
あきんどじまんの
●をご紹介

白い森おぐにの宝物
自慢の逸品カタログ2018

商人自慢

　日ごろ、地元商店等をご利用いただき誠にありがとうございます。この度、自慢の逸品カタログ2018年版を
作成しましたので、町民の皆様にお知らせいたします。
　カタログの発刊を契機に尚一層ご愛顧くださると共に、町外の方々にも地元の魅力【白い森おぐにの宝物】を
発信していただければ幸いに存じます。また、平成３０年３月から「小国町内産品による乾杯を推進する条例」
が施行され、町内産業の振興、地域の活性化につながることを期待しておりますので、宴会などの場では積極的
に町内産品で乾杯をしましょう。

小国町商工会「伴走型小規模事業者支援推進事業」

小国町商工会自慢の逸品 http://oguni-shokokai.jp/

品 ㈲新股・河原角農畜産物加工施設
■小国町大字河原角180-4
■0238-65-2008
■0238-65-2008

■土曜日・日曜日
■9：00～17：00

天然わらび・うど・ふきの醤油漬け
330円～350円

山の神様が大切に育んだ恵みを食卓に！

太くてやわらかな極上の味に
仕上げた「わらび」の醤油漬け、
食通好みの大人の味に仕上げ
た「うど」「ふき」の醤油漬けを
合わせてご賞味ください。

所
TEL
FAX

休
営

㈲稲葉モータース
■小国町大字西159-7
■0238-62-2085
■0238-62-2098

■第2・第4土曜日、及び、日曜日
■8：30～17：30

ヤナセの除雪機
486,000円～

スノースロワー

～ＳＩＮＣＥ1970～
もっとパワフルに、もっと安
全に。冬の除雪作業を力強
くサポートいたします。

所
TEL
FAX

休
営

㈲小国町農業振興公社
■小国町大字大宮372-1
■0238-62-4126
■0238-62-4126

■不定休
■8：30～16：00

おぐに味噌
486円（500ｇ）

無添加の『生きてる味噌』です。

母ちゃん達が、伝統食文化を守り
ながら工夫を凝らした逸品（こが
ねもち［11月～3月］・宇宙大豆味
噌など）を販売しておりますので是
非ご賞味ください。 

所
TEL
FAX

休
営

小国米穀商業協同組合
■小国町大字栄町1
■0238-62-2021
■0238-62-2022

山形県産つや姫
2,500円（5㎏）

郷土の稔りを食卓へ

飯豊朝日連峰に囲まれ、そこ
から湧きいでる源流水で作
られた小国の米つや姫です。
“持ち込精米大歓迎！キレイ
なお米でお手元へ”

所
TEL
FAX

■4月～12月は無休、1月～3月は
　日曜日、祝日、お盆は3日間
■8：30～18：00

休
TEL
営

■なし休

㈱小国いきいき街づくり公社
https://www.ogunimon.com/■小国町大字小国町163

■0238-61-0055 ■9：30～18：00　

たかきびミルクジェラード
1個400円

大切な人に贈りたいジェラード

たかきび？どんな雑穀
だろうと思い食べると
焙煎の香ばしさとコク
のある味わい。

所

TEL 営

㈱小国自動車部品商会
■小国町大字栄町65
■0238-62-3135
■0238-62-3136

■日曜祝祭日
■9：00～17：30

いろんなものの部品やです！
ベアリング・ベルトからタイヤ・除雪機クローラーまで

自動車用部品・用品・タイヤ
から工業用ベアリング・Ｖベ
ルト・除雪機の部品・Ｖベル
ト・クローラーもあります。

所
TEL
FAX

休
営

いいで かいらぎそう

飯豊梅花皮荘
http://www.siroimori.co.jp/kairagisou/index.html
■小国町大字小玉川564-1
■0238-64-2111
■0238-64-2112

■なし
■11：30～13：00（食堂営業時間）

山菜そば 730円

山菜たっぷり！とちの実そば

栃の実の粉を練り込んだ
風味豊かなそばに地元の
山菜・きのこをふんだんに
盛り合せました。

所
TEL
FAX

休
営

小国地産株式会社（ハートランドファーム）
http://heartland-farm.jp/■小国町大字杉沢41-4

■0238-87-3930
■0238-87-3931

■土曜日・日曜日
■8：00～17：00

山形県小国町産いちご「おとめ心」
１パック540円

大自然の恵みでたくさんの笑顔を！

山形県オリジナル品種「おとめ心」
は、香りがよく甘みもたっぷり。酸
味のバランスも絶妙で、いちご好き
も納得のいちごです。ハウス栽培
（12～３月）路地栽培（５～６月）

所
TEL
FAX

休
営

小国グリーンエナジー合同会社（ペレットマン）
http://www.pelletman.jp/■小国町大字杉沢68-2

■0238-62-2903
■0238-87-0119

■日曜日
■8：00～17：00

チェーンソー
19,800円～

世界No.1シェア　ＳＴＩＨＬ社製

ＳＴＩＨＬは販売台数世界
No.１のチェーンソーブランド
で、各種チェーンソーや刈払
機など豊富なラインナップを
取扱っています。

所
TEL
FAX

休
営

農事組合法人小国きんたけ工房
■小国町大字小国小坂町473-1
■0238-87-1217
■0238-87-1218

■日曜日・祝祭日
■8：00～17：00

きのこ栽培キット
540円～864円

ご家庭で【きのこ】を育ててみませんか

自社工場で菌床製造を行い、安全
で安心な【きのこ】を販売していま
す。椎茸、木耳、舞茸、トビ茸の生
食用や加工品はもちろん、きのこ
栽培キットをおすすめします。きの
この事なら何でもご相談ください。

所
TEL
FAX

休
営

小国食糧㈱（栄町市場）
■小国町大字栄町1
■0238-62-3728
■0238-62-2022

■年中無休
■8：30～18：00

糠いわし
538円（2尾）

日本海の新鮮な“いわし”をぬか床に半年漬込んだ一品。

そのまま軽く炙るホイル焼
き、糠の香ばしさといわしの
旨味が重なり、ご飯に最適。 
大根おろしや、レモン汁をか
けて日本酒の肴に最適。

所
TEL
FAX

休
営

（五十音順）



企業組合旬彩工房
http://shunsaikobo.com/■小国町大字大石沢373

■0238-65-2432
■0238-65-2432

■土曜日、日曜日、祝日
■9：00～18：00

おぐにグリッシーニ【ギフトセット】
900円

体にやさしい小粋なギフト

国産小麦に自家栽培の米
粉、たかきび粉を加えて焼き
上げたヘルシーでおしゃれ
なお菓子です。

所
TEL
FAX

休
営

ショッピングモールエコー http://www.e-denko.co.jp/
■小国町大字西23-5
■0238-62-3178
■0238-62-3179

エコーの「やわらか手作りチャーシュー」
213円（100ｇ）

毎週金曜日はチャーシューの日です！

厳選した豚肉から手作りした
チャーシューは肉厚でボリュー
ム満点！口の中でとろけるやわ
らかさが自慢の逸品です。
お惣菜コーナーにはその他にも
「美味しい」が一杯です。

所
TEL
FAX

■元日のみ
■月曜日から金曜日9：30～19：00
　土曜日・日曜日9：00～19：00

休
営
FAX

角松屋
■小国町大字小国小坂町2-38
■0238-62-2205
■0238-62-2205

■不定休
■7：00～18：00

小国名物「角松屋のどら焼き」
１個130円～162円

季節に応じた「あん」が楽しめます！

北海道産小豆を使用した
「小豆あん」をはじめ、いも、
抹茶、じんだん、栗、かぼちゃ
の「あん」を取り揃えており
ますのでご賞味ください。

所
TEL
FAX

休
営

㈲白い森よこね物産品直売所
http://michinoeki-oguni.jp/■小国町大字小国小坂町616-1

■0238-62-3719
■0238-62-3721

■元旦のみ
■9：00～18：00（軽食コーナー9：00～17：00）

天ぷらそば
580円

器からはみ出んばかりの天ぷら！

当店人気No.1。自家製かき
揚げボリューム満点！！
ぶな茶屋特製スープとそば
との相性がバツグンです。

所
TEL
FAX

休
営

㈲木村家菓子店
http://oguni-kimuraya.jp/■小国町大字小国小坂町3-59

■0238-62-2373
■0238-62-2373

■不定休
■7：30～19：30

葛のアイスキャンディー
162円

食感もちもちの溶けにくいアイスバー

苺ミルク、マンゴー、ブルーベ
リー、抹茶いろんな味が楽し
め、もっちり食感の葛ゼリー
をスティック状にし凍らせて
食べる新感覚ヘルシースイー
ツです。地方発送承ります。

所
TEL
FAX

休
営

かねきん食堂
■小国町大字小国町156-5
■0238-62-3219

■不定休
■11：00～ランチタイム
　17：00～居酒屋タイム

ラーメンセット
750円

ボリュームたっぷり

どちらも食べたいあなた
にピッタリのラーメンと
半チャーハンの組み合せ
です。
（ランチタイムのみ）

所
TEL

休
営

セスワー
■小国町大字岩井沢839
■0238-62-5535
■0238-62-5535

■日曜日
■10：00～18：00

レディース麦わら帽子
1,580円

おしゃれに可愛く♡紫外線対策

ミセスのトレンディな服装に
ぴったりなおしゃれな麦わら
帽子。ベージュ、ネイビー、ブ
ラックの3色から選べます。
トータルコーディネートも承
りますのでお気軽にどうぞ。

所
TEL
FAX

休
営

居酒屋食事処三吾兵エ
■小国町大字栄町1
■0238-62-3513
■0238-62-3591

やまがた地鶏肉まん揚げ出し
650円

やまがた地鶏のうまみを山芋で閉じ込めた一品

山芋のとろろ感と地鶏のう
まみをあつあつの和風だし
でめしあがれ。

所
TEL
FAX

■日曜日
■ランチタイム11：30～13：30
　居酒屋17：00～22：30

休
営
FAX

きくよし亭
■小国町大字栄町108-2
■0238-62-3322
■0238-62-3322

■月曜日
■17：00～23：00

とりから（骨付き鳥の唐揚げ）
918円

当店の定番メニューです！

こだわり製法で揚げた
【とりから】は常に上位
ランキング！サイドメ
ニューの【ハニートースト
～アイスのせ～918円】
も人気急上昇中！

所
TEL
FAX

休
営

炭火焼再来
■小国町大字栄町89
■0238-62-2512

■火曜日
■17：00～21：00

はらみステーキ
1,500円～2,000円

食べて大満足！

甘みが多くあっさりとした
味わいです。食べると満足
感を感じられます。再来の
裏メニューです！

所
TEL
FAX

休
営

http://www.siroimori.co.jp/kawairisou/index.html
■小国町大字小玉川564-1
■0238-64-2138
■0238-64-2257

■金曜日の16:00～18：00
　※冬期間閉鎖（11月～4月）
■10：00～18：00（露天風呂利用時間）

川入荘の露天風呂（飯豊温泉）
大人（中学生以上）500円、小学生300円

川風を感じて温泉三昧

見上げれば飯豊連峰、眼下に
は玉川のせせらぎ。絶景と温
泉を存分にお楽しみください。

所
TEL
FAX

休

営

川入荘

白い森交流センターりふれ
http://www.siroimori.co.jp/rihure/index.html
■小国町大字五味沢513
■0238-67-2011
■0238-67-2013

■なし
■11：30～13：00（食堂営業時間）

りふれ餅 5ヶ入760円、2ヶ入310円

昔ながらの郷土料理

うるち米から作るお餅をだしの
効いたつゆに合せました。歯切れ
良く乳幼児、高齢の方にも大人
気。（宿泊等の夕食時に追加料理
でご提供も可能です。）

所
TEL
FAX

休
営

しばた屋
■小国町大字岩井沢836-3
■0238-62-2067
■0238-62-2067

■不定休
■8：00～18：30

あけび最中
1個120円、10個入1箱1,300円

ふるさとのお土産に、昔ながらの変わらぬ味

あけびの形の皮に、種に
見たてた北海道産大納
言小豆入りのなめらか
な白あんを詰めました。
上品な甘さの最中です。

所
TEL
FAX

休
営

旬彩うを徳
■小国町大字岩井沢844-12
■0238-62-5883
■0238-62-5883

■日曜日
■17：00～23：00

豚の角煮
650円

山形県産豚のやわらか角煮

山形県置賜産豚肉を5時間
かけてゆっくりと煮込みま
した。自家製の煮卵と共に
どうぞ。

所
TEL
FAX

休
営

そば処丸武
■小国町大字あけぼの2-1-1
■0238-62-2457

■火曜日
　（祝祭日の場合は営業します）
■11：30～14：00

丸武のつけ麺
650円

【月曜昼限定】蕎麦屋のまかないメニュー

当店のこだわりはもちろん手
打ち蕎麦ですが、【月曜昼限
定】蕎麦屋のまかないメニュー
として、だし香る蕎麦つゆで中
華麺を召し上がっていただく
「つけ麺」のご紹介です。

所
TEL

休

営

金ちゃんラーメン小国店
■小国町大字兵庫舘2-6-5
■0238-62-3828
■0238-62-2402

■火曜日
■昼11：00～14：00　夜17：00～
　スープなくなり次第終了

しょうゆラーメン
600円

一度食べたらまた食べたくなる

自家製麺でもちもちした食感
が特徴です。毎週月・金曜日
は麺大盛サービス、毎週水
曜日はライスサービス（どち
らも昼のみ）

所
TEL
FAX

休
営

ＯＰＴタカハシ
■小国町大字岩井沢838-1
■0238-62-3885
■0238-62-3898

■不定休
■9：00～18：30

ワンデータイプ　コンタクトレンズ（30枚入）
2,160円（1箱）

1日使いすて、目にやさしい、財布にやさしい

お買い得のコンタトレ
ンズ新入荷！
まとめ買いで、ご自宅
に無料配送もＯＫ

所
TEL
FAX

休
営



■水曜日、12月31日～1月3日
■通常11：00～19：30
　冬期（12月～3月）11：00～16：30

休

営

麺屋雪国 https://www.yukiguni-oguni.com/
■小国町大字沼沢860-6
■0238-63-2445
■0238-63-2445

辛みそラーメン
930円

おぐに味噌の旨さ際立つニンニクたっぷり旨辛ラーメン

地元原材料にこだわった「おぐ
に味噌」、地酒の「桜川」、とうが
らし、たっぷりのニンニクを合
わせた〈自家製辛みそ〉がおす
すめ！札幌直送「西山製麺」の麺
と融合させれば、リピート必至
の旨辛ラーメン！

所
TEL
FAX

レストハウスたかお
■小国町大字小国小坂町1-14-1
■0238-62-3510

■毎週水曜日
■11：00～14：00

みそかつセット
1,150円

昭和の手づくり「かつ」をセットで！

自家製パン粉でこだわり
みそを挟んで揚げたみそ
カツです。昔ながらの懐か
しい味をお楽しみください。

所
TEL

休
営

㈱野沢酒造店（羽前桜川）
■小国町大字小国小坂町213
■0238-62-2011
■0238-62-2019

■土曜日・日曜日・祝祭日
■8：00～17：20

純米吟醸【小国米出羽の里】
1.8ℓ…2,592円・720㎖…1,296円

小国の森から一杯の幸福

小国米出羽の里は、地元の米・水・空気・
蔵人で醸す小国ブランドの純米吟醸酒です。
穏やかで優しい味わいに仕上げており、
冷やして飲むのがおすすめです。
お買い求めは地元酒販店で！

所
TEL
FAX

休
営

福一
■小国町大字小国町156-6
■0238-62-2232

■日曜日
■17：00～23：00

ジンギスカン
700円（一人前）

小国町で唯一ジンギスカン料理が食べれる店

当店の定番は「やきとり」で
すが、ジンギスカンが食べた
い方に、ヘルシーなラム肉と
地場野菜の盛り合わせも
おすすめの一品です。

所
TEL

休
営

㈲みよしや
■小国町大字小国町154
■0238-62-2224
■0238-62-2918

■不定休
■昼11：00～14：00
　夜17：00～22：00

ツーマータンメン
650円

ごま香る豊かな味

ピリ辛で具沢山、スープは
みそとお酢がマッチして全
て飲み干せます。定食や丼
類も充実！法要・祝事も承っ
ております。

所
TEL
FAX

休
営

㈲花のひらの小国店
■小国町大字小国町163（アスモ内）
■0238-61-0061
■0238-61-0061

■なし
■9：00～18：00

おまかせ！ミニアレンジフラワー
１個500円

小さくて可愛い生花アレンジはいかが？

生花を使ったミニアレンジ
フラワー。ちょっとしたプレ
ゼントや記念日のテーブル
アクセントに。（店頭の現品
限り）

所
TEL
FAX

休
営

はるばる
■小国町大字小国町188
■0238-62-5509
■0238-62-5509 ■日曜日　　■9：00～18：00

履物と衣料の店
足元から頭の先までなんでも揃う！

カジュアルからフォーマル
な洋服をはじめ、軽い靴に
おしゃれな靴、帽子まで
コーディネートできる商品
を取り揃えております。

所
TEL
FAX 休 営

和洋菓子丸屋
■小国町大字栄町21
■0238-62-2135
■0238-62-2135

■不定休
■7：00～19：00

樽口峠の一本桜チュイール
1,600円（8個入）

飯豊連峰の情景をお菓子に表現しました。

山形県産米つや姫の米粉と
地元産雑穀のアマランサス
を用い、桜の葉を練り込んだ
アーモンドチュイールです。

所
TEL
FAX

休
営

パナックイトウ
■小国町大字栄町68
■0238-62-2017
■0238-62-5026

■年中無休
■9：00～19：00

パナソニックの店
相談無料

あなたの街のでんき屋さん

家電製品の提供と共に省エネ・
オール電化を含めた一般住宅
のリフォームを通し、暮らしや
すい生活空間をご提案していま
す。家電製品の修理も承ります
のでお気軽にご用命ください。

所
TEL
FAX

休
営

中国料理鏡
■小国町大字栄町125
■0238-62-2974
■0238-62-2974

■不定休
■昼11：30～14：00
　夜17：00～21：00

焼行者菜マン
420円（4個）

行者菜のうまみ、口いっぱいに！

所
TEL
FAX

休
営

行者菜、豚挽肉、キャベツ、
エビを大きめのギョーザの
皮でやさしく包み、こんが
り焼いた一品です。

福龍軒
■小国町大字栄町30-3
■0238-62-2169

■月曜日
■昼11：00～13：30
　夜17：00～21：00（ラーメンは昼のみ）

やまがた地鶏おぐにラーメン
750円

山形ブランドの焼肉店が提供するご当地ラーメン

小国で育った「やまがた地
鶏」のガラを100％使用し、
やさしい味に仕上げた醤油
ベースのラーメンです。

所
TEL

休
営

つたや旅館
■小国町大字緑町3-38
■0238-62-2133
■0238-62-4225

■不定休
■チェックイン15：00～チェックアウト10：00
　ご宴会も承ります（要相談）

「つたや」自慢の料理をどうぞ
家庭的な  お・も・て・な・し！

家庭的なサービスと
地元の食材・雑穀等を
使った料理を提供して
います。
素泊、夕食付、朝食付、
2食付のプランにて
ご宿泊できます。

所
TEL
FAX

休
営

肉のわたなべ
■小国町大字緑町3-36
■0238-62-2433
■0238-62-2378

■日曜日
■9：00～18：00

山形牛すきやき用
3,800円（500ｇ入）

甘みのある総称山形牛

自ら市場で買い付けを
行い、脂や肉色、牛の
月齢にこだわり、脂身が
しつこくない食べやすい
牛肉を提供しております。

所
TEL
FAX

休
営

美森ファーム㈱
http://www.mimori-farm.com/■小国町大字町原53-1

■0238-62-3689
■0238-87-0807

■水曜日
■9：00～19：00（冬期間9：00～18：00）

完熟ミニトマトジュース180ml（アイコ）
1本300円

無添加ミニトマトそのままジュース

自社農園で育てた完熟ミニトマトをその
ままジュースにいたしました。
小国町の、日中と夜間の気温差が大きい
という特性を活かして栽培・収穫された
高糖度ミニトマトを使用。

所
TEL
FAX

休
営

街のお肉屋さん幸
■小国町大字小国町158
■0238-61-0298
■0238-61-0299

■火曜日
■8：00～18：00

味付き豚モツ（生）
180円（100ｇ）

あなたは、みそ派？しお派？

１頭の豚から200ｇしかとれな
い希少部位である直腸（通称：
テッポウ）を店独自で味付け！テッ
ポウの特徴であるクセになる歯ご
たえは、少しこげつく位までじっく
り焼いてお楽しみください。

所
TEL
FAX

休
営

丸清鮮魚店
■小国町大字岩井沢836-4
■0238-62-2043

■不定休
■9：00～16：30

いか塩辛
540円

一度食べたら　やみつきに！

国産のいかと天然塩
だけで作るとても濃い
味の塩辛です！当店こ
だわりの美味な逸品！

所
TEL
FAX

休
営

（資）山佐  佐藤農機店
■小国町大字玉川361-8
■0238-64-2320
■0238-64-2322

■年中無休
■7：00～19：00

ホンダハイブリット除雪機ＨＳＭ1590i（ＪＲＧ）
1,047,600円

除雪機のある幸せ

おもいしまり雪から雪山くずしまで。
あらゆるシーンで抜群の除雪機能を
発揮。雪国に生活する沢山の方々の
冬の暮らしの安心を保証いたします。
販売およびサービスは新潟県下越から
山形県置賜一円対応いたします。

所
TEL
FAX

休
営
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しょくにんじまんの
●をご紹介技

壮運堂あけぼの会館
http://akebonokaikan.biz/■小国町大字あけぼの2-7-3

■0238-62-4856
■0238-62-2884

■年中無休
■24時間

あけぼの会館のお葬式
通夜利用（本館、別館共）1日21,600円～
安置室利用1日10,800円～

地元の小さな葬儀屋です。葬儀・法事など、何でも気軽にご相談ください。

葬儀用品一式、法事用品一
式、新聞掲載、線香ローソク、
お花、盛籠、返礼品、仏具、印
刷物など承っております。

所
TEL
FAX

休
営

中原企画設計
■小国町大字湯花145
■0238-62-2332
■0238-62-2785

■不定休
■8：30～18：30

住まいづくりのトータルプランナー
相談無料

今、中古住宅がおもしろい！

建築・設計・監理の「久栄」、
リフォーム屋の「久兵衛」、
不動産屋の「久衛エ門」として
お客様の住環境を創造し、
老後も安心して暮らせる
住まいづくりをご提案します。

所
TEL
FAX

休
営

https://www.nakahara-kikaku.com

小国町観光協会
http://www.ogunikankou.jp/■小国町大字小国小坂町2-70

■0238-62-2416
■0238-62-5464

■土曜日・日曜日・祝日
■8：30～17：00

ぶどう・またたび・あけびの【つる細工】
500円～

小国町伝承のつる細工

深山に自生する「ぶどう」
「またたび」「あけび」のつ
るを用いて、一つ一つ丹
精込めてつくりあげます。

所
TEL
FAX

休
営

理美容ワタナベ
■小国町大字小国小坂町211
■0238-62-2193
■0238-62-2244

■月曜日、第1第3日曜日
■8：30～19：00

カット・パーマ・カラー・着付けまで
3,000円～

理美容室が併設する店舗なのでご家族でどうぞ！

当店は、地域の憩い場として
家庭的なふれあいをモットー
に、お客様のニーズに合わせ
ながら必要とされるサービス
をお届けしております。髪と着
付けのセットも是非当店で！

所
TEL
FAX

休
営

㈲三栄自動車工業
https://www.saneicar.jp/■小国町大字小国小坂町光岳寺前弐440

■0238-62-3234
■0238-62-5286

■日曜日、祭日、第2・第4土曜日
■8：30～17：30

愛車の安心点検
3,240円～4,320円

いつでも安心カーライフ！！

シーズンイン、ロングドライブ、
セーフティーチェックなどカー
ライフに合わせた点検メニュー
をご用意しております。（価格は
16～29項目の点検料）

所
TEL
FAX

休
営

Total Hair Salon magic
■小国町大字小国町163（アスモ１階）
■0238-62-4645
■0238-62-4645

■日曜日、第2土曜日
■9：30～18：00

リンパドレナージュ（要予約）
4,000円～6,500円

美と健康のリラクゼーション

自律神経やホルモン分泌の乱
れを整え、心身共に健やかに
します。（更年期・精神的身体
的ストレスの緩和・美肌効果）

所
TEL
FAX

休
営

株式会社小国タクシー
■小国町大字栄町23
■0238-62-3223
■0238-62-3213

■年中無休
■7：00～24：00

地元唯一のタクシーです！
安心・安全をお客様に！

皆様の暮らしのパートナー
として、さまざまなシーンで
お気軽にご利用ください。
タクシー代行も承ります。

所
TEL
FAX

休
営

㈱小国自動車整備工場
■小国町大字岩井沢525-15
■0238-62-3118
■0238-62-2895

■日曜日・祝祭日・第2第4土曜日
■8：30～17：30

フロントガラス撥水処理
3,000円～

ガラスの汚れを落として水をはじく！

ウインドウガラス専用
撥水剤と特殊スポンジ
で油膜除去。視界良好
のお車で安全運転！

所
TEL
FAX

休
営

㈲豊嶋石英硝子
https://www.toyoshimasekiei.com/
■小国町大字小国小坂町541-1
■0238-62-4001
■0238-62-5174

■日曜日、及び、会社指定の土曜日
■8：30～17：00

白い森の水晶硝子
価格は相談に応じます

水晶（石英）を溶かした「石
英硝子」でオリジナル加工し
たネームタグです。

所
TEL
FAX

休
営

運気が上昇するかも！

株式会社髙橋商会
■小国町大字兵庫舘3-5-51
■0238-62-4964
■0238-62-4975

■第2・第4日曜日
■7：20～19：00

髙橋商会（出光小国東ＳＳ）の洗車メニュー
324円～（洗車メニューにより変わります）

キズのつかない布洗車で愛車をキレイに！！

水洗いや撥水コーティング等の洗
車メニューで愛車をピカピカに。洗
車ブラシは布製なので大事なお車に
傷を付けません！その他、手洗いで
の洗車や車内の清掃もお任せあれ。

所
TEL
FAX

休
営

HEALTH&BEAUTY まるいち
■小国町大字小国小坂町1-45
■0238-62-2525
■0238-62-2525

■日曜日
■9：00～18：30

ベネフィーク美容エステ
1,080円

15分で効果的に美肌を体感

温冷効果と超音波（LED）・リファによる
『ニーディング』を導入して、15分で透明感
と血色感のある肌へ導きます。なりたい肌
に合わせて3つのコースをご用意していま
す。ベネフィーク肌温研究と知見から生ま
れた15分エステをぜひ実感してください。

所
TEL
FAX

休
営

hair salon palette
■小国町大字岩井沢430-2
■0238-62-3939
■0238-62-3939

■月曜日、第1第3日曜日
■9：00～18：30

SEASON TRIP～バリスタイル～
1,080円

魅惑のひんやり「泡スパ」体験！！

①とにかくクール感が欲しい
②ゆったりリラックスしたい
③ニオイ、ベタつき、すっきり
したい

所
TEL
FAX

休
営

hair mode K's
■小国町大字緑町1-20
■0238-62-3006
■0238-62-3006

■月曜日、第1第3日曜日
■9：00～19：00

メンズカット・レディースシェーブ
2,500円～

髪も心も うっとり つやつや

ヘアセットでココロも
リセットしませんか。
ヘアモードケイズで明日
へのパワーチャージ！

所
TEL
FAX

休
営

（五十音順）

㈲加藤印刷
■小国町大字あけぼの2-7-6
■0238-62-2259
■0238-62-4764

■土曜日・日曜日
■8：30～17：00

名刺・チラシ・パンフレット・ポスター
冊子・写真撮影etc

おまかせください！

所
TEL
FAX

休
営

丁寧な仕事を心がけています。
お気軽にご相談・ご用命お待ち
しております。
いつでもお伺いいたします。

etuad（エチュード）https://www.etuad.com/
■小国町大字岩井沢848 ■不定休

■9：30～18：30

ホームページ制作、保守・運営代行
相談無料

ホームページリメイクの達人

ホームページを作りたい！
更新が止まっている！ホーム
ページに関する全てのお悩み
を解決します。（お問い合わ
せ等はＨＰをご覧ください）

所 休
営


