
有限会社 山下組
五泉市泉町１丁目 5-47 8:00 ～ 17:00時間 日・祝祭日定休日

コンクリート工事、解体工事、排水設備工事、砂
利運搬まで、何でも御用命下さい。各種御相談に
応じ施工致します。

TEL 0250-42-4473
FAX 0250-42-7310
MAIL yamasitagumi@wing.ocn.ne.jp

来店

株式会社 瀬倉組
五泉市木越乙 361 番地 8:00 ～ 17:00時間 日曜日、祝祭日定休日

樹木伐採致します。
その他工事、何でもご相談下さい。

お見積りは、すべて無料となっております。

TEL 0250-42-4036
FAX 0250-42-4107

message one
五泉市吉沢2-3-42 10:00 ～時間 不定休定休日

ハンドメイド雑貨、アクセサリー、輸入服やセレ
クト古着等を販売しております。マスクも多数取
り揃えております。

三密クリア
密集・密接

密閉
来店

instagram ＠messageone.1

来店
期間

8/31まで

TEL 0250-48-5566

大阪屋 五泉店
五泉市旭町4851-2 （平日）9:30 ～ 19:30（日祝日）9:30 ～ 19:00時間 年中無休（元旦のみお休み）定休日

熟成させた紀州梅果汁にくずきり状のゼリーを合
わせました。
爽やかな芳香と涼味溢れる食感は格別です。

三密クリア
密集・密接

密閉

渡六菓子店
五泉市伊勢の川962-2 時間 月曜日定休日

店内のカフェスペースは席の間隔を空けて営業
中。カフェ限定だったドリンクや珈琲ぜんざいな
どもテイクアウトできます。
※写真は珈琲ぜんざい

来店

TEL 0250-42-2667
FAX 0250-42-2667
MAIL wataroku@happytown.ocn.ne.jp

（火～土）10:00 ～ 19:00（日祭日）9:00 ～ 18:00

有限会社 アートフラワーズせきや
五泉市水島町 9-30 9:00 ～ 18:00時間 不定休定休日

新型コロナウイルス対策はしておりますが、心配
なお客様には配達も致します。
花の力で癒されましょう。

来店

TEL 0250-43-1446
FAX 0250-42-0733

配達

わくわく農場
五泉市論瀬 6085 7:00 ～ 19:00時間 日・祝祭日・第 2・4土曜日定休日

ご自宅まで配達致します。（配達無料）
コシヒカリ玄米30㎏　11,400円
こしいぶき玄米30㎏　10,400円
ＨＰ「わくわく農場　五泉市」で検索

ご注文の量や地方発送など、お気軽にご相談下さい。

来店

TEL 0250-43-3055
FAX 0250-47-7355
MAIL kanda_farm@ybb.ne.jp

精米
＋400円（ （

配達 訪問

株式会社 佐久間石油　五泉北ＳＳ
五泉市船越 1220 7:00 ～ 21:00時間 元日定休日

抗菌フレッシュ372　2,200円
出光の独自技術コーキンマスターが372菌種のか
び、細菌の増殖を抑えます。
施工時間：約30分／作業受付時間：9:00～16:00
前日までにご予約をお願いします。
五泉東SSもご利用ください。
　　TEL:0250-42-3206

予約 来店

TEL 0250-42-3673
FAX 0250-42-2549
訪問

三密クリア
密集・密接

密閉

フローリスト カネコ
五泉市駅前1-7-10 9:30 ～ 18:30時間 水曜日定休日

花からもらう癒しと元気！！
・3,000円以上のご購入でマスク１枚プレゼント
　（無くなり次第終了）
・置き配も対応可

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-42-4573
FAX 0250-58-5885
MAIL kaneko87@cocoa.ocn.ne.jp

配達

加藤呉服店
五泉市赤海 1-3-7 10:00 ～時間 不定休定休日

好きな柄で自分だけの浴衣を作りませんか。
浴衣生地　9,000円～
お仕立て方の講義致します。
生地をお買い上げの方受講料無料

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-42-3282

お仕立て方受講料は
浴衣生地お持込みの方 2,000円。
浴衣生地お見立会 ６月26日～30日まで。

予約

株式会社 南沢テキスタイル
五泉市本町３丁目 5-3 9:30 ～ 16:30時間 土・日・祝祭日定休日

お肌にやさしい抗菌マスク。
　１枚400円　白・ベージュ・グレー
夏用冷感マスク
　白のみ。　サイズＭ・Ｌ

来店

TEL 0250-43-2136

１枚から東本町１丁目の配送センターで販売して
おります。

予約

株式会社 栄軒ベーカリー
五泉市本町3丁目4-1 7:00 ～ 19:30時間 日曜日、祝祭日、不定休定休日

新型コロナウイルスの防止策を強化して営業して
おります。「コロナに勝つサンド」を食べてコロ
ナにうちかちましょう。尚、予約もうけたまわり
ます！

来店

TEL 0250-43-3388
FAX 0250-43-3389

かじふく
五泉市本町3-2-27 10:00 ～ 18:00時間 毎月8・18・23・28日定休日

マスク使用時の熱中症予防対策に！
ハンディ扇風機　￥825
※ＵＳＢ充電式＆風量３段階調整＆卓上とハン
　ディの２WAY

来店

TEL 0250-25-7288
FAX 0250-42-2205
MAIL kazifuku@sea.plala.or.jp

洋菓子の店 ふりあん
五泉市赤海2-1-4 9:00 ～ 18:00時間 水曜日（月３回）定休日

コロナ対策として、スタッフのマスク着用と店内
の消毒・換気の徹底。
〇葛シャリアイス（ふりあんオリジナル）　￥250
　※お好みで解凍して食べてね!!

TEL 0250-42-1147
FAX 0250-42-1171
MAIL gosen_furiand@yahoo.co.jp
来店

期間
8/31 まで

三密クリア
密集・密接

密閉

シューズ＆バック ヤマダ
五泉市本町2丁目2番32号 9:00 ～ 19:00時間

外出をためらっている方に、当店では商品の配達
をいたします。どうぞお申し付け下さい。
対象地域／旧五泉市内
期　　間／８月末まで
対象商品／靴・カバン（エコバック）、エプロン などなど

不定休定休日

TEL 0250-42-2363
FAX 0250-43-3269
MAIL ymd228@cnonos.ocn.ne.jp
予約

期間
8/31まで配達

有限会社 オグロスポーツ /プリント工房エルビス（LBS）
五泉市本町2-4-2 9:30 ～ 19:30時間 第２水曜日、第４水曜日定休日

～オリジナルプリントＴシャツ～
地元特別価格、地元納期優先
少数でも低価格で！価格、納期お気軽に御相談下
さい。

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-43-0223
FAX 0250-43-0241
MAIL webmastar@oguspo.com

パンセ・マルムラ
五泉市駅前1-6-7 10:00 ～ 19:00時間 木曜日定休日

『がんばっていこー！　サマーセール』
　　7月4日（土）～
　　50～20％OFF

来店

TEL 0250-42-4776
FAX 0250-42-7161

TEL 0250-42-2418

有限会社 斉藤酒店
五泉市本町2-2-33 8:30 ～ 18:45時間 8日、18日、23日、28日定休日

五泉の地酒 菅名岳を中心に限定販売の地酒を取り
揃えています。
　菅名岳初呑み切り　1.8ℓ　2,420円
　　　　　　　　　720mℓ　1,430円

スノーピーク社とのコラボ商品
　爽醸久保田雪峰　500mℓ　3,410円

品切れの際はご容赦下さい。

来店配達

メガネのホンマ
五泉市駅前1-9-2 9:30 ～ 18:30時間 年中無休（正月のみ定休日）定休日

室内でスマホゲームやリモート飲み会！！
スマホやLEDから出る有害光を減光する
ブルーライトカット！！3,000円加算が無料
　例．レンズ2枚
　　　10,000円－3,000円＝7,000円

来店

TEL 0250-42-2827
FAX 0250-42-2827
https://elle-honma.com/

ウイルス除去清浄機導入

期間
7/31 まで

三密クリア
密集・密接

密閉

仕出し・弁当 魚順
五泉市三本木1丁目2-20 9:30 ～ 18:30時間 月曜日定休日

2日前まで予約にてオードブル・お刺身
・折詰・弁当　予算にあわせておつくりします。
又、土・日のテイクアウトは事前に予約にて可　
日替り、とりタレカツ弁当、おにぎりセット
おかずのみも可

予約 来店

TEL 0250-42-3040
FAX 0250-42-3326

今川屋呉服店
五泉市本町6-2-30 9:00 ～ 18:00時間 日曜日定休日

手作りマスク用に晒入荷しました。
夏物洋装品　半額

来店

TEL 0250-42-2415
FAX 0250-43-6378
MAIL imagawa@lily.ocn.ne.jp

さらし

TEL 0250-42-5806

木村石材店
五泉市宮町5-41 9:00 ～ 17:00時間 土曜日、日曜日、祝祭日定休日

石のことなら創業110周年の木村石材店へ！

お見積りはお気軽に！

予約 配達 訪問

TEL 080-6673-4473

裾あげとアトリエショップ Ribonnu
五泉市吉沢3丁目1-32 10:00 ～ 16:00　時間 月・木・日曜日、祝祭日定休日

ハンドメイド作品とレース×Ｗガーゼの夏マスク
販売してます。
Ｍ・Ｌ　各500円

レースがなくなり次第
通年のＷガーゼに変更

三密クリア
密集・密接

密閉
来店

アジアン雑貨 マグノリア
五泉市本町2丁目2-41 10:00 ～ 17:00時間 木曜日定休日

『３密なしナシ営業』
窓を全開に開けてます。
外にくつろぎベンチを用意してます。
マスクもファッションとして楽しめるようご用意
してます。

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 080-9983-3859
instagram ＠magnolia.0615

有限会社 タナカ リカーショップ ツルヤ
五泉市南本町1-6-62 9:30 ～ 22:00時間 年中無休定休日

五泉市民の皆様、憩いの場所
飲食店活性化　ビワミン無料チケット
配布キャンペーン！（ビワミンのぼり旗の飲食店様と
当店にて配布）
※枚数に限りがあります。チケット無料券６枚付き！

来店
期間

8/31まで

TEL 0250-42-4575
FAX 0250-42-2100
MAIL g-tsuruya@bg.wakwak.com

TEL 0250-00-0000

ＰＲＯＤＩＧＡＬ公式オンラインショップ
https://www.prodigal.jp/ 8:20 ～ 17:20時間 土・日曜日、祝祭日定休日

洗って使えるニット製コットンマスクです。
 ２枚入り　1,320円
 ５枚入り　2,750円
10枚入り　3,850円
※別途送料

オンラインショップよりお申込みお待ちしており
ます！

三密クリア
密集・密接

密閉
配達

TEL 0250-43-3221 
MAIL prodigal@takahashiknit.co.jp

やまちょう
五泉市本町3-3-13 10:00 ～ 18:30時間 日曜日定休日

五泉絹織物（絽）を使用した夏用マスクを製作・
販売をしています。マスクを一時外した時の仮り
置場にレンコンブローチもオススメです！
五泉絹織物　絽のマスク　￥1,650（男性用＋100円）
麻のニット夏マスク（サイフク製）　￥1,265

来店

TEL 0250-42-2430
FAX 0250-42-0123
MAIL tamon0110@yahoo.co.jp

Re Ri Bagel
五泉市旭町7-50 11:00 ～ 18:00時間 木・金・土曜日、祝祭日定休日

自家製酵母と国産小麦を使用したベーグル専門の小さなお
店を夫婦で営んでおります。定番のプレーンベーグル
（180円）から限定の商品まで全10種類以上ご用意して
おります。皆さんの食卓に時々入れていただけたらと思っ
ております。イベントのない日は日曜も営業しております。

事前にお決まりの商品だけでもご予約可能です。お電話に
出れないことも多いため、メールで前日18時までにご予約
いただけますと確実にお受けできます。

予約 来店

TEL 0250-27-1949
MAIL info@reri.jp

メンズ＆レディース わたなべ
五泉市本町 3-4-3 9:00 ～ 19:00時間 不定休定休日

夏向き薄手タイプの手作りマスクご用意しており
ます。
S・M・L３サイズ、色や素材も色々あります！
350円～500円で販売中です。

来店

TEL 0250-42-2510
FAX 0250-43-4580

有限会社 波多野自動車工業
五泉市太田 1丁目 278 9:00 ～ 18:30時間 年中無休定休日

これはすごい！！
○内装除菌コーティング（スチーム洗浄付）
・軽自動車　　12,100円
・普通自動車　15,400円

予約 来店

TEL 0250-41-1665
FAX 0250-41-1666

豊島園芸
五泉市羽下 44 8:00 ～ 17:00時間 日曜日、祝祭日定休日

心を込めてお花を育てています。
日々の生活にやさしいお花の彩（いろどり）をぜひ。

さまざまご相談に応じます。お気軽にお問合せく
ださい。

来店
三密クリア
密集・密接

密閉
配達

TEL 090-8940-1432
FAX 0250-43-5696
MAIL t.toyoshima@amail.plala.or.jp

通販宅配

のみ

通販宅配

のみ

きもの専門店 いしかわや
五泉市村松甲 1888-1 10:00 ～ 20:00時間 年中無休定休日

手縫い絹マスク　￥440
手縫い麻マスク　￥440
裏地は綿で着け心地良いです。

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉
配達 訪問

TEL 0250-58-6346
FAX 0250-58-6346
MAIL ishikawaya@sky.hi-ho.ne.jp

数量
限定

リフォームＳＨＯＰ 金津屋
五泉市太田1-12-65 9:00～17:00時間 祝祭日定休日

玄関ドア・勝手口用後付網戸

　　　　しまえるんですα
＜玄関参考サイズ＞
幅94cm×高さ224cm
取付費用込み価格　37,950円（税込）
※出張費別途：五泉市内1,650円（税込）
※その他部材が必要な場合、別途料金がかかります。

下見・お見積りは無料です。お気軽にご連絡下さい。

来店
期間

８/31まで

三密クリア
密集・密接

密閉
配達 訪問

TEL 0250-42-4800
FAX 0250-42-6015
MAIL otoiawase@kanaduya.com

にいつフードセンター五泉店
五泉市赤海 640 番地 1 月～土 /10:00 ～20:00　日/9:00 ～20:00時間 不定休定休日

当店名物「大きなから揚げ」
（プレーン・カレー・ガーリック）　各１個162円
★ご予約特典
　ご予約１個につき、税抜価格から10円引

前日までに要予約

予約 来店
期間

7/30まで

三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-42-3900
FAX 0250-42-3888
MAIL gosen@niitsufood.com

TEL 0250-43-6987

麦ばたけ五泉店
五泉市駅前1-4-31 7:00 ～ 18:00時間 水曜日、不定休定休日

無添加で体にやさしい生地で作ったパンです。

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

五泉市の活気は五泉市民で取り戻そう ! ご利用いただいた方は、ぜひＳＮＳで『＃五泉ささえ愛』投稿拡散をお願いします！
愛五泉のお店ささえ

応援プロジェクト

がんばってこ～！

厳しい状況を緩和するために、
各お店ではいろいろな取り組みをしてがんばっています！

予約
予約が
必要です 来店

店頭・店内で
対応します

期間
○/○まで

対応できる期間が
あります

三密クリア
密集・密接

密閉

三密をさける取り組みを
しています

配達 訪問
配達・訪問
します

※取り組み条件については各店舗によって異なりますのでご確認ください。　●価格はすべて税込です。今後の状況により期間や休業日が変更になる場合があります。

発行：五泉商工会議所
五泉市郷屋川 1-2-9
TEL 0250-43-5551

各店舗のアイコン

三密クリアは自社基準によるものとし、会議所はそのレベルや効果は保証しません。
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ハレマオ シャンプー ミント
濃密な炭酸泡の頭皮クレンジングと爽快クールシャン
プーで夏の頭皮をすっきりリフレッシュ！

TEL 080-4076-4539
MAIL hananomachi.ryoko@gmail.com

花のまち旅行・花のまちひろば
五泉市本町2丁目4-23-1 9:00 ～ 22:00時間 年中無休（予約制）定休日

30分から利用できる貸しスペースを三密を避けて
お貸しします。
料金体制：30分まで300円、1時間まで500円、
2時間まで1,000円　+　利用人数×100円
各種教室、展示会、サークル活動にお使い下さい

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉

3日前までに要予約

TEL 0250-47-8845

ハンバーグレストラン ミートドラゴン
五泉市太田 1115-1 日中/11:00～15:00、夜 /17:00～22:00時間 年中無休（年末年始休）定休日

おいしいは、コロナに負けない！！
　テイクアウト　ステーキ弁当　1480円

　店内オススメ　黒毛和牛ハンバーグセット 1430円
　　　　　　　　ドラゴンＭＩＸ　　　　　 1298円

期間
7/31 まで

}

TEL 0250-43-8989

焼肉 串ひろ本舗
五泉市太田 2334-1 日中 /11:00 ～ 15:00　夜 /16:00 ～ 21:00時間 年中無休（年末年始休）定休日

コロナに負けない！スタミナ満点企画
　5,500円コース→4,500円  サービスキャンペーン
　和牛カルビ弁当 1,500円
　家族でバーベキューセット 5,000円～ }テイクアウトＯＫ

期間
7/31 まで

TEL 0250-42-0178

食堂 三日月
五泉市水島町 4-7 11:30 ～ 21:30時間 不定休定休日

さといも麺の冷し中華　750円
さといも麺は10年目になります。
夏期限定メニューです。

予約 来店配達

TEL 0250-41-0111

鮨と海鮮 すずくら
五泉市郷屋川２丁目 164-1 17:00 ～ 22:00時間 年中無休（年末年始休）定休日

少人数のご宴会大歓迎！！
　6,000円コース → 5,000円　サービス価格！！
　うな重（1人前）    3,800円
　握り十貫（1人前） 2,500円

期間
7/31 まで

} テイクアウトＯＫ！

TEL 0250-47-8853

TOM’N CHI とむんち
五泉市三本木３丁目 5-35 10:00～20:00時間 火曜日定休日

日頃の疲れを忘れさせてくれる愛らしいネコス
タッフ15匹でお出迎えしてくれます。
是非、癒しのパワースポットで心のケアを。

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

晩酌セット　￥1,200（税込）
とりタレ重、天重、焼肉重、
親子重、とり唐弁当　　

炉ばた焼 杉
五泉市馬場町1-2-7 日中 /11:30 ～ 14:00、夜 /17:30 ～ 22:00時間 月曜日定休日

期間
10/31 まで

TEL 0250-43-2786
携帯 090-3093-1314
FAX 0250-43-8000

予約 来店

予約 晩酌セット、当日 とりタレ重　他有り。
TEL下さい。

各￥500（税込）｝｝

串ひろ 五泉本店
五泉市郷屋川２丁目 1-23 17:00 ～ 25:00時間 年中無休定休日

食で活力を！元気に営業中
　※4000円コース→3500円　サービスキャンペーン
　※若どり半身ブツ切（カレー味）　890円
　※焼肉ロール（太巻）　　　　　　980円}

期間
7/31 まで

TEL 0250-43-8530
FAX 0250-42-6010

STANCE 藤村自動車工業株式会社
五泉市太田 2-8-5 9:00 ～ 18:00時間 火曜日（その他不定休）定休日

お客様の「スタンス」に合ったクルマをご提案し
ます。車検、修理、鈑金塗装、車の事なら何でも
お任せ下さい。

TEL 0250-47-8735
FAX 0250-47-8736
MAIL stance@hokuriku.me

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

環境プロデュウス幸商 株式会社
五泉市本町2-1-9 9:00 ～ 18:00時間 年中無休定休日

消毒殺菌（クレベリン薬剤使用）薬剤をミスト状
にして業務用強力噴霧器で室内を殺菌します。
１坪　1,100円（税込み）～

予約 訪問

TEL 0250-47-7765
FAX 0250-47-7795
MAIL kosho1951@gmail.com

TEL 0250-42-2331

日の出食堂
五泉市駅前1-8-4 日中/11:00～15:00　夜/17:00～20:00時間 不定休定休日

さといも麺10年目を迎えました！
店ではメニューも豊富にそろえお待ちしておりま
す。テイクアウトも出来ます！

来店

季節料理居酒屋 仁
五泉市本町2-1-19 17:00 ～ 0:00時間 火曜日定休日

●定番メニューと旬の食材を使った料理の提供を
　心がけています。
●アルコール消毒、VBおしぼり、空気清浄機（３台）
　を設置して対策しています。

来店

TEL 0250-42-5054
FAX 0250-42-5054

美容室GRACE vis
五泉市一本杉411 9:00 ～ 18:00時間 月曜日、第１火曜日、第３日曜日定休日

スタイリスト1名、マンツーマン対応サロンです。
癒しリラクゼーションをテーマに敏感肌の方にも
安心していただけるメニュー・商品選びを心がけ
ています。ご来店おまちしております。
http://ameblo.jp/gracevis/

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-43-5513
FAX 0250-43-5513
MAIL grace.vis2009@docomo.ne.jp

curoco brilliant life
五泉市宮町8-8 平日9:00～20:00　土日祝9:00～17:00時間 月曜日、第１・３日曜日定休日

店内除菌を徹底して、安心・安全のサロン作りを
しています。
　～詳しくはホームページで～
　　　　https://curoco-bl.com
　夏はヒンヤリ泡スパの無料体験！
　　　　Cut＋泡スパ⇒￥4,320（税込）

予約

TEL 0250-42-1002
FAX 0250-47-3433
MAIL info@curoco-bl.com

むくあん整骨院
五泉市吉沢1370番6 午前 /9:00 ～ 12:30、午後 /15:00 ～ 19:00時間 火曜日、祝祭日定休日

【自粛疲れ回復応援】
柔軟性のなくなった筋膜を振動でほぐすファイテ
ンの筋膜スクレーパーを導入しました
今なら無料体験実施中

当日予約可

期間
8/31まで予約

TEL 0250-47-8350
http://mukuan.jp

株式会社 フロンティア
五泉市南本町3-6-16 8:30 ～ 17:30時間 土・日曜日、祝祭日定休日

デザインプリントマスクＳ・Ｌ　￥1,100
ラメプリーツマスク　￥1,650
サマープリーツマスク キッズ・ジュニア　￥990　大人用　￥1,320
クリーンマスク（マスク専用液体洗剤）　￥1,320

ＥＣショップ：https://knit-mask-japan.stores.jp
にて販売中

来店

TEL 0250-42-1195
FAX 0250-42-2454
MAIL info@frontier-knit.jp

Cut House SAKUMA REMIX
五泉市太田2丁目1-1 8:00 ～ 19:00時間 月曜日、第１火曜日、第３日曜日定休日

パーテーションで仕切られた施術スペースで安心！
カット、パーマ、カラー、シェービング　男女共に対応
ミニエステも有

来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-43-0203
FAX 0250-43-0203

TEL 080-8011-4961

Chou-Chou
五泉市木越 1519-3 9:00 ～ 18:00時間 月曜日、第１火曜日、第３日曜日定休日

予約に応じて定休日や22時まで対応も。
水素トリートメントやヘッドスパなど炭酸水で頭
皮も髪もOK。完全予約制なのでお待ちしておりま
す。

予約
三密クリア
密集・密接

密閉

有限会社 下越自動車工業
五泉市二ツ柳 68 番地 9:00 ～ 17:30時間 年中無休定休日

Ｃ・クレベリン　3,300円
大幸薬品×DENSO
車室内除菌しませんか？
当店では車検事前見積り無料です。出費は計画的
に！！

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉
訪問

TEL 0250-42-1155
FAX 0250-42-0333
MAIL kaetsujidousya@gmail.com

アルソア リアンセル（アルソア化粧品）
五泉市泉町 1-4-22 10:00 ～ 18:00時間 日曜日、祝祭日定休日

・オールハンド、お顔のツボ押しエステ「プッシュ美顔」
（3,300円）を初回無料にてサービス致します。
洗顔→パック→プッシュ美顔→トレンドメイク（約90分）
予約受付中！！心・体・肌のリフレッシュに

７日前までに要予約。女性限定

予約 来店
期間

12/25 まで

三密クリア
密集・密接

密閉

TEL･FAX 0250-42-4524
携帯 090-4061-6734
MAIL yuk.19651001@gmail.com

割烹 山福
五泉市北五泉駅前 1-23 日中 /11:30 ～ 14:00、夜 /17:00 ～ 21:00時間 月曜日定休日

松花堂弁当（￥1,620～￥5,400まで ｝店内、配達どちらでも可
鯖の棒寿司（￥2,592）
穴子棒寿司（￥2,592）
酒の肴セット（￥2,160）
きつねちらし（￥1,080）
穴子ちらし（￥1,944）

・松花堂弁当は当日でも承ります
・その他のテイクアウトメニューは前日まで要予約

予約

TEL 0250-43-1248
FAX 0250-42-1282

テイクアウトのみ｝

TEL 0250-42-4488

酒菜食堂 獏 by寿司・割烹さくま
五泉市馬場町1丁目9番1号 17:00 ～ 23:00時間 火曜日定休日

松花堂弁当（生ずし入り） 2,376円
幕の内弁当　1,080円
他、単品料理、すしできます。
（写真は松花堂弁当）

＜受付時間 11：00～20：00＞
２日前まで要予約。ご注文は３個～。
松花堂弁当はのり巻にもできます。
値段、内容要相談。

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉
配達

ＨＡＩＲ Ｆｏｒｍｅ（フォルム）
五泉市赤海2 平日/9:00～18:00、日・祝日/9:00～17:30時間 毎月第１火曜日、第３日曜日定休日

ハレマオ シャンプー ミント
濃密な炭酸泡の頭皮クレンジングと爽快クールシャン
プーで夏の頭皮をすっきりリフレッシュ！

250ml 1,760円（税込）より各種あります。
この夏だけの限定販売です！

予約 来店
期間

9/30まで

三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0120-43-7596
FAX 0250-43-7596

（   ）予約
専用

割烹 文福
五泉市馬場町1-2-24 日中 /11:30 ～ 14:00、夜 /17:00 ～ 22:00時間 月曜日（代休も有り）定休日

・季節のかま飯ランチ　￥2,750～
・夜の会席コース　　　￥3,850～
・お弁当・折詰　　　　￥1,650～
・まかないＢＯＸ　　　￥700

ゆったりとした個室をご用意し三密対策をしてお
ります。

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉
配達

TEL 0250-42-3128
FAX 0250-42-3129
Facebook・instagram

Ｎ plan
五泉市本町2-4-23 8:00 ～ 19:00時間 不定休定休日

お客様の「おうち時間」をより良い時にするため
に、ハウスクリーニングでお手伝い！！
また、困り事もご相談下さい！

ハウスクリーニング以外もご相談下さい。
ＰａｙＰａｙ対応！

予約 訪問

TEL 080-4211-7133
MAIL n_plan_gosen@yahoo.co.jp

たつみ食堂
五泉市吉沢 3-2-10 日中/11:30 ～15:00、夜 /17:00 ～ 21:00（日・祝日～20:30）時間 月曜日定休日

とりのから揚げ1人前７ケ入　￥801
（写真は３人前です）
から揚げ弁当　￥914
麺類をのぞき一品料理・弁当各種できます。

当日の注文、１ケからでもＯＫです

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-42-3723

割烹そば処 にのみや
五泉市本町 3-2-15 日中（予約制）/11:30～14:00、夜/17:30～23:30時間 月曜日定休日

ランチ営業始めました！（予約制）
具だくさんぶっかけそば、具だくさん冷し中華そば、
ねばねば野菜のぶっかけそば、かつ丼…各900円
日本そばと天ぷら盛合せ、カツカレー…各1,050円
日本そばと里いも麺の合盛りへぎそば（２人前）…1,400円
玉子焼、タコの唐揚げ、焼ぎょうざ……各500円
カモロースあぶり焼き………………………1，000円

上記メニューはテイクアウト・宅配も承ります。

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉
配達

TEL 0250-42-2210

TEL 0250-43-3186

お食事処 金ふじ
五泉市三本木 3-3-32 日中/11:30 ～13:30、夜 /17:00 ～22:00時間 不定休定休日

・鮭わっぱめし、天丼、とりささみたれかつ重
　各600円
・うな重　3,780円
・特製弁当　1,500円

弁当は前日までご注文をお願いします
弁当は３個より承ります

予約 来店

松本ニット（SaSha）
五泉市南本町2-1-61 8:30 ～ 16:00時間 土曜日、日曜日、祝祭日定休日

銅繊維とシルクのインナーマスクです。除菌抗菌
効果を持つ銅繊維。花粉症、ハウスダスト、ウイ
ルスなどに効果的です。価格1,100円。

来店

TEL 090-8593-8255
FAX 0250-43-4486
MAIL matsumotoi@clock.ocn.ne.jp

三密クリア
密集・密接

密閉

株式会社 サンファーム泉
五泉市赤海 1-14-56 9:00 ～ 17:00時間 土・日曜日、祝祭日定休日

アントシアニンがブルーベリーの３倍！
○アロニア＆梅ジャム120g　 580円
○アロニアストレート果汁　1,500円
ヨーグルトや牛乳と相性バッチリです！

宅配の場合、別途送料が発生いたします。
重さによって異なりますので、詳細はご相談下さい。

予約 来店

TEL 0250-47-8808
FAX 050-3449-8188
MAIL sunfarm.izumi@wonder.ocn.ne.jp

株式会社 ナック
五泉市太田619 9:00 ～ 19:00時間 土・日曜日、祝祭日定休日

ニット工場が作るマスクでは五泉で？いや、もし
かしたら日本で一番売れているニットマスク。抗菌
防臭加工を施した、清涼感のあるサマータイプ。

サマーマイマスク（プリーツ）450円
サマーマイマスク２（立体）　450円
共にフィルター５枚付き

来店

TEL 0250-43-0130
MAIL hasegawa@zb.wakwak.com

有限会社 堀孫畳店
五泉市吉沢1-2-31 8:00 ～ 18:00時間 第２第４土曜日・日曜日、祝祭日定休日

7月18日迄に新畳か表替を6枚以上、ご注文いた
だいたお客様に、ステイホームを快適にするイ草
グッズ（枕・クッション・スリッパ）の中からい
ずれか１つをプレゼント！

※請負工事の場合は対象外です。

予約 来店
期間

7/18まで

三密クリア
密集・密接

密閉
配達 訪問

TEL 0250-42-2577
FAX 0250-42-0542

株式会社 カワノ
五泉市太田1-9-31 9:00 ～ 17:00時間 日曜日、祝祭日定休日

シルクニットの製造・販売をしています。
マスク等小物からセーター・カーディガン等、
店頭販売しています。

三密をさけるため予約をお願いします。

予約 来店
三密クリア
密集・密接

密閉

TEL 0250-43-4450
FAX 0250-43-5554
MAIL kawano@prontonet.ne.jp

株式会社 サンクミル
五泉市赤海3-1-68 9:00 ～ 17:30時間 日曜日、祝祭日（自社カレンダーあり）定休日

洗える立体ニットマスク
・サイズ：レギュラー、スモール
販売サイト：http://maestro.main.jp/knit-mask.html
●工場直販店頭価格
　マスク　　　　　　1枚　600円（税込み）
　トッキッキマスク　1枚　900円（税込み）
こちらの商品は、受注を頂いてから、マスクに取り付け
となりますので、１～２日お時間をいただきます。

来店配達
郵送に

なります

郵送に

なります

TEL 0250-43-5105
FAX 0250-43-5106

有限会社 近藤鮮魚店
五泉市馬場町 1-7-2 11:00 ～ 18:00時間 水曜日定休日

・折詰　　2,160円
（季節により内容が変わります）
・お弁当　1,000円より
（ご予算に応じて承ります）

ご注文は５個より承ります
（数の変更はご相談に応じます）
２日前までに要予約

予約 配達

TEL 0250-43-1015
FAX 0250-43-2919

株式会社 タカトニット 
五泉市赤海1-1109-1 9:00 ～ 17:00時間 日曜日、祝祭日定休日

＜高級ニット立体二重マスク＞
綿100％　抗菌防臭加工　無縫製ファインニット
手洗い可　50回以上使用できます。
◎オールシーズンタイプ ３サイズ　750円（税込）/枚
◎夏用ファッションマスク　950円（税込）/枚

御注文は電話・FAX・メールでもお受けします。
１枚から販売致します。

来店

TEL 0250-42-1972
FAX 0250-42-1650

五泉市の活気は五泉市民で取り戻そう ! ご利用いただいた方は、ぜひＳＮＳで『＃五泉ささえ愛』投稿拡散をお願いします！

※取り組み条件については各店舗によって異なりますのでご確認ください。　●価格はすべて税込です。今後の状況により期間や休業日が変更になる場合があります。
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