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テーマ 
おうちじかんの多い今こそ、気になるお金の

心配事を解決しましょう！ 

 

店舗名 みき TFP事務所 

販売内容 
ファイナンシャルプランナーによる個別相談。

ライフプラン相談・教育費相談・資産運用など 

販売条件等 

・事務所HP『お問い合わせ』よりご予約下さい。 

・メール等で日時を打ち合わせの上、ご自宅

に伺わせていただきます。 

お店から一言 

各務原市で 12 年、FP 事務所をやっていま

す。さまざまなお金の心配ごとに、丁寧にお

応えします。 

住所 各務原市蘇原希望町 2-30-3 営業時間 8:30～18:00 

電話番号 090-9338-0824 定休日 定休日なし 

E-mail  FAX 番号  

URL 
http://katorifp.grupo.jp/ 

HPの『お問い合わせ』よりご連絡ください。 
販売担当 竹内 幹 
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テーマ 
独自の真空調理で、柔らかい肉総菜などを

製造します。 

 

店舗名 有限会社マグリーフ 

販売内容 
肉総菜の卸売 

キッチンカーでの肉丼販売 

販売条件等  

お店から一言 

キッチンカーでは、台湾で修業した「台湾ル

ーローハン」が一番人気。真空調理した柔ら

かい肉丼です。 

住所 各務原市蘇原緑町 4-21-4 営業時間 9:00～17:30 

電話番号 058-371-6630  定休日 日曜日・月曜日 

E-mail konoha@magleaf.co.jp FAX 番号 058-371-6664 

URL http://www.magleaf.co.jp 販売担当 増永 朗 

 

http://katorifp.grupo.jp/
mailto:konoha@magleaf.co.jp
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テーマ お店の味をご家庭でもどうぞ。 

 

店舗名 岐阜鰻 たむろ 

販売内容 
通信販売による、冷凍鰻 

蒲焼の販売 

販売条件等 
ご注文から配達までに、５営業日いただきま

す（応相談）。 

お店から一言 

モンドセレクション最高金賞の味をご家庭

でお楽しみください。ホームページから、

簡単に注文していただけます。 

住所 各務原市鵜沼羽場町 5-164 営業時間  

電話番号 0120-811-669 定休日 不定休 

E-mail info-team@team-gr.co.jp FAX 番号 0120-881-988 

URL tamuro-unagi.shop-pro.jp 販売担当 寺松 
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テーマ 

「スマート経営アドバイザー」が会社に伺いま

す。時間のある今。未来に向け、コロナ後そ

の先を考えて戦略を！ 

 

店舗名 コンサルツ 河合 

販売内容 
県ソフトピア J 認証、「スマート経営アドバイ

ザー」の IT化、カイゼン等  個別相談 

販売条件等 

・前日までに予約をしてください。 

・初回は事前打合わせ相談で無料（１時間）メ

ール相談も、大いにお受け致します。  

・コンサル決定後は一日４時間、30,000円（税込） 

お店から一言 
身の丈に合った IT 化・見える化、カイゼン推進に特化しています。また外出自粛のストレ

ス対策で企業社員・管理層向けアンガーマネジメントもやっています。 

住所 岐阜市加野 7-3-50 営業時間 9:45～17:00 

電話番号 080-1619-8334 定休日 土曜・日曜 

E-mail jhto6901@yahoo.co.jp FAX 番号  

URL https://kawaiconsulting.jimdo.com 販売担当 コンサル・プランニング担当 河合 

 

https://tamuro-unagi.shop-pro.jp/?pid=104262264
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テーマ 
簡単・安価でプロ品質！オリジナルＴシャ

ツプリントならおまかせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irieprinting.base.shop/items/27484647 

店舗名 プリントブレイン 

販売内容 

オリジナルＴシャツの作成を承ります。 

コロナ対策でＴシャツ生地のカスタムマス

クの作成もしております。 

販売条件等 

・オリジナルＴシャツ 

 ホームページよりお見積り依頼をお送り

ください 

・カスタムマスク 

 ＢＡＳＥ特設サイトにてご注文受付中 

お店から一

言 

あなただけのカラーで楽しいマスクライフ

を。着け心地抜群のＴシャツマスクは洗っ

てもすぐ乾きます！  

住所 各務原市那加琴が丘町 3-92 営業時間 9:00～17:00 

電話番号 058-322-5199 定休日 土・日・祝 

E-mail info@printbrain.jp FAX番号  

URL 
https://printbrain.jp 

https://irieprinting.base.shop 
販売担当 井上 

 

Ｎｏ．９  【ジャンル】 出張サービス   通信販売                         2020.4.2４掲載 

テーマ 
在宅ワークで自由に外に出られないけどお

体の不調でお悩みの方へ 

 

 準備中 

店舗名 各務原接骨院＊各務原鍼灸院 

販売内容 在宅ワーカー向け出張・訪問施術 

販売条件等 

平日の 12時～15時まで、40分￥4000、60

分￥6000（出張費込ですが、距離に応じて

別途頂戴することもあります）例：12時

20分～13時の 40分の休憩時間等。 

お店から一言 

三密になるような所へはちょっと行きにくく

なったなとお考えの方へ。当院がご自宅にて

施術を行います。 

住所 各務原市那加石山町 1-130 営業時間 
平日  9:00～21:00 

土・祝 8:30～17:00 

電話番号 058-381-9295 定休日 日曜日 

E-mail Kakamigahara.se@gmail.com FAX 番号 058-381-9295 

URL https://www.kakamigahara-si.com/ 販売担当 杉原 

https://irieprinting.base.shop/items/27484647
https://printbrain.jp/
mailto:Kakamigahara.se@gmail.com
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テーマ 迅速に対応いたします。  

店舗名 Ｃａｒ＆Ｔｉｒｅ ＧＲＥＥＮＢＡＳＥ 

販売内容 
①自動車の販売 

②事故対応 

販売条件等 

①納車対応します 

②出張料金無料で直ぐに駆け付け、対応し

ます。 

お店から一言 

地域密着型で車の販売及びメンテナンス、タ

イヤの販売交換をやっています！お困りの

際はぜひご相談ください。 

住所 各務原市三井町 2-65 営業時間 
10:00～17:00（5/6まで） 

10:00～20:00 

電話番号 058-322-3983 定休日 月曜日 

E-mail info@tireshopgreen.com FAX 番号 058-322-3983 

URL http://greenbase.ne.jp/ 販売担当 大西 
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テーマ 屋台メニューで楽ちんおいしい！  

店舗名 屋台のはなえみ 

販売内容 屋台による飲食の提供 

販売条件等 

・３日前までにご予約 

・食数等定額にて出店予定 

・餃子フランク 350円焼きそば 500円等 

お店から一言 

アイテムが豊富 

職場へランチや帰宅時にご利用ください 

特に帰宅時ご家族への手土産は喜ばれます 

住所 各務原市那加南栄町 100 営業時間  

電話番号 090-1826-8654 定休日 年中無休 

E-mail  FAX 番号  

URL  販売担当 真鍋 
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テーマ ご自宅で本格的なリラクゼーションを  

準備中 
店舗名 レガーロプラス 

販売内容 
ボディケア、足ツボ、 

各 60分コース 5,400円 

販売条件等 

・前日までにご予約下さい。 

・女性のお客様に限ります。 

・妊娠初期、術後半年未満、骨粗しょう症、

怪我、悪性腫瘍のある方はできません。 

お店から一言 

プライベートリラクゼーションサロンで

す。業界経験 18年の女性セラピストが豊富

なメニューと丁寧な施術で、芯からリラッ

クス。 

住所 各務原市蘇原希望町 1-40 営業時間 8：00～20：00 

電話番号 080-4530-1131 定休日 日曜日 

E-mail  FAX 番号  

URL 

https://nemi414.wixsite.com/regalo 

ホットペッパービューティーのリラクペー

ジにも載ってます。 

販売担当 青木 絵美 
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テーマ 換気ができる！  

店舗名 MADOショップ 各務原蘇原店 

販売内容 アルミサッシ・リフォーム 

販売条件等 

・網戸の引き取り、張替え(18メッシュ) 

・小窓 600円、腰窓 1,500円、掃出し窓 2,000

円、引取作業料 2,500円/物件（すべて税別） 

※巾 90㎝を超える窓は 1.5倍。 

お店から一言 

コロナ対策で換気することが求められてい

ます。網戸の張替えを当社キャンペーン価

格で提供。網戸の作り変え等のご相談もど

うぞ。 

住所 各務原市東山 3-84 営業時間 9：00～17：00 

電話番号 0120-250-052 定休日 日曜日、祝日 

E-mail info@takushin-k.jp FAX 番号 050-3737-8205 

URL https://www.takushin-k.jp 販売担当 田辺 

https://nemi414.wixsite.com/regalo
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テーマ 
公共交通機関を利用している方に 

オススメ！自転車での通勤・通学！ 

 

店舗名 CYCLE・PRO ウイール 

販売内容 自転車の販売・修理 

販売条件等 

・新車購入時の自転車お届け料金 

各務原市内：無料 

・修理の出張作業の出張料金 

各務原市内 1,000円(税込) 

・自転車点検の出張点検料金 

各務原市内 2,000円(税込) 

お店から一言 

自転車を安全・安心・快適に乗れる様に整

備しましょう！出張修理でも速く確実に修

理いたします。 

住所 各務原市蘇原新栄町 3-10-4 営業時間 10：00～20：00 

電話番号 058-383-6115 定休日 不定休(ほぼ無休) 

E-mail information@cp-wheel.com FAX 番号 058-383-6115 

URL https://cp-wheel.com 販売担当 河合 
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テーマ 
ご自宅で過ごす時間を豊かにしてくれるお

ともにコーヒーを。 

 

店舗名 café 旅人の木 

販売内容 コーヒー豆、ドリップバッグコーヒー 

販売条件等 
通信販売サイト BASEにて出店中の｢cafe旅

人の木｣よりお手続き。 

お店から一言 

自宅で過ごされる時間が増える中、簡単・

お手軽なドリップパックコーヒーからおう

ちカフェ始めてみませんか？ 

住所 岐阜市金町 5-3-4金神社会館地下１階 営業時間 8:00～19:00 

電話番号 － 定休日 店舗休業中(再開時期未定) 

E-mail Kuni.tabibito3@gmail.com FAX 番号  

URL https://cafetabibito.thebase.in/ 販売担当 宮川 
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テーマ 
出来立てアツアツの食事を笑顔と一緒にお

届けします。 

 

店舗名 and kitchen 

販売内容 キッチンカーによる飲食の提供 

販売条件等 
・ステーキ丼 700円～ 

・カレー 600 円～ 

お店から一言 

上質なアンガス牛をジューシーに焼き上

げ、ステーキ丼として提供致します。出来

立てアツアツをお家や職場でお楽しみくだ

さい。 

住所 各務原市蘇原瑞穂町 1-19 営業時間 9：00～18：00 

電話番号 050-3418-1187 定休日 日曜日 

E-mail support@c-kitchencar. FAX 番号 058-375-3051 

URL インスタアカウント and_kitchens 販売担当 高田 
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テーマ 
御用聞き宅配クリーニングです。シミ抜き

等、お困りごとをお寄せください！ 

 

店舗名 まえじまクリーニング本舗 

販売内容 宅配クリーニング 

販売条件等 
宅配は原則 30 分圏内のエリアを対象とし

ています。お気軽にお問合せください 

お店から一言 

昭和 25年創業の老舗クリーニング店です。

着物・靴・革製品等の特殊品や布団・毛布の

大物クリーニングもお任せください。 

住所 各務原市那加桜町 1-20 営業時間 8:00～19:00 

電話番号 058-382-0672 定休日 年中無休（土日・祝日も営業） 

E-mail maejima_clean21vision@yahoo.co.jp FAX 番号 058-382-0672 

URL https://shiminukipro.jimdofree.com/ 販売担当 前島 

 

おかげさまで、創業７０年 

感 謝 


