
カテゴリＣ．「商人
あきんど

のソコヂカラ」～在庫処分・販売促進等に力を入れる事業所紹介～  
Ｎｏ．１７                                                   2020.５.２６掲載 

テーマ 飛沫感染の軽減、簡単にゾーニング  

店舗名 株式会社 アピコ 

商品・サービス 飛沫防止の抗菌仕様の簡易衝立販売 

商品・サービス

説明 

安価で簡単に飛沫感染対策に。工具なしの

簡単組み立てで、限られたスペースでフレ

キシブルに対応 

お得情報 数量に合わせ、訪問しての設置も行います。 

事業者から一言 

受付やカウンターに最適なピタッタはスタ

ンドがしっかりしており、高さ調整も可能。

エチケットパネルは食堂、事務所に最適 

住所 羽島郡岐南町野中 6-99 営業時間 9:00～17:00 

電話番号 058-248-2635 定休日 土日祝日 

E-mail info@apico-pd.com FAX 番号 058-240-5879 

URL https://www.apico-pd.com 販売担当 販売担当 片山 

 

Ｎｏ．１６                                                   2020.５.８掲載 

テーマ 飛沫感染軽減のお手伝いに  

店舗名 有限会社 芙蓉工芸 

商品・サービス スタンド付き飛沫感染対策パーテーション 

商品・サービス

説明 

透明樹脂を使用した卓上パーテーションで

す。パーツを組み立てるだけの簡単な構造

となっており工事不要です。 

お得情報 
アングルスタンドには抗ウイルス作用がある

漆喰塗料を塗布しております。 

事業者から一言 

飲食店のお客様同士の仕切り、受付等の接

客、レジ業務の仕切り等にご使用いただけま

す。 

住所 各務原市三井北町 3-6 営業時間 8:30～17:30 

電話番号 058-382-1904 定休日 
日曜日  

毎月第 2・第 4の土曜日 

E-mail info@fuyou-c.co.jp FAX 番号 058-371-1445 

URL http://www.fuyou-c.co.jp 販売担当 可児 

 

 



Ｎｏ．１５                                                   2020.５.1掲載 

テーマ 新型コロナウイルス経済対策 無料配達ご支縁  

店舗名 株式会社 エスライン各務原 

商品・サービス 各務原市内における無料配達サービス 

商品・サービス

説明 

緊急事態宣言にともなう外出自粛要請への

ご支援として弊社物流を活用した無料配達

サービスのご提供。 

お得情報 
各務原市内の多種多様な販売事業者様の配

達無料応援 

事業者から一言 

緊急事態宣言発令中における各務原市内の経済活動応援として、弊社物流インフラを

活用して頂く事により、感染防止を促すとともに、微力ではございますが、経済活動の

ご支援を差し上げたいと存じます。会議所会員の皆様方お気軽にお問い合わせ下さい。 

住所 各務原市那加東亜町 55-3 営業時間 9:00～17:00（問い合わせ時間） 

電話番号 058-382-2128 定休日 土曜日・日曜日 

E-mail Sline_kakamigahara@sline.co.jp FAX 番号 058-371-1707 

URL http://sline.co.jp/sline_kakamigahara/ 販売担当 担当 苅谷 

 

 

Ｎｏ．１４                                                   2020.4.2８掲載 

テーマ 感染が広がらないことを願って。  

店舗名 株式会社アーバングレース 

商品・サービス 布マスク 

商品・サービス

説明 

工場内で余った生地を使ってマスクを作

成。ゴム紐が取り外し可能で洗って使える

綿のマスクです。 

お得情報 

企業様向けに、マスクの受注生産も行って

おります。従業員の方向けやそのご家族様

向けにまとめて発注いただくと、１枚あた

りの単価を安くご提供できます。 

事業者から一言 

私たちは日本製の高品質な洋服を製造する縫製工場です。工場内で余った上質な生地

を使って布マスクを作成しました。立体構造になっており、鼻にワイヤーが入っている

ので飛沫感染防止に役立つと思います。 

住所 各務原市那加日吉町 1-13 営業時間 11:00～19:00 

電話番号 058-374-0991 定休日 不定休 

E-mail masaki@urban-grace.jp FAX 番号 058-389-3475 

URL https://www.urban-grace.com/ 販売担当 山田雅樹 

 

 

私たちがお届けします 

mailto:Sline_kakamigahara@sline.co.jp


Ｎｏ．１３                                                   2020.4.2８掲載 

テーマ 『健康第一！・気分爽快！』 
 

店舗名 そはら接骨院 

商品・サービス インソール（健康サポートする靴の中敷き） 

商品・サービス

説明 

マラソン等の長距離競技、体育館競技、サッ

カーや野球等の球技、ウォーキング等で足や

膝の痛みを抱える方、 スポーツをする学生さ

んから健康思考の年配の方までに効果の高い

インソール。 

お得情報 
インソール制作にあたり、必要な足の測定な

ど診断料金 800円をサービスいたします 

事業者から一言 
本製品はカラダの土台である足の骨配列（アライメント）を正しい位置に矯正することで、

あらゆるスポーツや日常生活で起こる障害を予防し、足や腰の負担を軽減します。 

住所 各務原市蘇原新栄 2-63 営業時間 
8:00～12:00・16:00～20:00

※ 木曜・土曜の午後の診療  

は予約制 

電話番号 058-372-3470 定休日 日曜・祝日 

URL http://soharasekkotsuin.com/ 販売担当 宮田 

 

Ｎｏ．１２                                                   2020.4.2７掲載 

テーマ 
大切な日の贈り物にぴったりのギフト商品

を準備しています。 

 

店舗名 岐阜鰻 たむろ 

商品・サービス 
通信販売による、冷凍うなぎ 

蒲焼の販売 

商品・サービス

説明 

母の日、父の日、記念日など、大切な日に贈

るうなぎのギフト 

お得情報 
ご注文のお品物に、贈り物の用途に合わせ

た熨斗をご用意いたします。 

事業者から一言 
モンドセレクション最高金賞受賞した鰻です。感謝の気持ちを伝えるのに、おすすめで

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 tamuro-unagi.shop-pro.jp FAX 番号 0120-881-988 

URL info-team@team-gr.co.jp 販売担当 寺松 

 

 

認可者のみが取り扱い可能な製品

です！ 

https://tamuro-unagi.shop-pro.jp/?pid=99916350


Ｎｏ．１１                                                   2020.4.2７掲載 

テーマ 
【コロナ対策】感染リスクを軽減しよう！ 

～パーテーションで飛沫感染予防～ 

 

店舗名 株式会社 インサイトワーク 

商品・サービス 飛沫感染予防アクリルパーテーション 

商品・サービス

説明 

アクリル製の卓上パーテーションです。 

拭き取りが容易で衛生的！透明なので圧迫

感がなく長期使用にもおすすめです。 

《サイズ》幅 600～1200 ㎜（高さ 800㎜） 

《参考価格》幅 900×高さ 800（窓有り） 

1 台 15,400円（税込・送料込※東海ｴﾘｱ） 

お得情報 複数購入割引キャンペーン実施中！ 

事業者から一言 
銀行・病院・薬局・企業様の受付カウンターや接客テーブルでご使用いただいておりま

す。お気軽にお問い合わせ下さい。 

住所 各務原市那加石山町 1-137-2 営業時間 9:00～18:00 

電話番号 058-260-6800 定休日 土・日・祝日 

E-mail info@insight-work.com FAX 番号 058-260-6808 

URL https://insight-work.com 販売担当 中嶋 

 

Ｎｏ．１０                                                  2020.4.２4掲載 

テーマ “ MADE IN JAPAN ”のソコヂカラ  

店舗名 豊桑産業 株式会社 

商品・サービス 洒落た中央テーブル 

商品・サービス

説明 

デザイン性豊かなテーブルで、居心地の良

い空間を演出します。会社等の応接用とし

てもご利用いただけます。 

お得情報 本体価格を 5％引きにてご提供いたします 

事業者から一言 

弊社は、木材専門の加工会社です。これまでは建材メーカー（会社）向けに、カウンター等

の天板やキャビネットを製造、販売してきました。今回、これまでの弊社の木工加工技術を

結集した一般向けテーブルを開発しました。フルオーダーメイドでの制作が可能です。 

住所 各務原市鵜沼三ツ池町 6-424-1 営業時間 9:00～17:00（問い合わせ時間） 

電話番号 058-384-4905 定休日 土曜・日曜 

E-mail info@hoao.co.jp FAX 番号 058-384-4908 

URL https://hosojapan.co.jp/ 販売担当 営業担当 熊﨑 

 

 

mailto:info@insight-work.com
mailto:info@hoao.co.jp


Ｎｏ．9                                                   2020.4.24掲載 

テーマ 
おうちで過ごす時間が長い今こそ、パンのある

生活で笑顔になろう 

 

店舗名 Bakery＆Café  ESPRIT 

商品・サービス パン 

商品・サービス

説明 

素材や製法に拘った焼きたてパンを常時 50種 

類以上揃えております。 

お得情報 

1,000 円以上お買い上げのお客様に、お会計時

にキーワード「コロナに負けるな」でカレーパ

ン 1本 orコーヒー1杯サービス。 

事業者から一言 
小麦本来の風味や旨味を活かした拘りパンをご用意しております。専門店だからこそ

できる、種類豊富な美味しいパンをお楽しみください。 

住所 岐阜市長良東 1-29 営業時間 10:00～18:00 

電話番号 058-216-5070 定休日 水曜日 

E-mail d-moriyama@komugiya.co.jp FAX番号 058-216-5070 

URL https://www.instagram.com/esprit_nagara/ 販売担当 管理部 森山 

 

 

Ｎｏ．８                                                   2020.4.2３掲載 

テーマ 
「とりあえず安いので今は済まそう」という

ニーズにお応えします。 

 

店舗名 Ｃａｒ＆Ｔｉｒｅ ＧＲＥＥＮＢＡＳＥ 

商品・サービス 

・自動車販売、買取り、車検、整備、修理、 

保険受付 

・タイヤ・ホイール販売、買取り、交換作業 

商品・サービス

説明 

・古いクルマでも買取りしています。 

・中古タイヤは残り溝たっぷりでも新品の半

額以下で販売しています。 

お得情報 
手間をかけ過ぎ無い中古車を安めに販売し

ていますが、安全面は手を抜いていません。 

事業者から一言 
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！ぜひご来

店ください。 

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 

 



Ｎｏ．７                                                 2020.4.20掲載 

テーマ 
ウイルスや花粉を除去して快適空間のお手

伝い。 

 

店舗名 (株)クンダムセン 

商品・サービス 
ウイルス除菌・脱臭機の販売他（ターンド・

ケイ、除菌水生成器等） 

商品・サービス

説明 

従来の除菌・脱臭機でもない新しい光触媒デ

バイス。インフルエンザウイルスを 5 分で

99.9％除去。 

お手入れ簡単フィルター交換不要。 

お得情報 
今ならターンド・ケイをアマゾンや楽天よ

りもお値打ちに提供します。 

事業者から一言 

外出が限られる今、家電の買い替えやトラ

ブルをスピーディーに出張対応いたしま

す。 

住所 各務原市鵜沼山崎町 2-18 営業時間 8:00～19:00 

電話番号 058-384-0226 定休日 日曜日、祝日 

E-mail info@kundamusen.com FAX 番号 058-370-3338 

URL http://www.kundamusen.com 販売担当 薫田 

 

Ｎｏ．６                                                   2020.4.20掲載 

テーマ 本当に困っている方々への救いの手。 
 

店舗名 あいわ整体 

商品・サービス 整体（全身骨格調整） 

商品・サービス

説明 

骨の歪みやズレを的確に見極め、苦痛の原因

となっている部分をひとつひとつ丁寧に整え

ていきます。 

お得情報 

・全身骨格調整の初診料 2,000 円＋施術料

6,000円＝8,000 円 ⇒ 半額の 4,000 円 

・部分施術(首、肩、腰、骨盤矯正) 

各 2,000円 

事業者から一言 
技術の違い、説明力の違いがハッキリと分かります。医療機関に通ってもなかなか良く

ならない！という方は特にお任せください。 

住所 岐阜市東明見町 11エレガンシア 21 101 号 営業時間 9:00～21:00 

電話番号 058-214-9710 定休日 日曜日 

E-mail          － FAX 番号 058-214-9710 

URL http://aiwa-seitai.net 販売担当 杉山 

 

 



Ｎｏ．５                                                   2020.4.20掲載 

テーマ 
おうちで作れば安心・安全。野菜作り、花壇

作り。 

 

店舗名 有限会社 ガーデンヒデマル 

商品・サービス 
花の苗、野菜の苗、鉢花、観葉植物、 

多肉植物 

商品・サービス

説明 

・野菜の作り方、花苗、鉢花栽培のアドバイス 

・新品種の提供 

お得情報 
毎月鉢の日（8日、18日、28日）はサービ

スデー 

事業者から一言 
野菜作り、花壇、プランター作りを楽しみましょう。母の日、父の日のプレゼントに鉢

花、洋らんをどうぞ。 

住所 各務原市蘇原吉野町 4-12 営業時間 8:45～17:30 

電話番号 058-382-0805 定休日 木曜日 

E-mail g-hide1187@yacht.ocn.ne.jp FAX 番号 058-382-0323 

URL https://www.hidemaru.co.jp/ 販売担当 金武 康彦 

 

 

Ｎｏ．4                                                   2020.4.20掲載 

テーマ 
初めてのスポーツ自転車を 

お値打ち価格で！ 

 

店舗名 CYCLE・PRO ウイール 

商品・サービス 自転車の販売・修理 

商品・サービス

説明 

サイクリングの楽しみ方を提案することで、お

客様の健康づくりのサポートをさせて頂きま

す。 

お得情報 
6 月 30日までの期間限定で、一部の自転車

を特別価格にて販売します。 

事業者から一言 
お得に自転車を購入して、自粛で溜め込んだストレスと脂肪を、適度な運動で発散・燃

焼させよう！ 

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 定休日(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 

 

 



 

Ｎｏ．3                                                    2020.4.20掲載 

テーマ 
社長含め家族や社員のかかりやすい病と相生

の見方などお買上げごとに説明します 

 

準備中 

店舗名 有限会社 岐阜印章 

商品・サービス 実印、会社印、銀行印等の印鑑販売 

商品・サービス

説明 

創業は昭和 61年。手彫りの彫刻で最高の印材を

1 級技能士が一字一画に真心をこめて彫り上げ

る印鑑です（20年保証） 

お得情報 
実印・会社印をご注文の方には、人生の歩みや

人生の注意点をマル秘でお伝えします 

事業者から一言 印鑑の販売以外に命名、風水による鑑定も行っています。 

住所 各務原市鵜沼朝日町 1-270-8 営業時間 9:00～21:00 

電話番号 058-370-0560 定休日 定休日なし 

E-mail hayanokouzen@docomo.ne.jp FAX 番号 058-384-9824 

URL － 販売担当 早野孔禪 

 

 

 

Ｎｏ．２                                                    2020.4.17掲載 

テーマ 
高品質でお値打ちな母の日ギフトを皆様の

ご家庭にお届けいたします。 

 

店舗名 花勝 

商品・サービス 母の日 フラワーギフト 

商品・サービス

説明 

生花以外にも、プリザーブドフラワーやソープ

フラワーなどを使ったアレンジメントや花束を

ご提案しています。ホームページ等の商品を参

考に注文していただくと、スムーズにご対応で

きると思います。 

お得情報 
市内配達料無料（お花代３０００円～） 

ラッピング代無料（お花１本から） 

事業者から一言 
店頭での混雑を避けるため、事前のご注文をおススメしております。5月 3日までのご

注文で消費税分ＯＦＦとさせていただきます。 

住所 各務原市那加東那加町 10 営業時間 8:30～19:00 

電話番号 058-382-0455 定休日 定休日なし 

E-mail hanakatsu-shouten@muse.ocn.ne.jp FAX 番号 058-382-5188 

URL https://hanakatsu-gifu.com/ 販売担当 可児 則和 

 



 

Ｎｏ．1                                                    2020.4.17掲載 

テーマ 
車のボンネットを 

DIY でカーボンフィルム施工 

 

店舗名 株式会社デザインラボ 

商品・サービス DIY ツールおよびフィルム 

商品・サービス

説明 

① ボンネットラッピング DIYツールセット 

② ボンネットラッピング DIY ツール＆フィ

ルムセット 

お得情報 
通常１～５万円の商品を数量限定で１万円

以下でご用意させていただきました。 

事業者から一言 

社用車の広告宣伝用カーラッピングも施工しています。カーラッピングは車体の色を変えたり、キズ

防止フィルムを施工したりと用途は様々です。プロに任せると高価になってしまいますが、ご自宅に

いる時間を有効利用できるこの機会に、ぜひ DIYでお試ししませんか？お問合せお待ちしています。 

住所 各務原市川島小網町 2146-42 営業時間 9:00～17:30 

電話番号 0586-89-4341 定休日 土曜・日曜 

E-mail info@designlab.co.jp FAX 番号 0586-89-4547 

URL http://www.designlab.co.jp/ 販売担当 苅谷 

 


