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土日祭日も営業中！創業 33 年の地元密着工務店！！

有限会社 冨祥工務店（茨城県坂東市）

注文住宅からリフォーム、店舗、社寺まで建築に関することなら何
でもご相談ください。
http://www.tomisyou.com/

筑西市でスズキ株式会社のディーラーをしています

有限会社 谷部自動車（茨城県筑西市）

「お客様に喜んでいただくために」の精神のもと、倫理経営を実践し、
お客様や地域の皆様に貢献できる企業を目指しております。
お気づきの点等はお気軽にお申し出ください。
http://www.arena-chikusei.co.jp/

日立駅前のイタリアン　お気軽にご利用ください

アルフレスコダイニング（茨城県日立市）

全メーカーを取扱うカーショップです

有限会社 オートランド東海（茨城県那珂郡東海村）

新古車販売を中心に、様々な車を常備しております。
レンタカーも対応できますので是非お越し下さい。
https://autoland-tokai.co.jp/

手間ひま惜しまず、妥協しない

株式会社 インディゴデザイン（茨城県水戸市）

「時が経っても価値のある住まいを提案したい」
そんな想いで施主様に向き合い、妥協のない家づくりを行う。
OB 施主宅見学会も随時開催中。
https://indigo-design.co.jp/

こんな時代です、自然エネルギーでご安心を！

株式会社 アクア（茨城県水戸市）

電気は買う時代→作る時代に。
屋根のソーラー、ソーラー付カーポートで効率良く発電し、貯めて
使う、新しい生活様式に！まずはお気軽にご相談を！
https://www.aqua1101.jp/

確かな技術でライフスタイルを提案します

有限会社 エス・プランナー（茨城県水戸市）

創業から 28 年。
多くのお客様の夢づくりのお手伝いをさせて頂きました。
自由な発想で新たなライフスタイルを提供致します。
http://www.s-planner.jp/

換気強化でウィルス、熱中症、ヒューム対策

有限会社 櫻井運輸（茨城県古河市）

当社では、換気扇、送風機、冷風扇の導入で、熱中症、ウィルス、
ヒューム対策の強化をご提案しております。
現地調査、ヒアリングは無料です。お気軽にご相談ください。
https://www.jl-sakurai.com/

心に残る思い出をお届けします

有限会社 プアラニリミテッドカンパニー（茨城県つくば市）

花の繊細な色合いを的確に見抜き、美しさを表現します。
ホテルやレストランでブライダルブーケからトータルコーディネイトを
手掛けるプロがあなたの気持ちを形にします。
http://pualani.jp/

地域に根づく職人仕事と日本の心を守る塗替えリフォーム専門店

株式会社 富士塗装店（茨城県日立市）

ただ安いだけの塗替えリフォームは行いません。
一軒一軒丁寧に、心をこめて塗替えを行っております。
http://www.fujitosoten.co.jp/

働く人に優しく、環境・地域に優しい会社

株式会社 高野高速印刷（茨城県水戸市）

水戸市優良工場認定。
総合印刷、企画・デザイン、大判カラー出力、パネル作成、オン
デマンド印刷など、印刷のことなら弊社にお任せください。
http://www.takano-kousoku.co.jp/

利用者様の「生きがい」に寄り添います

株式会社 SMILE サポート（茨城県ひたちなか市）

「通い」「訪問」「宿泊」の機能を利用して、高齢者が住み慣れた
地域で生活を継続できるよう支援致します。薬剤師や管理栄養士も
おり、お薬や健康の管理、医療機関との連携も行います。
https://www.soleil-pharmacy.com/

会員ひろば

　このコーナーでは、「筑波ふれあい倶楽部」にご入会いただいている会員様の中から、毎月 24 社を順不同でご紹
介させていただいております。このコーナーを通して、約 2,600 名の会員様に、ご紹介企業の概要や一押し商品な
どの情報をお届けすることで、会員様同士の交流やご商談にお役立ていただけましたら幸いでございます。
　なお、各社の製品・サービスなどに関するお問い合わせは、掲載会員様に直接ご連絡いただきますようお願い申
し上げます。

日立駅から徒歩 3 分。
気軽に楽しめるランチから、本格的なコース料理まで、さまざまな
シチュエーションで利用できるイタリアンレストランです。
https://www.alfrescodining.jp/
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理想のお庭づくりをサポートいたします

Li'a Garden〈リア ガーデン〉（茨城県龍ケ崎市）　
新築外構やお庭のリフォームを承っております。
お客様と一緒にご満足いただけるプランを創り上げていきます。
「リアホーム住まいの窓口」では住宅のご相談も承ります。
https://lia-garden.com/

豊かな暮らしを未来へつなぐお手伝い！

日本都市開発株式会社（茨城県つくば市）　
つくばで個人の戸建用地・事業用地の販売を行っております。
土地の特性や周辺環境、地域性など様々な条件からお客様にあっ
たプランをご提案させて頂きます。
https://www.ntkk.jp/

お掃除の品質でハウスクリーニングをお探しの方へ

株式会社 白亞（茨城県土浦市）　
汚れやカビなど、スッキリきれいに、心も体もリフレッシュ！
白亞は創業 40 年、茨城で一番長く活動してまいりました。
優秀なスタッフが一丸となってサービスに取り組みます。
http://www.hakua.co.jp/

女性司法書士ならではの親切、丁寧、きめ細やかな対応

おおつの司法書士事務所（茨城県土浦市）　
不動産の名義変更、登記や相続手続、遺言、成年後見、商業登
記や債権整理等、司法書士業務全般はおおつの司法書士事務所
にお任せください。
https://ohtsuno-office.jp/

お祝い、お悔み、ハワイアンまで！

株式会社 ニッケン（茨城県つくばみらい市）

記念日やお祝い、大事な人へのプレゼントにプリザーブドフラワー
はいかがですか？
定番から、送る方に合わせたオリジナルまで対応いたします！
https://www.butsuryukakononikken.co.jp/

エクステリアのことなら、弊社にお任せ下さい！

I GARGEN（茨城県牛久市）　
テーマは、お客様の想いとアイガーデンの想いを１つにして、愛の
あるお庭をつくること。
お客様が幸せになれるお庭のご提案・ご提供を目指しております。
http://i-garden.net/
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農業は、生命産業

株式会社 agri new winds（茨城県神栖市）　
農業大国茨城の中で神栖市はピーマンの生産が日本一盛んな町。
直売所にて神栖市の特産物・特産品を販売しています。
是非お立ち寄りください！！
http://agri-newwinds.com/

おひとりさまが安心して暮らすために　

特定非営利活動法人 後見人センターとちぎ（栃木県宇都宮市）　
おひとりさまやご家族と疎遠な方のご入院・施設入居の身元保証
引受やサポート、見守り、財産管理、任意後見、旅立ちのお手伝
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人形や提灯、和小物を取扱っています

有限会社 油市（茨城県取手市）　
創業 200 年
季節や節句ごとの各種人形商品・飾り商品・工芸品・小物雑貨を
取り扱っております。
https://abuichi.com/

船造りで培った技術とノウハウが防水・FRP成型に受け継がれています

株式会社 関根造船（茨城県鉾田市）　
FRPは目的にあわせて設計できる複合材です。
1973 年創業以来の伝承は「笑顔を頂ける商品づくり」「こんなもの
を作りたい」とひらめいたらご相談下さい。
http://www.frp-sekine.com/

でっかく、あったかく、鬼怒川の旅

株式会社 ホテルサンシャイン鬼怒川（栃木県日光市）　
関東有数の温泉観光地「鬼怒川温泉」に位置する当館は、四季
移ろう鬼怒川の渓谷を堪能できる眺望、良質な温泉、温かみのあ
るおもてなしが自慢です。
https://www.sunshine-kinugawa.co.jp/

苺、茄子、水稲、大麦を栽培しております

株式会社 新日本農業（栃木県小山市）　
苺の栽培に力を入れております。
スカイベリーは 17 年の歳月をかけ開発した品種であり、大粒で
ジューシーな苺なので是非一度お召し上がり下さい。
https://shinnichinou.co.jp/
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