
わ か ま つ

中川ピアノ店

加藤生花店
63-0605

時計･メガネ･宝石

62-0198  62-8760

アカワサングリモ前

 62-8511

イタリアンレストラン

62-8780
美容室エレガンス

予約制

 63-1133

中込駅前 清水屋旅館

井出精肉店
中込 サンテラス 62-08530267-62-7148

 62-0369 丸正商店

マルサン接骨院

サンテラス

 62-0459

62-0639

中込2-14-22

62-0457

㈱木内石油
佐久第一給油所 62-4523

62-4400

 62-0037℡ 0267-62-6200

新年会は飲み放題コースが

好評です

予約承り中

幹事さんに特典あり








朝食 500 円も
好評です

１泊3800円のところ

１泊 3,500円
（税･サ込み）にてお泊り頂けます

18日・19日・20日限定 19日・20日限定

リカー＆
ギフトプラザ

中込駅前

佐久市中込1‑20‑8

プラモデル

資生堂・カネボウ・ディシラ化粧品
お買い上げの方に

レディス

但し割引商品は除きます
5倍プレゼント

ゆめ佐久カードポイント

＋家庭用庖丁無料研ぎ券進呈
ハサミの研ぎもやっています

家庭用庖丁10％
OFF

中古ピアノ特売中中古ピアノ特売中

67-1651
JFTDのフラワーギフト
全国配達システム

Bloem  Katou
佐久平駅浅間口前

より良い物をつくるために花束・アレンジのご予約承ります

青森味噌カレーミルクラーメンプレゼント参加店青森県の

不用のカメラ･レンズ
高価買い取りいたします

カメラの修理承ります

東信唯一・中古カメラの専門店
クラシックから最新のデジカメまで

★中古カメラ･レンズ 20％引

18・19・20 日
このチラシをご持参の方

担担めん
たんたん

ポリ缶灯油はセルフがおすすめです

★お得なプリカも販売中

毎週
木曜日は

セルフガソリンスタンド

2倍
おつけします

ポイ
ント

営業時間 7:00 ～ 23:00

6:30 ～ 8:30

シングルルーム⋯
￥4,000　→   ￥3,500

クーポン券
この券をご持参の方一名様に限り

にてご宿泊いただけます。

痛みにお悩みの方、
ご相談ください

各種保険･交通事故･労災取扱い
予約、往診ご相談ください。

佐久市中込2‑17‑20サンテラス内
（ダンボーレコード店跡）

梅月堂手作り和菓子
 62-3835

おいしい和菓子がいっぱい

地元産にこだわった材料
で、おいしく出来上がって
おります。お越しをお待ち
しております。

あんこが自慢の
手づくり和菓子の店です

季節限定スパゲッティ

誕生日・記念日に
お花のプレゼントをどうぞ

780円

新年会ご予約承り中

イタリアンで楽しいご宴会
お料理はお野菜たっぷり2,000円より

18 日㊎～ 20 日㊐

19 日～ 20 日 ２日間のみ

豚肩ロース豚肩ロース 140円
国産
100ｇ

豪州産
100ｇ

さいころステーキ or カルビ焼き用

牛上カルビ牛上カルビ 300円

馬刺し馬刺し 500円
カナダ産
100ｇ

焼肉 ・ しゃぶしゃぶ

450円

→300円

あったかい
ウィンナーコーヒー

エビと玉子の和風
ペペロンチーノ⋯

5倍プレゼント

ゆめ佐久カードポイント

1月19日㊏

1月20日㊐

１0時～17時

１0時～17時

 62-7522

冬物売りつくし

アウター全品３～５割引
ダウンコート
￥13,440 の品￥7,900均一

プチ あさかわ

50 20％～
％
OFF冬物バーゲン

20％～50％
OFF

2割引

ボリュームアップに

寒さから毛髪を守る

地産地消ショップ ベルマウンテン
★矢島凍み豆腐 36 枚入り　1,100 円
★甘くてしっとり、大人気焼きいもをどうぞ

ケンラックス

アルガーブシャンプー

2,000円

2,000円
御年賀プレゼント中

 62-3447ガラス部

承りますガラスの入れ替え
　 鍵 の 交 換

サングリモ中込 中込交流センター

1 26月 日 19時～20時⋯出品受付土

2 2月 日 11時～14時⋯販売土

155

25

PM

12

600

62

特製

平日ランチ 546 円～

第１回まちゼミ「お手軽！燻製づくり体験会」は
定員になりました。
第２回分 3/5 ㊋の予約を受け付けております。

・商店主が受講料は無料でプロの技やコツをお話しす
 る少人数制のゼミです。
･材料費をご負担いただく場合があります。委託型フリーマーケットです。出品料は１点１０円。18 歳

以上で本人確認ができる方ならどなたでも出品ができます。
（1 回 50 点まで）売り上げは全額を出品者に還元します。
【出品できないもの】コピー商品・動植物・食品・アダルト
商品・販売に許可や資格が必要なもの（銃砲刀剣類・医薬
品など）。

【初めての出品】本人確認ができるものをご持参ください。
【精算】販売日の 14:30 ～ 15:00 に売上と売れ残り品を
お受け取りください。
ゴミを減らして資源を大
切にするために開催して
います。ご家庭に不用品
がありましたら、どしど
しご出品ください。不用
品がおこづかいになるチ
ャンスです。

全品

ランチにスパゲティをどうぞ

･ペペロンチーノ ・ タラコ

･ナポリ ・ ミート ・ お好み

＋野菜ハムトースト

＋飲み物付 がおすすめです。

いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ
450ml　294 円を 250 円 
密封パウチから「やわらか密封ボトル」に
進化して、しぼりたて生しょうゆが新発売！
開けて 90 日間いつでも新鮮。生ならでは
の鮮やかな澄んだ色、穏やかな香り、豊か
な旨みが特長のキッコーマンしぼりたて生
しょうゆペットボトルを、この機会にぜひ
お試し下さい！

　今回は 12 講座を１月 20 日から始めます。
■らくらく生活ヨーガ
■パソコンで動画サイトの「音」を楽しむ
■飲みながら学ぶワインの「いろは」
■初めてのギター「誰でも弾けるビートルズ」
■おしゃれに見える着こなし方
■今どきの家計見直しと上手な資産形成のお話
■ロックバンドやってみよう！
■心と体がよろこぶ（安心・安全）旬の手作り教室
■押し花アレンジ
■自宅でできる筋肉疲労解消ストレッチ講座
■包丁のことこっそり教えます
■お手軽！燻製づくり体験会

2 割引
○K18･Pt リングネックレス

特別割引

893 円 →750円
（税込み）

○メガネ全品

眼科処方箋承ります

まちゼミに参加してみませんか？
得する街のゼミナール

詳細は中込商店会 Facebook ページまたは、
うまいもん市会場に用意してあります。


