子育て世代にうれしい環境条件がそろったおススメ物件！

大きな吹抜けで開放感のある家

全 3 区画

小学校・中学校まで 徒歩
子育て世代におすすめ！

1

大工である店主の旦那さんが、仕事の合間に建てて
くれた「ふくちゃん」は創業４０年を越えて三原の
お好み焼きファンに愛されている。昔ながらの町の
お好み焼屋の雰囲気が色濃く残るお店。

〈即入居可〉

ラスト

LAST

6 分！

邸

これが店頭に並ぶと三原に夏がやってきたって・・・

ふくちゃん

三原市和田 1-10-34
0848-63-6176
11:00〜15:00
17:00~19:00
毎木曜日

電話注文でお持ち帰りが良し！

今年も販売しております。イオン三原店でも通販でお取り寄せも

ひとつぶのマスカット
昭 和 5 4 年 、『 よ そ に な い も の を 作 っ て お 客 様 に
喜んでもらいたい！』というひとつの願いから
このお菓子は誕生しました。
当 初 は 、三 原 の 伝 統 的 な お 祭 り の 名 前 か ら 「 や っ
さ祭」と名付けられ、瞬く間に地元のお土産と
してご愛顧いただけるようになりました。

三原
警察署

販売
価格

3,100 万円

(税込)

月々
月々支払い例

64,925 円

※ボーナス支払い
（年２回）
135,732 円
※借入金：3100 万円、金利：10 年固定 1％
※借入条件・金融機関等によりことなります。

お昼のランチタイムも営業！焼き肉ランチ・牛カルビ丼
曜日替わり定食など ¥770 円から！美味しいですよ！

照明・カーテン（１F）
・エアコン（２台）
・外構付き

新型コロナウイルス感染防止対策とお願い
タカシン・ホームでは皆様に安心してご来場・ご見学頂けるように、
スタッフの検温・マスク着用・
手袋着用・手指の消毒・飛沫ガードの使用での接客でご案内致します。
また、一度に室内が
大人数にならないように【完全予約制】
とし、室内の定期的な換気・テーブルやイス・ドアノブな
どの除菌清掃を実施し、
ご対応させていただきます。
お客様にもご来場の際には、手指の消毒、極
力マスクの着用のご協力をお願い致します。

完全予約制のご見学
WEB 予約で前日までに、
ご予約された方に特別に
QUOカード2,000円分
プレゼント !!

※初回の方に限り

自粛営業をされながらも、焼肉屋さんならではの
うれしいテイクアウトがあります。牛焼肉丼・豚
焼肉丼・スタミナ丼・ミックス焼丼・牛肉ごろご
ろカレーが 500 円〜600 円で購入出来ます。電話
予約すれば待つことなしに受け渡し可能。
焼肉・お食事

第三中学校 ■都市計画 都市計画区域内 ■用途地域 第一種住居地域 ■地目 宅地 ■建ぺい率 60％ ■容積率 200％ ■取引態様 売主 ■完成時期 令和 2 年 2 月
■設備特徴 電気（オール電化）・上下水道

本郷駅

マックス
バリュー
本郷店

リフォームショップ三原本店

東洋
製缶

ブルーベリー葡萄

オレンジ

6月号

vol.100
TAKE FREE

これからもマスカット農家の皆様と共に、この
味を守っていきたいと思いますので変わらぬご
愛顧のほどよろしくお願いします。

オススメはミックス丼

山陽路

平日

フレスタ
本郷店

R2

11:00〜14:00
17:00〜21:00
月曜日（祝日の場合は
翌日に振替）

ひとつぶのマスカット

ルビーグレープフルーツ

ミックスフルーツ

ミカタワークス
花戸和也

検索

メガネサロンくまのも
コロナに負けないよう
頑張って営業します

爽やかなフルーツプリンできました！

いちご

2020

その後平成 5 年に「ひとつぶのマスカット」と
名を変えましたが、新鮮なマスカットをひと粒
ずつ手包みする製法は 40 年以上変わらず、今
に引き継がれています。

三原市下北方1-10-1
0848-86-6446

【物件概要】■所在地 広島県三原市宮沖 3 丁目 415-3 ■構造 木造軸組工法／省令準耐火構造 ■交通 三中前バス停より徒歩 2 分 ■学区 南小学校・

三原
日和

宮沖
3丁目

インスタ映え間違いなしのケーキがで
きましたよ！ 爽やかなフルーツがこ
れからの季節にピッタリの食感で食べ
られるプリンです。
味はいちご・ブルーベリー葡萄・オレ
ンジ・ルビーグレープフルーツ・ミッ
クスフルーツです。かわいい瓶詰めで
新発売です！ !450 円 / 個（税込み）

みんながんばりましょう
いつもの暮らしの中に消毒・換気・衛生管理に気を配る
お店のお客さまへの対応を心がけています

コグマヤ〜Patisserie Cogumaya 〜

消毒・換気に

営業時間などのお知らせとお願いです
5 月 13 日〜5 月 31 日までの間、緊急事態宣言が
発令されていたことから、お客様、スタッフの安全
確保のため、お休みを頂いております。6 月 1 日より
営業を再開する見通しです。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解
の程よろしくお願い致します。

ポポロ

ニチエー
宮浦店
エディオン
三原店
ファミリー
マート

眼鏡市場

ヤマト運輸
三原店

patisserie
Cogumaya

patisserie

しっかり取り組んでいます
お気軽に

コグマヤ

Cogumaya

見に来てね

三原市宮浦 6-2-40
0848-62-2110
10:00〜20:00
毎水曜日
駐車場有

三原駅

広島銀行

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

R185

メガネサロンくまの
三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
日祝 ~18:00
木曜日

未来へつなぐこの人
道の駅神明の里にて 美味しいスマック！

三原城天主台前にて

爽やかスマック！

INTERVIEW

三原を愛する人たち

人生でやりたいことをみつけること ！
今回は三原で理・美容院を展開している「パレッツ」にお勤め
の理容師 島田 康暉さんに登場していただきました。

DIJ?

理容師を目指したのは祖父、父親と一家が理容店を
営んでいたので、先代達の背中を見て育ったと言うか、

やっぱ

！
ク
ッ
マ
りス

JR 三原駅やっさ像前にて

子どもながらに忙しい時に立ちっぱなしで、メシも食
べないで仕事に没頭する二人に家長としてのたくまし
さみたいなものを感じ、あこがれていました。
高校を卒業する時に理容師の道に進みたいと父に告げ
ると苦労の多い業種でもあったので、進学を勧められ、
大学へ行くことに。学生生活はそれなりに良かったと思
サッとスマック！

ポポロにて

気持ちいいスマック！

いますが、常に「自分のやりたいことってなんなんだろ
う」と考えていまして、それがやはり先代達と同じ道を
苦労しても進みたいと確信出来た大学生活の期間にもな
りました。
先代の紹介で今のパレッツさんに勤めることなったの
ですが、技術を磨くことは当たり前の当たり前で、本当
に必要なことは、自身の人間力を高めることや、人の立
場になって物事を考えること、人を思いやることなど

お近くのスーパーマーケット
道の駅などで販売しています

であって、未熟な自分を励まし、指導してくれている

オーナーやお店の仲間に感謝しっぱなしです。
三原は文化・商業施設・教育・自然環境など揃っていて、
とてもすみやすい街で気に入って過ごしています。地元の
居酒屋さんはとてもフランクで、三原の気さくな友人も増
えました。
そんな三原でこの度、パレッツの 2 号店 Gentlemenʼ s
Salon Barber Shop BLUET( ブルート）が三原市宮浦
3 丁目にもうすぐオープンし、そのサロン担当の一人にな

りました。理容店としてのできる限りの技術とおもてなし
の気持ちを持って、
「肩肘を張らないカッコイイ男のサロ
ン」の空間を創り出していきたいと思っています。もちろ
ん自分一人でできないことばかりなので、たよりになるメ
ンバー全員で、カットはもちろん、スキンケアやヘッドマッ
サージなどお客様に満足して頂けるようなメニューを取り
そろえていきますので、是非期待しておいてください。
公式
アプリも
あります！

三原パレッツ
今月の三原日和は新聞折り込みを主に一部設置形式にて皆様にお届けしております

山陽路

検索

理容師 島田康暉さん

