M様邸

タカシン・ホーム のお 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

静かな場所で、日当たりも良好。
ココにして本当に良かったです！

担当

林

お客様の希望にピッタリな売出
し中の物件を見つけ、価格交
渉も代行させて頂きました。そ
の結果、価格も立地も大満足！
土地探しもぜひご相談下さい。

最初は中古物件を探していたのですが、リフォーム済みの
家は値段も思ったほど安くなく… 新築についてもネットで調
べる中でタカシンさんを知りました。「20 代からの家づくり」
のキャッチコピーや、月々の支払いが安いプランにも魅力を
感じて、飛び込みで訪問して相談しました。
バーベキューができる広い庭や静かな環境が希望と伝えた
ところ、林さんが見つけて下さったのが、学校やスーパーに
近い団地の中なのに、眺望も日当たりも良い別荘地のような
株式会社

タカシンホーム

嵩心

タカシン・ホーム

三原本社

三原市和田 3-3-1
0848-61-1020

建設業の許可

1

検索

事業所展開
■
■
■

新倉オフィス
福山営業所
東広島営業所

広島県知事許可（特-26）第35519号
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土地。すごく気に入り、「ココに

4

無く使いやすい作りで、外観も

現地調査にお伺いさせていただき、お客様のニーズと
物件の確認＆ヒアリングをさせていただきます。

3.見積書のご提出

かわいいです。良い場所と良い

半世紀を超えて続いていくものがあります
解体工事の際に、不用品の処分はつき物です。

コン・テレビ・電子レンジといった電化製品、皿・

450 年事業

様々な品目をなんでも回収させていただきます

株式会社

いを徹底的に重視し、現場の清掃や周囲の道路掃除

※前売り券の販売はありません
①一般 1,800 円（1,500 円）
※フューレックカード使用できます
②大学 1,500 円（1,300 円）
③3 歳から高校生 1,000 円（800 円） ( ) 内は割引券利用
障がい者手帳をお持ちの方 1,000 円 60 歳以上 １,1００円
夫婦５０割引き ２人で２,2００円 フューレックカード提示 1,300 円

焼肉

平日
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MIHARA Car&Bike 4th
入場
5月27日（土）11:00〜16:00 ※雨天中止 無料
28 日（日） 10:00〜16:00
三原駅前広場
090-6652-7924（竹原）
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焼肉に、ビールやおつまみ、サイドメニューなど豊富。

シングルお気軽パック
単身赴任・学生の一人暮らしの
お部屋をお片づけいたします

一式

T-POINT

0120-097-530

迅速パック

2 t車

〈約 4 ㎥積載〉

迅速で安全・格安な
2tトラックに載せ放題パック

安心パック

28,000 円〜（税抜）

T-POINT

280 ポイント〜 貯まります

4t コンテナ車 + 処分費用 + 作業スタッフ2名

一式

48,000 円〜（税抜）

T-POINT

480 ポイント〜 貯まります

家事代行は…

集団生活では︑

気遣いしているようで︑

イヤイヤ攻撃

かわいそうだけど

次のひが
やってきて

…

…

※住所等の個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り利用します。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

〈約 8 ㎥積載〉

子育てに時間をとられてなかなか、、、等々、

「ちょこっとさん」をお試し頂ける 2 つのコース。
お試しちょこっとコース

●お部屋のお掃除コース●水回りのお掃除コース
●お庭のお手入れコース●ちょこっとコース

基本
料金

2 時間 5,400 円
スタッフ 1 名

※一例

+1K 清掃

一式

部屋・キッチン・風呂等の掃き掃除・拭き掃除

50,000 円〜（税抜）

※金額は部屋の大きさ、収集車両によって変わります

T-POINT

500 ポイント〜 貯まります

ご依頼の流れ
仕事で時間が無い、その時間を使って他の事をしたい、

初めて
ご利用の方
限定

片付け & お掃除パック
お部屋のお片づけだけでなくお掃除もおまかせ下さい。

運賃 + 処分費用 + 作業スタッフ2名

あなたに代わってお手伝いします。

三原日和は三原市内で 30,000 部発行。新聞折り込みの地域では毎月第4週末に折り込みにて、その他の地域は月末頃までに店舗設置やポスティングにて配布されています。広告掲載のお申込は、0848-62-6677 まで。

4 t車

お部屋の不要品を 4tトラックに載せ放題

2t コンテナ車 + 処分費用 + 作業スタッフ2名

一式

処分量

日常のお悩みを、ちょこっとさんが

…

応募方法：E メール、ハガキ、封書にて 締切：2017 年 5 月 15 日（月）必着
「①希望プレゼント名②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥今月の三原日和のご意見・ご感想」を記入のうえ、下記
メールアドレス及び住所にお送り下さい。件名に「読者プレゼント」と入力してください。
住所：723-0051 三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛
E メールアドレス：info@miharabiyori.net

いつもがんばる分︑
家ではじけるピイ︒

B さつきコンサート

しまい

5kg」

18,000 円〜（税抜）

180 ポイント〜 貯まります

保ドキドキほいくえん

心配しながら︑

A 「共仕販が見つけたお米

〈約 1 ㎥積載〉

軽トラ + 処分費用 + 作業スタッフ1名

vol.24

お迎えに行ってみたら

おいし〜いお米 2 名様プレゼント !

1台

軽トラ

まずは電話でお問合わせください。

処分量

処分量

だけどある日︑
おとこのこと
ケンカしたらしく

1 行広告募集 !!「三原のみんな！こんなイベントがあるよ。」という方に、ぜひ使っていただきたいびより
カレンダー。内容・費用は、広告文 40 字程度と日時・場所・連絡先を掲載して 5,000 円（税別）です。
0848-62-6677 までご連絡下さい。HP からもお申込できます。

三原店

ゴールデンウィークは、ご家族揃って焼肉を楽しもう !

【450 年事業】三原さつき祭り 家族で楽しめるイベントが盛りだくさん !
5/27・28
ポポロ周辺・宮浦公園周辺
0848-62-6155（三原商工会議所）

不要品の回収で
T ポイントが貯まります！

T-POINT

コースや、1,680 円（税別）
コースの 2 コースあり、豊富に楽しめます。

『三原日和6月号』発行日

読者プレゼント

手に負えない片付けは…

R2

ご用意しています ! さらに、2 時間飲み放題プラン 1,280 円（税別）

あっという間に︑
なかなおり！

31

（有）グリーンアースがこのたびサービスを一新しました

和牛の盛り合わせなど宴会コースは、お一人様 3,000 円（税別）
から

29
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スイーツアレンジセット
各種出来ます

山陽路からのおいしいお知らせ

懐かしの車、名車が勢ぞろい
ステージ演奏・歌謡・三原物産展・飲食・物販等予定しております

25

マカロンとフィナンシェの
セット 600 円

三原港湾ビル
フェリー桟橋

初恋プリン・各種スイーツの他
ホットドック・カレーライスなど TAKE OUT 出来ますのでお電話ください。

ピイちゃんも
保育園へ！

21

パウンドケーキ 750 円〜

11:00〜22:00
月曜日（祝日の場合は翌日に振替）

毎日泣きながら︑
通っています︒

○5月1日（月）9:00 よりポポロ事務室にて配布開始。お一人様２枚までお配りします。
○座席指定はポポロにお任せください。※先着順で良いお席になるとは限りません。あらかじめご了承ください。
○配布時に、受け取りされる方の氏名・電話番号をご記入いただきます。
※ご記入によって得た個人情報は本演奏会の管理等以外には使用いたしません。
○３歳未満は入場不可。３歳以上は座席が必要です。※お子様連れの場合は周りの方にご配慮ください。
○予定枚数に達し次第配布を終了させていただきます。
○遠方のかたは上記までご連絡ください。
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クッキー 200 円

さつきコンサート

入場無料・全席指定／（要座席指定入場券）
※当日駐車場はございません。
公共交通機関にてご来場ください。
※三原駅よりシャトルバスが運行されます。
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R185
帝
人
通
り

パルディ
東洋 本郷店
製缶

土・日曜日・祝日

陸上自衛隊 中部方面音楽隊

5月27日
（土）
開演 13:00 開場 12:15
三原市芸術文化センター ポポロ
0848-81-0886
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三原市港町 3-3-1
0848-64-3210
11:00〜18:30
日曜日

マックス
バリュー
本郷店

11:00〜14:00
17:00〜21:00

【450 年事業】“いぬ・ねこ” チャリティマルシェ 骨董市・フリーマーケット・キッズワークショップ同時開催
5/7 10:00〜15:00 三原駅前市民広場 090-8983-5264（尾三地区犬猫保護婦人会 吉高）
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喫茶室＆DEL I かねしょう

山陽路

三原市下北方 1-10-1
（国道 2 号線沿い）
0848-86-6446

割引券設置場所:リージョンプラザ、中央公民館、中央図書館、本郷生涯学習センター
大和文化センター、くい文化センター、ポポロ、うきしろロビー他

ペア3組様
プレゼント

185

820 円〜
①10:30 〜 14:00 ②17:00 〜 21:00
※1 日 4h 〜、週 2 日〜 OK！
※土・日勤務出来る方大歓迎！
休日 シフト制
年齢 16 歳〜 50 歳位 男女・経験不問
★学生、
フリーター、既婚者歓迎
待遇 制服貸与
■お気軽にお問い合わせください。
TEL 0848-86-6446（担当：近藤）

5月5日（金・祝）
①１０:0０ ②１3:00 ③１5:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555

12

かねしょうホットドック
550 円

三原警察署

時給
時間

映画「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
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75

ホールスタッフ急募！GWも美味しい焼肉を！

■個人部門 1 人￥500 ■チーム部門 1 組（3 名 1 組）￥500
「おり紙ヒコーキ教室」
屋台コーナー・アトラクションもあります
開催
「JAL お仕事教室」11:00 〜 13:00 〜 現役パイロットが講師
JAL KIDSʼ STUDIO パイロット・CA・整備士の服を着て写真撮ろう
JAL 世界地図的入れボード 的入れボードで遊ぼう
※JAL イベントは入場無料です
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1960

若山組

三原市皆実 3-1-17
0848-62-3007
8:00〜17:00
日曜日

まで丁寧に行わせて頂いております。

求人
募集

父から娘に、その想いは続いている

ので、
まずはご相談ください。

を持ち、同時にビジネス マンとしてのマナーや心遣

vol.63
TAKE FREE

かねしょうだけのおいしさを作り続ける

コップといった陶器製品、その他衣類など、

トであり続けるために、「職人」のこだわりと技術

つないでいくものがあります

みなさまに「また来るね」と言っていただける

タンス・ベッドといった木製品をはじめ、エア

7.解体工事
仕事の質にこだわりを持ち、解体のスペシャリス
三原市芸術文化
センターポポロ
リージョンプラザ

5月号

ご提出します。

なりますので、事前に挨拶に伺います。

家をありがとうございました。

2017

1967

現地確認の結果を踏まえた見積書を作成し、

工事の際には近隣の方へご迷惑をおかけすることに

第10回 おり紙ヒコーキ大会 -GW スペシャル夢飛行 20175月3 日（水・祝）9:30 受付開始
ギネスチャンピオン
三原リージョンプラザ 主・副体育館
0848-64-7555 戸田さんによる

9

28

2.現場の状況・ご要望の確認頼

6.近隣へのご挨拶

【450 年事業】ミハライダーズカップ VOL.5※中面に内容が記載されています。
5/3 9:00〜16:30
三原駅前市民広場
mrc2015@outlook.jp（駅前広場盛り上げ隊）

8

27

お客様に心から
「ありがとう」
と言っていただけるようなプランをスタッフ一同でご提案させていただきます。
1.お客様からご依頼

9.代金のお支払い

7

26

ご計画の段階から親身になってお客様の抱える不安を取り除き、
ご納得の上で業務を行なっていきます。

8.工事完了後のお立会

6

14

ちの方も多いのではないかと思います。

5.役所へ申請

います。家も無駄なスペースが

日和カレンダー

5

13

皆さんは解体業者というとどんなイメージをお持ちでしょうか？

怖い人がいそう…、雑に壊しそう…一旦相談したらしつこく営業されそう…など、
マイナスのイメージをお持

4.ご契約

して本当に良かった！」と思って

2
3

空き家の解体・不用品の回収やります。

ちょこっとお手伝い 1 回きりコース
●お部屋のお掃除コース●水回りのお掃除コース
●お庭のお手入れコース●ちょこっと色々コース

基本
料金

2 時間 7,560 円
スタッフ 1 名

1

お電話かメールでお問い合わせください。

2

決まった日時に女性スタッフがお伺い致します。

3
4

初めての方は
「お試しちょこっとコース」
がオススメです。

作業当日、
作業内容の確認をさせて頂いた後に作業に入ります。

作業中はご不在でも構いませんが、作業終了時間にはお戻り頂きます様、お願いします。

終了後、
作業確認をして頂きお支払いをして頂きます。
T ポイントがご利用出来ます。
T ポイントを付与することも出来ます。

まずはお気軽にお電話ください！
ちょこっとさん直通

080-8239-9432

受 付 時 間 8 : 3 0〜1 7 : 0 0（日・ 祝 除く）

