
商工ガイド
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

199
136

株式会社エム・エム・イー 御中

設備総合 エリアマップ6図 B‐5

設計からメンテナンスまでトータルサポート

株式会社エム・エム・イー
弊社では、工場内環境や生産機械の設計・製作・設置・メンテナンスま
で一貫して行います。国内のみならず海外にも豊富な納入実績がござい
ます。設置後の定期点検、メンテナンスもお任せください。2022年か
らは、芋の生産・加工・販売を開始して、アグリ事業に参入します。
■坂東市大口宮東2574-21 ■TEL:0297-30-1123
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜・祝日
■URL:http://mme77.com/index.html
★冷蔵庫・乾燥機・納豆発酵装置・食品加工機、厨房・機器・コンベア等
各種設備の取り扱いがございます あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

200
156

有限会社松本興業 御中

建物解体・産業廃棄物処理 エリアマップ5図 D‐1

環境に配慮した街づくりをお手伝いします

有限会社松本興業
★建造物解体・建設資材生産販売・建設残土処理
★産業廃棄物中間処理施設

《御見積無料》お気軽にお問合せください！
■坂東市寺久1081-4
■TEL:0297-34-3008
■FAX:0297-34-3755

あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

エネルギーゼロの時代にふさわしい住まいにをご提案します。
クラフトの家づくりでは「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」として

クレバリーホームをはじめクラフトホームの自由設計のお住まいに対応しています。
クラフトは経済産業省 資源エネルギー庁による「ZEHビルダー」として登録しています。

土浦市大町13－16 1F
〈営業時間〉 9：00～18：00　〈定休日〉 水曜日

E-mail housing@craft-house.jp

E-mail housing@craft-house.jp

つくば市二の宮4丁目8－8
〈営業時間〉 9：00～18：00　〈定休日〉 水曜日

www.craft-house. jp

人と家と街をつなぐ、クラフト 0120－300－188

つくば店
029－852－5555

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉 029－855－5718

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

201
172

株式会社クラフト 御中 初校原稿
くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉

2021年12月23日
8GH417H0A

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

203
161

株式会社京まろん 御中

食品製造 エリアマップ4図 C‐4

「安全・安心・おいしさ」を提供

株式会社京まろん 坂東工場
アーモンド、クルミ、レーズンを始め、様々なナッツ、ドライフルー
ツをご家庭向け商品や業務用商品として自社工場にて加工・包装を行
っております。素材を生かした風味豊かなおいしいナッツをより新鮮
な状態で提供できるよう更なる品質の向上に努めてまいります。
■坂東市緑の里13
■TEL:0297-38-5570 ■FAX:0297-38-5573
■営業時間／8:00～17:00
■休業日／土曜・日曜・祝日
■URL:https://www.shoeifoods.co.jp/ あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

坂東市岩井金融団
筑波銀行 岩井西支店

岩井支店

結城信用金庫岩井支店

常陽銀行岩井支店

茨城県信用組合岩井支店

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉 029－855－5718

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

202
120

岩井金融団 御中 初校原稿
くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉

2021年12月07日
8GH417H0A

Tel :0297－35－3317
Fax:0297－35－3321

坂東市岩井3230ｰ1

info@bando.or.jp

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉 029－855－5718

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

203
080

坂東市商工会 御中 初校原稿
くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉

2021年11月8日
8GH417H0A
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H30mm×W90mm H30mm×W90mm
210209
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商工ガイド
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表3

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

合同会社ケイアイシステム

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

209
163

合同会社ケイアイシステム 御中

くらし・サービス エリアマップ4図 B‐3
地元密着をモットーに、サービス展開中！！

①時代をリードする「ループ電気」受付中！！基本料金ゼロ円
②軽自動車から2ｔトラックまで、ユーザー車検代行
■坂東市逆井2260-2
■TEL:0280-23-5311 ■FAX:0280-23-5322
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜日・祝日
■URL:http://k-i-s.jp ■E-mail:info@k-i-s.jp あり（10台）

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

210
157

やまき美装 御中

塗装・リフォーム エリアマップ5図 E‐1
建物の塗装なら ぜひおまかせください！！

やまき美装
この度、父から代表を引き継ぎました。
創業34年。お客様によりご満足いただける様に日々勉強いたします。
■坂東市冨田1044
■TEL:0297-34-3892
■FAX:0297-34-3892
◇お見積り等、ぜひお気軽にご連絡ください。お待ちしております。 ◆屋根塗替え前後では こんなに違います↑ あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

207
158

霜田シャッター工業 御中

シャッター工事 エリアマップ4図 C‐5
ご用途に応じ 様々なシャッターをご提案します

霜田シャッター工業
環境・美観・お客様の使いやすさを考えた理想的なシャッター設置をご提案します。
ぜひお気軽にご相談ください。
■坂東市半谷1640-4
■TEL:0297-34-3839
■FAX:0297-34-3793
◇農業用ビニールハウスでも設置できます！ あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄
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ＲＥＡ増田不動産鑑定事務所 御中

専門サービス エリアマップ1図 D‐5

REA増田不動産鑑定事務所
不動産鑑定士 増田 潤志

■坂東市岩井4355-10
■TEL:0297-47-5333 ■FAX:0297-47-5335
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酒のごとう 御中

お酒・ガソリンスタンド エリアマップ5図 D‐5
ENEOS東給油所併設

酒のごとう
当日16時までに電話1本頂ければ、灯油（36L 以上）
の配達もいたします。（旧岩井市）
■坂東市長谷3099-1
■TEL:0297-35-0972 ■FAX:0297-35-2910
■営業時間／7:00～20:00
■定休日／木曜 あり（4台）
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古谷醤油酒店 御中

酒店 エリアマップ2図 B‐1
創業 昭和 9年

昭和9年に初代古谷好太郎により造り醤油屋として創業しました。現在は酒類販
売業として新しい店作りを模索し日々精進し、明るく元気に頑張っております。
■坂東市岩井4949-1 ■TEL:0297-35-0062
■FAX:0297-35-0530 ■営業時間／9:00～19:00 日曜・祝日18:00まで
■定休日／水曜
■URL:https://furuyasaketen.stores.jp/ あり（7台）
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