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土地・建物の売買、仲介、賃貸、建築

株式会社 サカモト（茨城県つくば市）

地元に密着したきめ細かいサービスのできる地場不動産業者とし
て、正確な仕事・問題のスピーディーな処理をモットーにしておりま
す。
http://re-sakamoto.jp/

完全自由設計の家づくり

株式会社 アゲル（茨城県つくば市）

家づくりのことならアゲルホーム
茨城県南エリア年間 300 棟の実績 ! 土地探しから注文住宅の建築
まで家づくりのことは何でもお気軽にご相談ください !
https://www.ager.jp/

美味しい珈琲とマスターの笑顔に会えるお店です

プロカフェ（ProCafe）（茨城県水戸市）

地域最高品質のお肉へのこだわり

ヴァンサンカン米沢店（茨城県水戸市）

茨城を代表する常陸牛をはじめ、黒毛和牛・銘柄豚・鶏が食べ放題！
飲み放題も各種ご用意しております。
https://www.25ans-yonezawa.com/

上質な空間で至福のひとときを

レストラン 一乃房 / ホテルニューつたや （茨城県筑西市）

厳選された食材を使用し、リーズナブルな料金で本格的な和食が
召し上がれます。大切な方とのお食事に落ち着いた雰囲気の中で、
ぜひご堪能下さい。
http://new-tsutaya.com/

いつも笑顔でお出迎え !

有限会社 大盛産業（茨城県下妻市）

住まい探し・土地・家づくりのことなら、気軽にご相談下さい。
http://taisei-s.com/

つくばで生まれ、つくばに根差した工務店

株式会社 カイテキホーム（茨城県つくば市）

カイテキホームが大切にしていることは「全員家づくり」です。
お客様の夢をかなえるためにメンバー全員がお客様を全力でサ
ポートいたします。
https://www.kaitekihome.jp/

お酒に癒されたい ! そんな時は琴キッチン！

琴キッチン（茨城県つくば市）

みんなでワイワイ飲むも良し！
ひとりでしっぽり飲むも良し！
そんな気分のときは、迷わず当店にお越し下さい。
https://643.co.jp/restaurant/

安心の住まい探しをお手伝い！

ピタットハウス研究学園店 / よつば不動産（茨城県つくば市）

ライフスタイルに適応した安心・快適な住まいをご提案します。売
買も賃貸も不動産のことなら『ピタットハウス研究学園店』にお任
せください。
https://www.ph-banpaku.com/

こだわりの懐石料理と展望風呂の宿

割烹旅館　かめや（茨城県常陸大宮市）

当館は季節の素材を活かし、手作りにこだわった懐石料理が自慢
の宿です。
静かな和空間でゆっくりとお食事が楽しめます。
https://www.kameya-ryokan.jp/

プロの技術力とノウハウでお客様のお悩みを解決します

おそうじ本舗境坂東店（茨城県古河市）

一般のご家庭はもちろんのこと病院、店舗の定期清掃、新築、リ
フォーム後のクリーニング、アパート・マンション等の空室のお掃除
も承ります。
https://osouji-sakaibandou.com/

朝に目の前の市場で仕入れた旬の食材を新鮮な状態で提供

大洗お魚天国 株式会社（茨城県東茨城郡大洗町）

当店一番人気の「海鮮丼」
冬は名物あんこう鍋！新鮮な地魚類を豪快に使った回転寿司をぜひ
ご賞味ください！
https://www.osakana-tengoku.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。

水戸駅北口より徒歩 2 分！！
世界で最高評価を得たコーヒー豆「カップオブエクセレンス」を気
軽に楽しめます。
https://www.instagram.com/procafe310/
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パーソナルトレーニングジム

ティアの会　　300,000円～

大型冷凍、冷蔵倉庫を完備しております

KSL 低温物流センター（茨城県牛久市）　
阿見アウトレット近く阿見東ＩＣ下りて直ぐの立地条件です。
幅広い商品の保管が可能であり、ぜひお気軽にご連絡ください。
http://www.keiesulogitec.co.jp/

全ての高齢者の方々に寄り添い、充実の日々をサポート

医療法人 雄仁会（茨城県鹿嶋市）　
当法人は、鹿嶋市角折にてサービス付き高齢者向け住宅、特定施
設、在宅療養支援診療所あいクリニックを併設した鹿島灘ヴィルソ
レイユを運営しております。
https://www.yujin.or.jp/

東武日光駅より徒歩 5 分！　

ホテルファミテック 日光駅前（栃木県日光市）　
一人旅や外国人旅行者まで利用できます。
ビジネスマンにも利用が可能で大浴場も日光温泉を導入しておりま
す。
https://www.famitic-nikko.com/

厳選した旬の素材と老舗の技

株式会社 かね喜（茨城県土浦市）　
豊洲市場から仕入れた新鮮な生ネタを基本とし、リーズナブルな価
格で美味しい商品をご提供する寿司店です。
https://sushi-kaneki.co.jp/sushi_bar

焼き芋を中心に、手づくりスイーツが充実！！

焼き芋専門店 芋やす / 株式会社 ROOTS（茨城県土浦市）　
テイクアウトもイートインもどちらもOK！
茨城県産を中心に焼き芋をはじめ、手づくりスイーツも多数ライン
ナップしています。
https://imoyasu.store/

地域に根付いた医療の提供

医療法人社団 三輪会 山手医院（茨城県土浦市）　
地域医療を実践する地元かかりつけ診療所です。
一般診療から専門的治療、人間ドック、各種検査など医療全般の
相談可能です。
http://yamanote-clinic.com/

『ベストな保険』のお手伝いをいたします

サンツクバ 株式会社（茨城県土浦市）

法人・個人問わず、自動車保険・火災保険・傷害保険・生命保険・
その他、保険のことならお気軽にご相談ください。
https://suntsukuba.com/

最期の、ありがとう。

葬儀会館ティア土浦北/株式会社  いっしん（茨城県かすみがうら市）　
参列されたすべての方々がその、最期の想いをしっかり伝えられる
ご葬儀とさせていただくことが、ティアの使命です。
https://www.isshin.gr.jp/

夢のマイホーム実現は「株式会社 ベストホーム」へ

株式会社 ベストホーム（茨城県取手市）　
当社は、より多くの方にマイホームの夢を実現して頂きたいという思
いから、家を単なる商品として提供するのではなく、もっと快適に毎
日を素敵に生活する為の家づくりを目指しています。
http://www.besthome-hujisiro.com/

まるごと助ける工務店

株式会社 すけさん（茨城県行方市）　
家族が思い描くひとつひとつの幸せをまるごとひとつに。
私たちは、人と木がつながるやさしい住まいをめざします。
https://sukesan.homes/

EFFECT で「理想のカラダ」を手に入れる！

E F F E C T / 株式会社 鹿島トラステック（茨城県鹿嶋市）　
ダイエット、筋トレ、肉体改造、ボディーメイクなら鹿嶋市にあるエフェ
クト！専属トレーナーがプライベートジムでマンツーマントレーニング
と食事指導を全面サポートします。
http://www.effect-kashima.com/

Sophisticated and Quality

ヘアサロンBe-Posh/有限会社 ビ－ポッシュ（栃木県小山市）　
丁寧なカウンセリングでお客様の個性を活かしたスタイルを提案。
確かな技術と豊富な経験で髪の悩みを解決。
https://be-posh.com/
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東武日光駅より徒歩 5 分！　

ホテルファミテック 日光駅前（栃木県日光市）　
一人旅や外国人旅行者まで利用できます。
ビジネスマンにも利用が可能で大浴場も日光温泉を導入しておりま
す。
https://www.famitic-nikko.com/

厳選した旬の素材と老舗の技

株式会社 かね喜（茨城県土浦市）　
豊洲市場から仕入れた新鮮な生ネタを基本とし、リーズナブルな価
格で美味しい商品をご提供する寿司店です。
https://sushi-kaneki.co.jp/sushi_bar

焼き芋を中心に、手づくりスイーツが充実！！

焼き芋専門店 芋やす / 株式会社 ROOTS（茨城県土浦市）　
テイクアウトもイートインもどちらもOK！
茨城県産を中心に焼き芋をはじめ、手づくりスイーツも多数ライン
ナップしています。
https://imoyasu.store/

地域に根付いた医療の提供

医療法人社団 三輪会 山手医院（茨城県土浦市）　
地域医療を実践する地元かかりつけ診療所です。
一般診療から専門的治療、人間ドック、各種検査など医療全般の
相談可能です。
http://yamanote-clinic.com/

『ベストな保険』のお手伝いをいたします

サンツクバ 株式会社（茨城県土浦市）

法人・個人問わず、自動車保険・火災保険・傷害保険・生命保険・
その他、保険のことならお気軽にご相談ください。
https://suntsukuba.com/

最期の、ありがとう。

葬儀会館ティア土浦北/株式会社  いっしん（茨城県かすみがうら市）　
参列されたすべての方々がその、最期の想いをしっかり伝えられる
ご葬儀とさせていただくことが、ティアの使命です。
https://www.isshin.gr.jp/

夢のマイホーム実現は「株式会社 ベストホーム」へ

株式会社 ベストホーム（茨城県取手市）　
当社は、より多くの方にマイホームの夢を実現して頂きたいという思
いから、家を単なる商品として提供するのではなく、もっと快適に毎
日を素敵に生活する為の家づくりを目指しています。
http://www.besthome-hujisiro.com/

まるごと助ける工務店

株式会社 すけさん（茨城県行方市）　
家族が思い描くひとつひとつの幸せをまるごとひとつに。
私たちは、人と木がつながるやさしい住まいをめざします。
https://sukesan.homes/

EFFECT で「理想のカラダ」を手に入れる！

E F F E C T / 株式会社 鹿島トラステック（茨城県鹿嶋市）　
ダイエット、筋トレ、肉体改造、ボディーメイクなら鹿嶋市にあるエフェ
クト！専属トレーナーがプライベートジムでマンツーマントレーニング
と食事指導を全面サポートします。
http://www.effect-kashima.com/

Sophisticated and Quality

ヘアサロンBe-Posh/有限会社 ビ－ポッシュ（栃木県小山市）　
丁寧なカウンセリングでお客様の個性を活かしたスタイルを提案。
確かな技術と豊富な経験で髪の悩みを解決。
https://be-posh.com/
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