東郷町施設サービス

明るく︑
楽しく︑
元気よく！

ＴＩＳ ＬＡＢＯでは︑アスリートはも
ちろん︑
一般の会員も募集中︒
本格的なトレーニングを受けたい方は
ぜひ一度体験してみては？
詳しくは︑
ＴＩＳ健康づくり課まで︒

一般の人も専門的なトレーニングと
ボディーメンテナンスが受けられる！

取材した日︑加藤さんは仕事が終わる
とＴＩＳ ＬＡＢＯに向かった︒この施設
の創設者であり︑ヨガインストラクター
でもある健康づくり課ディレクターの後
藤貴子さんの指導によりヨガのレッスン
が始まった︒
今回レッスンを受けるのは脱力を目的
としたヨガのポーズ
﹁シャヴァ・アーサナ﹂
︒
ヨガの姿勢をとり︑抱き枕のような大き
なクッションを抱えると︑体が脱力しリ
ラックスできる︒
加藤さんもヨガの姿勢
をとると一気にリラックスした表情に︒
こんな本格的なヨガが東郷町で受けら
れるのは驚きだ︒

座るだけのヨガでリラックス

あまり知られていないことだが︑
ＴＩＳ
は東郷町の施設管理の他に︑名古屋市名
東区︑西区
︵枇杷島︶
︑大治町︑碧南市など
町外の様々な施設のプロデュースも行っ
ている︒
加藤さんは︑そうした施設へインスト
ラクターやアシスタントとして出向く
ことも多いそうだ︒
これからも︑この地域が元気になるよ
うに活躍してもらいたいものだ︒

町外の施設でも指導

ＴＩＳのモットーは
﹁明るく︑楽しく︑
元気よく！﹂
︒
加藤さんもこのモットー
が気に入っていて︑いつも笑顔を心がけ
ているそうだ︒
加藤さんにお話を聞くと﹁お客様が元
気になろうとしているのにスタッフが
元気がないと申し訳ない︒
だからいつも
笑顔で対応することを心がけていま
す︒
﹂
と爽やかな笑顔で答えてくれた︒
実際に施設を利用していない私も話を
聞いただけでなんだか元気になってきた！

２月にオープンしたＴＩＳの最新施設
ＴＩＳ ＬＡＢＯ
︵ティスラボ︶
は︑会員制
のパーソナルジムで︑世界大会やオリン
ピック︑パラリンピックを目指すアス
リートがコーチとともにトレーニングで
きる環境を提供してくれる︒
順天堂大学との連携で︑
ＪＯＣからも
支援要請が来るほど全国的にも有名なＴ
ＩＳならではの施設︒
ＴＩＳのスタッフは︑研修も兼ねてこ
の施設でマッサージ︑鍼︑ヨガなどのサー
ビスを受けているそうだ︒

令和２年２月オープンした
パーソナルトレーニングジム
ＴＩＳ ＬＡＢＯ︵ティスラボ︶

加藤さんは東郷町在住の 歳︒
大学で
は
﹁スポーツ健康科学﹂
を専攻し︑教職を
目指していたが︑大学１年生からアルバ
イトとして関わっていたＴＩＳの仕事
が続けたくて︑大学卒業と同時にＴＩＳ
に入社したそうだ︒
高校まではバスケットボール部︑大学で
はフットサル部で活躍したスポーツマンだ︒

学生アルバイトから就職

ＴＩＳは東郷町の第３セクターとし
て︑公共施設の管理運営を行っている︒
いこまい館１階にあるトレーニングジム
もその１つ︒
取材に行ったのはまだコロ
ナウイルスの影響で閉館になる前の２月
下旬︒
平日にも関わらず 人を超える老
若男女で賑わっていた︒
受付では︑スタッフ
が忙しく会員の対応をしている︒
その中でひときわ輝く笑顔で対応して
いる女性がいた︒
加藤彩花︵かとうさいか︶
さんだ︒
１００
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施設運営事業と運営施設に付帯する飲食・物販などのサービス事業をトータルにプロ
デュース。
特に健康事業は、順天堂大学との連携によって国の事業である JOC への参加、国
からの受賞や認定及び様々な講演依頼、オリジナル体操のプロデュースなどで活躍してい
る東郷町を代表する会社。
2020 年 2 月に TIS がオープンした会員制のパーソナル
トレーニングジム。
一般の方からトップアスリートまでヨガ、マッサージ、ト
レーニング指導などが受けられる施設。

東郷町施設サービス PR 動画

https://www.youtube.com/watch?v=R80eCfMY7sU

平日 10:00〜18:00

〒470-0162 東郷町春木山崎 887 番地 5
東郷町春木山崎 887番地5

東郷町施設サービス株式会社
インストラクター 加藤 彩花さん

ヨガやコンディショニングの指導を受ける

0561-37-1900
東郷町施設サービス
株式会社
0561-37-1900
TIS LABO（ティスラボ）

あの人 の ONと

OFF

東郷人
クローズ
アップ

SHOP DATA
SHOP DATA

◆TIS LABO PRICE LIST
（抜粋）
会員登録料：￥2,000 入会金・年会費無料
TIS 一般会員
・60 分 ￥1,000
・オプション：トレーナー指導／低酸素ルーム
TIS EXCEED トレーナー／パーソナル会員
・ 60 分 ￥5,000
TIS 契約トレーナー／パーソナル会員
・60 分 ￥5,000〜
スポーツマッサージ会員
・30 分 ￥3,000〜／ 60 分 ￥6,000〜
・オプション：鍼灸
（マッサージ時間内に含む）

「東郷人」クローズアップ
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makes lif オフは TIS LABO（ティスラボ）で

明るく、楽しく、元気よく！
スタッフが元気でなくっちゃ！

いつも笑顔を絶やさない TIS のスタッフとともに

理想の空間を創る空間デザイナー

個人・オフィスの内装リフォームと
家具の修理
代表の橋倉さんは 歳で起業︒
現在 歳だがリフォームに関して
はベテランだ︒
内装リフォームの仕
事の傍ら︑高い技術を生かした家
具・建材のリペアも手がける︒
建材のリペアとは︑
大手メーカー
が新築住宅の引き渡し前に︑細か
な 傷を 修 理し ︑完 成 度を 上 げる
仕事だ︒

リフォームだけでなく︑ダイノッ
クシートという業務用のシートを
使って︑家具やドアを新品のように
蘇らせてくれるそうだ︒
品質は大
手メーカーが認める高さ︒
古くなっ
た家具やドアが気になっている方
は一度相談してみては？

リフォームはもちろん︑
気になっている家具の補修も
引き受けてくれる
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東郷町を代表するリノベーション・
リフォーム会社

一級建築士事務所として安全設
計︑自社職人による安心施工とア
フターサービスにこだわっている︒
新築︑戸建住宅や中古マンションの
リノベーション・リフォーム︑庭や
駐車場等の外構など︑中古物件探
しからリノベーション設計・施工
までワンストップで対応︒

専任のアドバイザーが
住まいの相談に乗ってくれる

アドバイザーが︑リフォーム会社
としての経験と実績を踏まえて︑
住
まいのあらゆる相談に乗ってくれ
る︒
リノベーションの場合は解体し
た家屋の材料をインテリアにして
くれるなど︑きめ細やかな対応が
多くのファンの支持を集めている︒
現在︑新社屋を建設中！さらな
るサービスの充実が可能に！

ジャズが流れる素敵な空間で
じっくり相談できる工務店
事務所は緑が多く︑ジャズが流
れるカフェのような雰囲気︒代表
取 締 役の廣 島さんは元 美 容 師で
センスが抜群︒
そのため︑こちらの
期待を超える提案をしてくれる︒
創 業してから３年 足ら ずの会 社
ながら︑口コミで人気が広がって
いる︒主に戸建ての内装外装フル
リフォーム︑間 取 り 変 更のリノ
ベーションを得意としている︒

住宅も店舗設計もＯＫ！

野球で鍛えた体力とチームワーク
で仕事を進める！
内装リフォーム専門店
代表の伊藤さんは笑顔が爽やか
な若者︒
誠意を持って仕事をしてく
れることで︑創業１年目ながら︑お
客様に可愛がられ業績は順調︒
内装・クロス・水回りの相談に
親切に乗ってくれる

施工前

施工後
施工後

入り口枠のキズ補修

施工前

上がり框のキズ補修

作業場も驚くほどキレイ！

水回り工事

洗面
浴室
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今は大手住宅メーカーからの注
文が多いが︑
東郷町の皆さんのお役
に立ちたいと願っていて︑個人宅の
リフォームをリーズナブルな価格
で提供することで︑地域貢献したい
と話す︒
営業のモットーは
﹁礼儀正しさ﹂
︒
この仕事は︑お宅にお邪魔するし︑
ご近所にも迷惑をおかけするので︑
﹁礼儀正しく︑丁寧に対応すること
が︑
とても大切﹂
だという︒

ダイノックシート貼り

施工後

施工後

施工前

施工前
施工後
キッチン

オーダー家具
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トイレ壁張り替え

施工前
施工後

リフォーム
（全改修）

対面型キッチンへの交換

東郷町春木新池3922番地827
0561-42-6512
9:00〜17:00
定休日 土・日曜日
http://www.hashikura.co.jp/

施工前

細かいところまで丁寧に

個 人の住 宅から︑美 容 院︑カ
フェ︑店舗など︑とにかく何度も
打ち合わせをして︑お客様の要望
を 聞いた 上で提 案 をするスタイ
ル︒理想の空間を作りたいなら是
非相談してみてほしい︒

リフォーム／
クロス張り替え／内装工事

クロス貼り

東郷町兵庫 1-2-13
090-4406-1942（伊藤勇希）
LINE ID h0522yuki
9:00〜17:00
定休日 土・日曜日

リフォーム／建材リペア／
ハウスクリーニング

美しい商談スペース
トイレ
キッチン
リビング
きめ細かくご要望にお応えします

施工事例
モダンな外観のオフィス兼作業場

施工事例
ベテランの職人の腕が光ります

きめ細やかな対応
家具の補修も！
高い技術！！
創業 1 年目！代表は 22 歳！！
熟練の職人がバックアップ！
礼儀正しく丁寧な対応

オーダーキッチン
店舗設計・施工

ハシクラ.株式会社

東郷町 de
新築
リフォーム

ワーリッチ

新築住宅
現在、
新社屋建設中！

マンションリノベーション

住宅リフォーム

リフォーム、
建材リペアのことなら何でもご相談ください
クロス張替えなどのリフォームを承ります

新築／リフォーム／
リノベーション／外構

家具のリペアとリフォーム
ていねいな仕事でファンが急増中！
大手住宅メーカーに信頼される
リフォーム・内装工事会社
東郷町 de
新築
リフォーム

株式会社 末廣

オフィスリノベーション

この白い看板が目印

住工房 株式会社

SUEHIRO CO.,LTD

戸建て住宅リノベーション

東郷町春木瀬戸田 41-1
0561-38-7567
9:00〜18:00
定休日 日曜日
https://www.jyu-kobo.co.jp/
東郷町和合林清池 103-1
0561-57-6736
9:00〜21:00
定休日 日曜日
URL：https://suehiro.life/

一級建築士の安全設計
自社職人の安心施工
こだわりのアフターサービス
おしゃれ！
口コミで人気！
期待を超える理想の空間

施工事例
地域のおしゃれなショップ情報も

施工事例
オフィス入口

アドバイザーがあなたの夢を叶えます
センスのいい内装リフォームを提案し施工します

名古屋・日進・みよし・東郷で24 年
東郷町 de リフォーム・リノベーション・新築
新築
リフォーム
東郷町 de
新築
リフォーム

日当たりの良いショールーム
水回りのリフォームも
クロス工事

リフォーム／リノベーション／
プランニング

東郷町de新築・
リフォーム特集！
東郷町de新築・
リフォーム特集！

アーリーアメリカンテイストの
本格的なハンバーガー

東郷町商工会からのお知らせ

マグネットダイナー

商工会のおしごとレポート

高章食品株式会社

東郷町春木下正葉廻間46番
0561- 3 9 -3 4 1 9

ユニークで
ボリューム満点のメニュー

アメリカンダイナー

東郷町和合牛廻間 231-1
0561-39-3770
水〜土 11:00〜15:00
（L.O.14:30）
17:00〜22:00
（L.O.21:30）
日 11:00〜15:00
（L.O.14:30）
17:00〜20:00
（L.O.19:30）
定休日 月・火曜日

「持続化補助金」
平成２６年度からスタートした持続化補助金はすでに６年を経過し、
業界ではいわゆる“定番”の補助金です。東郷町商工会はこれまで４９件を
申請し、
２９件が採択されました。
（採択率は約60％）
今回はその中で、最多４度！の採択数を誇る高章(たかあき)食品株式会社
さんの取り組みを紹介します。

オリジナルメニュー
「SAMURAI」

！

ります 映えするお店！
あ
も
に
郷町
ンスタ

東

イ

店内のアメリカンなアイテム

「世界一美味しい」
コーラ
と言われるイギリス発
キュリオスティーコーラ

photogenic
spot

vol.1

deTOGO インスタ映え大賞
本格コーヒーと和スイーツ
大人のくつろぎ空間

珈琲館 さらさ

ネットショップもあります♪
https://konnyakumarche.stores.jp/

珈琲専門店

「乾燥ちぢみ®こんにゃく」
を手にする太田社長

東郷町春木太子 36-2
0561-38-1498
7:00〜17:30
（L.O.17:30）
定休日 月・火曜日
営業時間・定休日は変更となる
場合がございますので、
ご来店前に
店舗にご確認ください。

帯のディスプレーは季節ごとで変わる

photogenic
spot

無垢材を使った広い店内は
ゆったりと過ごせる癒しの空間

ウッディーな空間

サラリーマンだったご主人が知
り合いの喫茶店で修行して 年前
に開いたお店︒
﹁大工さんとよく相
談した︒
﹂という店内は高い天井に
大きな 梁が特 徴の落ち 着いた空
間︒
大きな窓から日本庭園が見え
ます︒

こだわりのコーヒー
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ふんわり泡の
カフェオレ

太田社長のお話
「持続化補助金は、
ワンポイント的に使えるので扱いやすい。海外
向け製品の開発やパッケージ作り、展示会への出展費用について補
助金を活用することができ、売上拡大に繋がっている。
採択率ＵＰのポイントは、
ずばりストーリー性！読む人が納得でき
る計画をできる限り、わかりやすく訴えること。
あと、普段ではやらな
いことをあえてやってみるのもいいと思う。新たな取り組みをしてい
かなければ厳しい時代。補助金を活用してチャレンジしていきたい。」

コーヒーと
﹁和スイーツ﹂
で
アフタヌーンティーはいかが？

「乾燥ちぢみ®こんにゃく」

特徴的なメニューは
﹁ぜんざい﹂
や
﹁お抹茶﹂﹁甘酒﹂
︒
他の喫茶店では
なかなか味わえません︒
器はご主人が色々なところへ買
いに行って集めたもので︑どれも温
かみと優しさがある上品なものば
かり︒
午後のひと時を過ごすには最適
の空間かも︒

季節ごとに変わる
ディスプレーとお花
女性のティータイムに最適！

和風の広い庭が季節ごとの顔でお出迎え

7
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赤基調とグリーン基調の対照的な 2 つの空間が楽しめる

本社
〒470-0162

50年間「こんにゃく」
を製造・販売する高章食品
高章食品さんは、
５０年にわたり日本の伝統食材「こんにゃく」を製造・
販売する会社。本社を東郷町、工場をみよし市に構え、約１５０種類もの
こんにゃく製品を作っています。
そんな中、数年前より社長の太田さんが熱心に取り組んでいるのが、
自社独自のオリジナル製法でつくりあげた「乾燥ちぢみ®こんにゃく」。低カ
ロリー食材であるこんにゃくは、国内はもとより、健康志向の強い海外でも
その需要が高まってきています。
その点に目をつけた太田社長は、軽くて保
存期間が長く、調理のレパートリーも豊富な
「乾燥ちぢみ®こんにゃく」
を軸
に、販路拡大（売上拡大）
を図る計画を思いつき、補助金を活用したいと商
工会へ相談。製品パッケージ開発や展示会出展の取り組みについて持続
化補助金を受けて実施してきました。
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建 築 資 材はアメリカから 調 達！
アーリーアメリカンスタイルを
忠実に再現！

こんにゃくマルシェ

アメリカンな建物はもちろん全てが
「インスタ映えスポット」

東郷町の
﹁インスタ映えスポット﹂
といえば︑何と言ってもマグネット
ダイナーさんです︒
店内は本場のア
メリカンダイナーを忠実に再現し
たおしゃれな店舗︒
住宅街に突如現れる巨大な白い
建物に目を奪われます︒
お店に入
るとアメリカンなアイテムが所狭
しと並び映画の世界に迷い込んだ
よう︒

様々な形で企業をサポートしている、商工会。今回は、気になる
「補助金」
のお話です。
中小企業の「売上ＵＰと補助金」
経営者にとって
「売上」はとっても気になるもの。特に小さな企業は、経営資源（ひと、
も
の、
カネ、最近は情報も）が限られていて、チャンスやアイデアがあっても、なかなか一歩
が踏み出せないことも多いです。そんな時、経営者の背中を押してくれるのが、国からも
らえる
「補助金」。特に小さな規模の事業者に特化した「小規模事業者持続化補助金（
以下、持続化補助金）」
は商工会が申請窓口となり、企業をサポートしているのです。

納豆入りハンバーガー
︵サムライ︶

Q.
Q . 商工会って、いったい何をしているところなの？
A. 企業を様々な形でサポートしています！
A.

自 慢の ビ ー フ ％のハンバー
ガーはどれも絶品︒
新発売オリジ
ナルメニュー
﹁
﹂は
納 豆の 入った 新 感 覚のハンバー
ガーでリピーターが多いとのこと︒
東郷町でぜひ一度は行ってみたい
お店です︒

白と黒のタイルと赤い椅子が
まさにアメリカンダイナー

本格的な日本庭園
アンティークな
「和」
のアイテムがいっぱい

酒屋さんから酒粕を取り寄せて作る甘酒
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東郷町商工会からのお知らせ

大輝地所は
売りたい方 買いたい方 の
笑顔を大切にします
お電話お待ちしてます

WANI WANI

アパレルショップ
所在地 東郷町白鳥２丁目１−４
TEL
090-6338-8282
営業時間 11：00〜19：00
定休日 木・日曜日

大輝地所
所在地
TEL

商工会は、お店への支援を通してまちづくりに貢献しています！
Daiki Land
Planning

東郷町御岳2丁目17番地の2
FAX
0561-38-6774
0561-38-6802
愛知県知事（7）第16311号

商店主や経営者の皆様をサポートします！

商工会は下記のような業務で商店主や経営者をサポートしています。
◇ 経営全般にまつわるご相談
◇ 国・県・町の補助金のご相談
◇ 社長や社員さんの年金・保険・退職金などのご相談

起業家を支援します！

商工会は起業を目指す方を支援しています。
◇ 起業にまつわる手続きや経営のご相談
◇ 各種セミナー

イベントや地域のお店の情報を発信します！

商工会は地域を活性化するイベントや情報発信を行っています。
◇ 産業まつり、
異業種交流会、各種セミナーの開催
◇ 商工会会員企業や地元特産品の紹介

㈱リフォ
所在地
TEL
営業時間
HP

みよし市三好町西荒田４６
0120-21-5999
10:00〜18:00（水・木定休）
http://www.rifo.co.jp

クイズde
プレゼント

お気軽に商工会にご相談ください。

☎ 0561-38-0821

新生活に♫ 「FAX 付き電話」を 1 名様に！

Q.今月の
「東郷人クローズアップ」
に紹介された東郷町施設サービスのジムがある東郷町の施設名は？

ヒント：2〜3 ページ

▶今回のプレゼント
正解者の中から、株式会社石川屋様提供「FAX付き電話」を1名様にプレゼントいたします。

㈱東海トラベル
所在地
TEL
営業時間
MAIL

名古屋市中区錦1-5-11 伊藤忠ビル4F
FAX
052-855-4761
050-589-7001
月〜金 9:00〜18:00 定休日 土・日・祝日
hamamatsu@tokaitravel.co.jp

相羽ばね工業㈱
所在地
TEL
FAX
MAIL

四季食鮮 魚よし

東郷町大字春木字中ノ杁773
0561-39-1221
0561-39-1802
aiba̲spring@me.ccnw.ne.jp

所在地
TEL
営業時間
HP

東郷町春木白土2-101
定休日 月曜
052-801-6229
11:30-14:30（LO 14:00）17:00-21:30（LO 21:00）
http://togo-uoyoshi.com/index.html
塗り替えとリフォーム
地元で愛されて50年

理想の空間を作る
空間デザイナー

オカ塗 装 店
大宴会場有り！
（６８名様）

㈱レストラン東郷
所在地

TEL 0561-57-6736

TEL
営業時間
HP

東郷町大字春木字新池140
定休日 毎月第２火曜日
0561-38-1375
11：00〜22：00（オーダーストップ 21：30）
http://www.re-togo.com

オカ塗装店
所在地
TEL
MAIL
HP

東郷町春木白土1-892
FAX
0561-39-2633
0561-38-4449
okayoshi@d2.dion.ne.jp
http://okapaint.com

▶締め切り

2020年 5月 29日（金）必着

▶応募方法
ハガキ・FAX・e-mail のいずれかで｢今号のクイズの答え｣・｢氏名｣・
「住所」
・｢電話番号｣
を必ず明記の上、ご応募下さい。
☆e-mail の場合は必ず件名に『プレゼントコーナー』と入れて下さい。
※皆様からお寄せ頂いた個人情報は、プレゼント発送に使用するほか個人情報を含まない統
計的な資料作成に利用します。当選の発表はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。
▶応募先住所
東郷町商工会 広報委員会
〒470-0162
愛知県愛知郡東郷町大字春木申下 1337-1
TEL 0561-38-0821 FAX 0561-39-3115

所在地
TEL
FAX

東郷町大字和合字林清池85-3
0561-39-0233
0561-39-0299

㈱東郷建設

愛知県中小企業共済(協)
所在地
TEL
HP

所在地

名古屋市中村区名駅4-4-38ウインクあいち16階
FAX
052-587-2225
052-581-1180
https://www.ack-kyosai.or.jp

勝 手に

TEL
MAIL
HP

東郷町諸輪富士塚181-33
FAX
00561-39-1752
0561-39-1753
info@togo-k.com
http://togo-k.com

人の店

普及委員
会

所在地
TEL
FAX
MAIL
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東郷町諸輪北木戸西48-1
0561-39-2643
0561-39-1128
tokan@eos.ocn.ne.jp

の

オススメ！

大谷 商店 で検索！

2 年目となりました東郷町商工会広報誌 deTOGO。制作する広報委員会では、１年目の経
験を踏まえて、もっともっと多くの方に読んでほしい、手に取ってほしいという思いで、幾
度となく会議を重ねてまいりました。いろいろな意見が交わされる中で、
「子育て世代」、
「東
郷町で活躍する女性」、「商工会ならではの視点」というキーワードをテーマに２０２０年の
deTOGO を発行していくことに決まりました。どうぞご期待ください！
第１回目の春号は、子育て世代だけでなく健康志向の方にも、欠かせない存在の「東郷町
イーストプラザいこまい館」の素敵なインストラクターの皆さまにお話を伺いました。いこ
まい館は健康づくりへの取り組みで全国的に有名な施設、ここ
もまた東郷町の魅力のひとつではないでしょうか。
また、春の新生活を応援ということで、東郷町の素敵なリ
フォーム企業とインテリアの参考になるようなおしゃれなお店
も紹介しています。
ぜひ、足を運んでみてください。

deTOGO は SNS で情報発信をしております。
まだまだ投稿数は少ないですが、応援してください。
よろしければ「いいね！」をお願いいたします。

東名税理士法人
所在地

有限会社

deTOGO 配布協力店

facebook・instagram・Twitter で情報発信中です！
「いいね！」をお願いします

日巧造園

東三管工㈱

TEL
FAX

東郷町和合前田155コンフォール和合101号
0561-37-2020
0561-37-2120

TEL
&
FAX

▶応募先フォーム
http://www.shoukoukai.jp/

編集後記

㈲磯村新聞店

今回の
プレゼント♪

お問い合わせは東郷町商工会まで

☎0561-38-0821

deTOGO は東郷町役場、いこまい館の
ほか、下記の東郷町の商工会加盟店店舗
で配布しています。
《主な協力店（順不同）
》
東郷町施設サービス㈱／マグネットダ
イナー／焼肉ホルモン東郷／㈱レスト
ラン東郷／㈱東郷スズキ／魚よし／豊
田信用金庫東郷支店／プリントラボ
スッテ／ WANIWANI ／碧海信用金庫
東郷支店／瀬戸信用金庫東郷支店／岡
崎信用金庫東郷支店／名古屋銀行東郷
支店／ＪＡあいち尾東農協東郷支店／
ＪＡあいち尾東農協諸輪支店／ＪＡあ
いち尾東農協春木支店／町民会館／パ
レマルシェ東郷店／マザーハーツ

所在地：東郷町春木申下 1337-1
受付時間：平日 08:30 〜 17:15（土・日・祝・年末年始除く）
メールでのお問い合わせは東郷町商工会ホームページからどうぞ
http://www.shoukoukai.jp/
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東郷
（株）左官 巧汢（たくと）
所在地
TEL
MAIL
HP

東郷町春木坂上12-2
FAX
080-5293-6997
0561-38-0417
takuto@song.ocn.ne.jp
http://tact-sakan.com

スズキ車販売・板金塗装・車検・リコール車対応はお任せください！
所在地
TEL
営業時間
HP

東郷町春木上正葉廻間3828-5
FAX
0561-37-0080
0561-41-8440
平日・土曜 9：30〜19：00／日曜・祝日 10：00〜18：00
http://www.togosuzuki.jp

㈲コジマ科学

㈱春木水道
所在地
TEL
FAX

所在地

東郷町兵庫2-7-10
0561-39-1503
0561-38-6986

TEL
MAIL
HP

分析機器販売

東郷町涼松1-6-4
FAX
052-807-2110
052-807-2101
kojima@kojimakagaku.co.jp
http://kojimakagaku.co.jp

土木・外構・不動産のことなら

エスケー工業㈱
所在地
TEL

力を動きに、動きを力へと変える「ばね」

HP

東郷町諸輪狐坂99-1
FAX
0561-39-1937
http://sk-kk.jp

所在地

0561-39-1991

TEL
HP

“鋭く” “大胆に” “細やかに”「ばね」は、その動きの中に無限の可能性を秘めています。

東郷町春木音貝43-5
FAX
052-801-6217
http://taiseigikenn.com

052-803-1061

ひとつの部品から丁寧・高品質に

わたしたい『ばねの東郷』は「ばね」のうちに秘められた力を信じ
常に時代の一歩先を見つめた製品で、豊かな社会を築きます。

『 昨日よりもよい品 』で社 会に奉 仕 する

青山測量設計事務所
所在地

本社・工場
〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池1番地
TEL 0561-38-1111（代） FAX 0561-38-5335

TEL

関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目133-1 ワンライトビル4B
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-15 セントアーバンビル 506号室
広島営業所 〒733-0002 広島市西区楠木町二丁目1-11-104 グレイシア楠木1F

FAX
MAIL

東郷町春木台3-9-27
0561-38-8261
0561-38-8261
s-aoyama@nisshin-survey.co.jp

㈱山田工業所
所在地
TEL
HP

東郷町諸輪北山158-244
FAX
0561-39-0571
0561-38-5635
http://www.yamada-industry.co.jp

全国健康保険協会認証
各種健康診断実施

世界初！木質流動成形

医療法人名翔会

和合セントラルクリニック

弦楽器専用スピーカー

「 Vuillaume hommage」

チヨダ工業株式会社
所在地
TEL
HP

東郷町大字春木岩ケ根１
FAX
0561-38-0005
0561-38-5191
http://www.t-chiyoda.co.jp/

豊田信用金庫 東郷支店
所在地
TEL
HP

「フェニころ」君
東郷町和合前田163-1
FAX
0561-38-1331
0561-38-6308
https://www.toyoshin.co.jp

あなたの街の
でんき屋さん

TEL

有効期限：2020 年 6 月末日
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FAX

東郷町春木音貝43-24
052-801-4422
052-804-7722

健診予約TEL：052-821-0090

営業日 月〜土（金土、婦人科実施）
営業時間 8：30〜12：00 午前のみ
HP：セントラルクリニックグループ（https://www.central-cl.or.jp）

㈲橋本モータース

㈲石田ガラス店
所在地

東郷町春木白土1-1884
TEL：052-805-8000

所在地
TEL
所在地
TEL

東郷町白土1-1334
052-805-3759

FAX

052-805-3743

営業時間
HP

東郷町春木音貝86-2
FAX
052-803-4788
052-806-7131
定休日 日曜日・祝日
8：00〜19：00
http://www.hashimotors.jp
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東郷町商工会 デ・東郷

祝 全国大会出場

vol.5 2020 年４月 10 日発行 発行／東郷町商工会 発行人／石川智久 企画・編集／東郷町商工会広報委員会 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木申下 1337-1 企画協力／株式会社ニューフォース

2020【春号】●広告掲載・取材のお問い合わせ…東郷町商工会 ☎ 0561- 38- 0821 ※本誌は年 4 回発行で、東郷町商工会会員店舗で配布します。※本誌内容の無断転載を禁じます。

㈱石川屋はタグラグビーチーム
日進レッドブラックスを応援しています。
所在地
TEL

東郷町春木姥ヶ根933-1
FAX
0561-38-7063

0561-38-6003

アルミ表面処理（アルマイト）のグローバルメーカー

中部理化 制品（平湖）
有限公司

株式会社中部理化
株式会社中部精工
Chubu Rika(VN)
Co.,LTD.

主要品目

タントアン工場

Chubu Rika
Long Hau(VN)
Co.,LTD.
ロンハウ工場

株式会社中部理化

本社：〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪字北山 80-9
TEL 0561-39-0555 / FAX 0561-38-3188
URL https://chuburika.jp/

Take Free

