金)まで

院
長
宗
永
忠 

尾道市美ノ郷町本郷1番地77
メディアプレス瀬戸内株式会社 尾道工場

☎（0848）48-5000　担当/香川

月給/
時間/

休日/
待遇/

応募/

①10：30～18：30　②19：00～翌3：00 ※ローテーション勤務（基本②→②→①→休み）
※月に6～7回宿泊勤務 ※工場内に宿泊施設有
ローテーションによる ※年間休日105日　資格/35歳以下（省令3号のイ）、高卒以上
賞与年2回有、昇給有、通勤手当・家族手当・夜勤手当・宿泊手当等、各種社保完備、
退職金制度有(勤続3年以上)、マイカー通勤可、交通費支給（当社規定有）
まずはお気軽にお電話ください。詳しくはお電話にてご説明させていただきます。

中国・四国地区の読売新聞の印刷を行う
輪転機のオペレーター及び関連業務です。

30代
セットリーダー職の場合

年収例430万円
213,000円～242,000円 ※試用期間有

仕事内容

●勤務スタート日相談可能！  ●現在働きながら転職を考え中の方も大歓迎！！

新聞印刷オペレーター

10代高卒～幅広い年代が活躍中！ 未経験からスタートした社員がほとんどです。丁寧な研修で未経験者も安心！

正社員大募集！！正社員大募集！！
快適な職場で働く【新聞印刷オペレーター】

家族をしっかり支えられる安定企業で働くチャンス！！

未経験者
大歓迎！！

通常オペレーター→セットリーダー
→主任リーダー→キャップ→課長

能力によりスピード昇格も可能！！
もちろん給与もアップ！！

能力によりスピード昇格も可能！！
もちろん給与もアップ！！

http://www.matsumoto-tansu.com/
0120-355-328

見積
無料
見積
無料

三原市本町１丁目9-30 定休日/水曜日

AfterAfter BeforeBefore

AfterAfter

カーテンを新しくすると
お部屋も明るくなります。
カーテンを新しくすると
お部屋も明るくなります。

カーテンレールもお洒落に！カーテンレールもお洒落に！

豊富な色・柄・サイズより
お選びいただけます。
豊富な色・柄・サイズより
お選びいただけます。

お
気
軽
に

ご
相
談
下
さ
い

カーテンをカーテンを 今がチャンス！！今がチャンス！！

お得お得
BeforeBefore
にリニューアル

！
にリニューアル

！

すぱいす! 令和3年2月号   vol.103 毎月第1金曜日発行　70,000枚折込! 尾道・竹原・三原に加え世羅中心部にも折込開始！　お申込み　中川広告 三原市西宮2-9-27　☎0848-62-5555

月額3,６00円（税別）
●月間30本のレッスンが受け放題　1レッスン120円とお得！！

●月間16本のレッスンが受け放題　1レッスン160円とお得！！
　がん治療中、治療後の方を対象としたクラスです。

●スタジオレッスンかオンラインレッスンをお選びいただけます。

月額6,６00円（税別）

月額2,６00円（税別）

ヨガ・ピラティス
さぁ、はじめよう、心と体にいいこと 2021年をすこやかにイキイキと過ごしたいあなたへ

オンラインヨガ会員

アールイー　　　　会員オンライン
スタジオ

オンラインリボン会員

39＠re-re-studio.comお問
合せ

スタート応援キャンペーン開催中！（3月末まで）
入会金ゼロ!

初月会費 無料（オンライン会員のみ）

オンラインが初めての方も
安心のサポートあり！！
詳細はこちらから ➡

三原市港町3-4-7 ウルトラビル3F
TEL.0848-38-9622 

LINE友だち追加をご登録の方
オンラインチケット
プレゼント中！

➡

あなたの働く場所ココに！あなたの働く場所ココに！

医療事務③

時給／
時間／
休日／

時給／
時間／
休日／

990円
9:０0～18:00
月・その他1日

990円
9:０0～18:00
月・その他1日

一般事務①

月給／
時間／
休日／

月給／
時間／
休日／

17万円
８:０0～17:00
土・日・祝

17万円
８:０0～17:00
土・日・祝

本社社員⑤
派遣スタッフの労務管理派遣スタッフの労務管理

製品組立④
時給／
時間／
休日／土・日・祝
勤務地／

時給／
時間／
休日／土・日・祝
勤務地／

960円
8:00～17:00
　
　三原市

960円
8:00～17:00
　
　三原市

病院受付事務②
時給／
時間／
勤務地／大和町

時給／
時間／
勤務地／大和町

925円
8:30～17:30
925円
8:30～17:30

※病院シフトによる※病院シフトによる

時給／
時間／

勤務地／

時給／
時間／

勤務地／
※経験者・有資格者優遇※経験者・有資格者優遇
尾道市にもお仕事あります！尾道市にもお仕事あります！

925円～
8:30～17:00（月・火・水・金・土）
8:30～12:30（木）
　三原市

925円～
8:30～17:00（月・火・水・金・土）
8:30～12:30（木）
　三原市

: office@attrack.co.jp　http://www.attrack.co.jp

しあわせ行き 電話番号
本社 〒723-0052 三原市皆実1-21-15

子育て両立支援事業登録会社です。 子どもサロンドレミ園・駅前ドレミ園を運営しています。
相互信頼をモットーに！！

(0848)61-5440

※その他にもホームページに
　最新情報を載せています！！
　お気軽にお問い合せください！

※その他にもホームページに
　最新情報を載せています！！
　お気軽にお問い合せください！

急募

●派遣社員、請負社員、パート社員に●派遣社員、請負社員、パート社員に●派遣社員、請負社員、パート社員に

①昇給 ②賞与 ③退職金付与①昇給 ②賞与 ③退職金付与①昇給 ②賞与 ③退職金付与

※エクセル・ワード事前研修しますので
　安心してご応募ください！
※エクセル・ワード事前研修しますので
　安心してご応募ください！

注目注目

●各種保険対応　　●交通費全額支給
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