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【E-mail】mynavi@tatsumi-insatsu.co.jp
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お得な COUPON

ハイクリーン
ハ    イ   ク  リーン

〒369-0104 埼玉県熊谷市胄山42-1
産業廃棄物処理業（埼玉県）許可番号第01104151678号一般廃棄物処理業（各市町村）・非鉄金属

http://www.high-clean.co.jp

0120-23-8190
検 索ハイクリーン  不用品

家電リサイクル 粗大ゴミ 可燃物・不燃物・その他色々

テレビ…1,870円～
洗濯機…2,640円～
冷蔵庫…3,960円～

タンス…3,300円～ 
布  団……550円～
ソファ…2,200円～

テーブル…1,650円～
ベッド……2,200円～ 

その他色々
処分致します。

ゴミ袋45ℓ/
ダンボール1箱あたり
　 ……… 550円～

０円で片づけられる物もたくさんあります。また買取りも致します。

どんなごみでも
片づけます！！
粗大ゴミ 引っ越しゴミ 家庭ゴミ 遺品整理
ゴミ屋敷　リフォーム前・解体前の片付け
店の毎日のゴミ　店じまい　産業廃棄物
企業のゴミ 倉庫の片づけ カーポート 
車庫の撤去　家・物置の解体 木の伐採 
蜂の巣駆除 などなどお任せください！

取引料金 ※当社規定サイズの料金です（サイズにより料金が異なります）
※表記価格は全て税込です　※収集運搬費別途

お見積
無料！

1品からでも対応します！1品からでも対応します！

◆当社は新型コロナウィルス感染症対策に万全を期しております◆

有効期限 2021年11月末日迄
500円引500円引
まいなび
クーポン
持参で

外国腕時計の修理
承ります！！
ロレックス、カルティエ、オメガ等
オーバーホールもお任せください!!
国内メーカーももちろんOK！！

大澤時計店本庄市中央1-7-25
（足利銀行前）
駐車場有（店舗隣）

☎0495-22-4515何でもお気軽にご相談ください♪

電池交換すぐ出来ます！！ 
時計の事なら当店へ！

縁結び
仲人の
結婚相談所

10月30日土・11月7日日
13:00～17:00熊谷

会場 さくらめいと
会議棟・会議室3

行田
会場

11月6日土・11月14日日
13:00～17:00
行田市産業文化会館
第1会議室

初婚初婚 再婚再婚 秘密厳守秘密厳守
ご本人様・親御様もご相談くださいご本人様・親御様もご相談ください

マリートパーズ 検索

お問い合わせは…

熊谷市上之3419

☎048-522-0860

お得なCOUPON

TEL.050-7521-9777
熊谷市筑波1-136　エンドービル401
熊谷さくら整体院

慢性腰痛の
原因を見つけ出し
腰痛を根本改善

しましょう！

完全個室対応

★骨盤ゆがみチェック＆調整
★痛み改善セルフケア

完全予約制

●営9：00～21：00【土・日・祝も営業】

熊谷さくら整体院  エキテン 検 索

熊谷市唯一のKTR協会認定
「慢性腰痛」専門 980円980円9,800円9,800円

まいなびクーポン特典（令和3年10/21まで）
通常
初回

ご来店時

この慢性腰痛とは「一生の付き合い」と
諦めているあなたへ…。

無料
サービス

しょうゆ豆はじめました！！

手づくり味噌の
季節になりました！

店頭・JA直売所にて

・各種みそ（米・麦・豆）
・白みそ
・そばの実みそ

・各種みそ（米・麦・豆）
・白みそ
・そばの実みそ

好評販売中！！好評販売中！！

㈲中沢食品 ☎0495-21-2592本庄市寿3-3-10 

Ⓟ有 
【営業時間】
9：00～16：00 【定休日】土曜・日曜・祝祭日  【休業】年末年始・GW・お盆

11月6日（土）・7日（日）
AM10：00～PM4：00

●“パブリック”と“プライベート”２つの土間
●襖を開けると32帖の開放的なＬＤＫ
●廻れる家事ラク動線
●構造現しの木組の家
●一年を通して温度変化の少ない全館空調
●太陽光発電　7.4kW搭載

●“パブリック”と“プライベート”２つの土間
●襖を開けると32帖の開放的なＬＤＫ
●廻れる家事ラク動線
●構造現しの木組の家
●一年を通して温度変化の少ない全館空調
●太陽光発電　7.4kW搭載

埼玉県深谷市

完成見学会

2つの土間のある家
今回の見学のみどころ

予約締切　11/2(火)
0495-72-0327
詳しくはお問い合わせください

完全予約制

新本庄展示場
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児玉展示場 新本庄展示場

小林建設 検索
■児玉展示場  　埼玉県本庄市児玉町児玉2454-1　Tel.0495-72-0327
■本庄展示場　  埼玉県本庄市小島南2-4-19　　　Tel.0495-23-2232
■新高崎展示場　群馬県高崎市矢中町20-8　　　 　Tel.027-386-5397

https://www.kobaken.info/地域工務店史上初 グッドデザイン賞受賞

2007年度、2013年度のモデルハウスに続き、
『ギャラリーhinosumika（新高崎展示場）』が2017年度
グッドデザイン賞を受賞しました。 ご利用期間 R3.11月末日まで

お会計の際、本券を係員にお渡し下さい。
ご利用期間 R3.11月末日まで
お会計の際、本券を係員にお渡し下さい。
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オートザムさん
●

バーミヤンさん●

●

文化会館

住宅
展示場

●

17

●

かつ太郎さん

☎0495-
25-5115
本庄市朝日町1-11-16
【定休日】火曜日

本庄朝日町店

本庄朝日町店限定

■本券1枚につき
　2名様までご利用可。
■餃子半額券との併用可。
■他の割引券との併用は不可。

■本券1枚につき
　2名様までご利用可。
■餃子半額券との併用可。
■他の割引券との併用は不可。

200円
引
券

石焼らーめん石焼らーめん石焼らーめん

新型コロナウイルス感染症に負けるな！

200円
引
券

石焼らーめん

本庄朝日町店限定

ご利用期間 R3.11月末日まで
お会計の際、本券を係員にお渡し下さい。

ご利用期間 R3.11月末日まで
お会計の際、本券を係員にお渡し下さい。

本庄朝日町店限定 本庄朝日町店限定

■本券1枚につき2名様までご利用可。
■らーめんをご注文の方に限ります。
■冷凍餃子とセットのご利用は不可。
■他の割引券との併用は不可。

■本券1枚につき2名様までご利用可。
■らーめんをご注文の方に限ります。
■冷凍餃子とセットのご利用は不可。
■他の割引券との併用は不可。

半額券
餃子1皿

半額券
餃子1皿

働く場所をお探しの方はお電話ください！

時 給
1,000円～
高校生高校生 960円～

今年もやります！

フェア ま
る
ご
と
豆
腐
の

と
ろ
と
ろ
麻
婆

ラ
イ
ス
と
も

よ
く
合
い
ま
す
！

200円生ビール

各300円

焼豚丼

そぼろ丼

明太高菜丼

HOR
MONE

MAPOTOFU

10月1日リニューアルオープン しました！

期間 R3.11月末日まで

深谷市東方町1-12-8　TEL 048-514-8333

テイクアウト＆出前 始めました

11～14時 13：30
オーダーストップ

キンカ堂の前で
売っていた懐かしい味
キンカ堂の前で

売っていた懐かしい味

フライ焼フライ焼
480円480円

人気
No.1

深谷市東方町にローカルフードのフライ焼店深谷市東方町にローカルフードのフライ焼店

instagram

【深谷市・籠原地区】※一部地域を除きます

昼
17～21時 20：00

オーダーストップ夜
9～20時出前・お持ち帰り

注文受付

お得なCOUPON

後援：深谷市
月2,000円の会費のみで年6回のコンサートが定期的に鑑賞できます。

■お申し込み・お問い合せは■

●入会金／1,000円　●学生／入会金・月会費半額
●月会費／2,000円 （入会時は2ヶ月分の会費）

FAX.048-574-7082
閉局／日曜･祝日･土曜日
開局時間／10:00～18:00

友人・家族・ご近所の方たちをさそって一緒に入会しましょう。

入
会
金
が
半
額
と
な
り
ま
す

会
員
募
集
中
！！

ま
い
な
び
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ポ
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特
典

159回

堀 優衣
コンサート

2022年3/13（日）
ＰＭ2：00

2022年7/10（日）
ＰＭ2：00

158回

161回160回

2022年1/15（土）
ＰＭ2：00

New Spring New Style
～箏、響く春～

2022年5/14（土）
ＰＭ2：00

森田 義史
みんなで作るピアノコンサート

nijion@niji-onkan.com

琉球伝統歌舞集団
琉　神

2021年2021年2021年
11月3日 PM2：00PM2：00PM2：00

会場：深谷市民文化会館大ホール●
●

予定曲目

アメイジンググレイス
翼をください　他

第157回
例会

第157回
例会

Oneness
～私たちは皆つながっている～

見学・体験

随時募集中！

汗を流し、強くなる！
カラダもココロもスカッと

爽快！

キックボクシング

キングビースポーツジム 深谷ジム

体験会実施中！！

深谷市寿町39

詳しくはお問い合わせください 【担当：鈴木】

TEL.048-577-3210

0円0円0円2,000円→
期間中の体験費用

1回分

【実施時間】

平日

土曜

19：00～／20：00～

10月22日(金)
▶11月18日(木)

【期間】

9：00～／10：30～
13：30～／15：30～

鉱物・天然石
標本セット作り
鉱物・天然石
標本セット作り

ブレスレットブレスレット
先着10名様限定先着10名様限定

鉱物・鉱石の桐生

鉱物・鉱石の

桐生
鉱物・鉱石の

桐生

〒369-1241 埼玉県深谷市武蔵野4412-5

国内産鉱物標本や世界の珍しい天然石などの販売

毎月第3日曜は店内商品すべて10％OFF!! お気軽にご来店くださいお気軽にご来店ください

オープン1周年記念

20%OFF!!20%OFF!!
1,000円1,000円1箱1箱

600円600円1本1本

店内全商品店内全商品

イベントセール開催！！

Ⓟあり

TEL 070-8449-7073火曜・第2第4水曜

【開催期間】10/23土～31日の7日間 (火・水曜はお休みです)

10/23土・24日・30土・31日の4日間

他にも天然アクセサリー・ハンドメイド作品・アロマオイル(精油100％)も販売中！

定休日
営業時間 instagram【平日】13：00～17：00／【土日祝】10：30～17：00

購
入
購
入

お電話でのご注文承ります
電話受付 9:00から

☎048-594-6717
【営業時間】10：30～21：00（ラストオーダー20:30） 【不定休】 熊谷市拾六間1000

※配達はしておりません※

お持ち帰り専門の
海鮮丼（イートイン席あり）丼丸岡村屋熊谷籠原店

OPEN!!

受付時間10:00～20:30 本庄市けや木1-20-11

ホームページ

まずは
お電話を♪☎0495-21-8899

8,000円
月謝幼児3才～小・中・高

（1クラス4人まで）

9,500円
大人

（1クラス3人まで）

無料体験受付中!

月謝

お問い合せ・資料請求はＮＯＷ本部☎048-522-8499
または首都圏入学相談室☎050-3600-8466

深谷市上野台483-10 エイトスポット1D

令和3年度

転編入生受付中！！

鹿島学園高等学校通信制 連携

ＮＯＷ高等学院深谷キャンパスＮＯＷ高等学院深谷キャンパス
スイスイ イキイキ

自分流！ カシマの通信

『全日制の鹿島学園が運営』だから安心
高校卒業の資格が取得できる

0120-109-008フリー
ダイヤル

詳しくはお問い合わせください
講師・事務スタッフ募集中！

TEL
090-8340-0990深谷市東大沼308-1 川田ビル2F

卓球、はじめませんか？卓球、はじめませんか？卓球、はじめませんか？卓球、はじめませんか？

はじめ卓球スタジオ

今なら、なんと
他にも、さまざまな内容をご提案しております。お気軽にお問い合せください。

ビジター月会員(個別/教室)
忙しいお客様向けのお得な会員です

●月1回以上のご利用
●平日12：00～16：00
●入会金 なし
●会員料金 2,000円（1回利用につき）

ジュニア教室

●小学生（初心者・初中級者）
●平日17：00～18：30
●入会金　3,000円
●月　謝　6,000円～（月4回）

卓球を通じて挨拶と礼儀を学べます

●休月曜日●営平日 10：00～21：00／土・日 10：00～19：00 はじめ卓球スタジオ 検 索

LINEでご予約▶▶▶

「入会金」無料！

さまざまな
特典あり

のいるお店

 深谷市本住町15-12

☎048-571-7708
〈営業時間〉９：00～19：00 〈定休日〉木曜、祝日

日曜日
営業

深谷駅

深谷
小学校

文化会館
城址公園

●かつや

深谷
市役所
至
高
崎 中

央
通
り

至
熊
谷

唐
沢
川当店

匠抜きとはシミの種類や状態、素材の特性な
どあらゆる角度から分析し、衣類を可能な限
り新品同様に修復させる究極のしみ抜きです。

お得な
ポイントカード
会員

随時受付中

ポイントカード
会員

随時受付中

リフィニッシャー
（匠抜き技術者）

新井悟

直径3cm
1ヶ所
直径3cm
1ヶ所
直径3cm
1ヶ所
直径3cm
1ヶ所

京技術修染会
認定修復師

2,200円+クリーニング代

シミや汚れが付いてあきらめていた服、エリ、ワキが
黄変してしまった衣類など、是非お持ちください。

繊維上の特定のウイルスを
減少させる加工です。 330円1点

クリーニングアライ 検索検索

新井悟のしみ抜き実践ブログで
その腕前と仕上がりを
確かめてください。

インスタ ●

やってます

衿のシミトレンチ
コート

2,200円+クリーニング代

Before

Aｆter

脇の黄ばみ
両脇2,750円+クリーニング代
ブラウス

Before

Aｆter

衣類の「抗ウイルス加工」始めました！！

※全てのウイルスに効果を保証するものではありません。※病気の治療や予防を目的としたものではありません。

衿の黄ばみシャツ

 群馬県邑楽郡千代田町上中森1057-4
TEL.0276-49-5360

テイクワーカーズ株式会社 検索検索

テイクワーカーズ
株式会社

住まいの「安心感」を高める

おまかせください！！

90,750円～90,750円～

セッティング・設定からアフターフォローも万全！

その他、お客様のニーズに合わせた防犯カメラを
ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

防犯カメラ設置

◆狙われにくい

パッケージ内容パッケージ内容 電源工事は不要！！
鮮明に映し出す高画質500万画素！
電源工事は不要！！
鮮明に映し出す高画質500万画素！

電源スイッチ入れるだけ！かんたんセットですぐ映る電源スイッチ入れるだけ！かんたんセットですぐ映る
モニター＆ワイヤレスHDカメラセットモニター＆ワイヤレスHDカメラセット

●バレット型orドーム型カメラ
●本体／NVR-B04(08)-2T
●USB2.0マウス
●CAT5eケーブル20m
●ACアダプタ ※設置環境によって価格は変動いたします。

◆侵入しにくい
◆被害を抑える

取付工賃
別途

38,500円～38,500円～
※設置環境によって価格は変動いたします。

取付工賃
別途

スマホで遠隔操作！！スマホで遠隔操作！！
4台
セット～

女性薬剤師による女性のための漢方相談

※基礎体温をおつけの方は、
ご相談にお越しの際にお持ちください。

相談の多い症状
（令和3年9月度）

43

43
不妊症（男女）不妊研究43年の実績

●完全予約制●

つらい症状でお悩みの方是非一度ご相談ください。まずはお電話でご予約ください。（鍼灸院併設）

HP
更新しました

■臨時休業のお知らせ： 11/2（火）・4（木）は研修の為、お休みとさせて頂きます。

不妊症（男・女）・不育症
皮ふ（アトピー・掌蹠膿疱症）
婦人科（生理痛・更年期障害）
夏疲れ・食欲不振
不安感・不眠

※主に難治性疾患に取り組んでいます。
（潰瘍性大腸炎・リュウマチ・甲状腺
　腫瘍・ぜんそく・皮ふ病・耳なり…他）

〈諦めないで、ご相談ください〉

☎048-525-2281熊谷市銀座2-245 ニットーモール4階
（熊谷駅ニットーモール内）

■埼玉県委託の
　公共職業訓練 ㈱ケントアイ

★募集期間
★訓練期間
★訓練時間
★訓練内容

★受講料

10/14木～10/25月

無料 (テキスト代 15,000円は自己負担)

12/1水～2/28月
10:10～16:45
パソコン基本操作・文書作成・表作成(基礎応用試験対策)
プレゼンテーション(試験対策)・クラウドの基本

（延長募集）10/28木～11/4木
※施設見学随時受付(要予約) ※土日祝は休み定員26人

埼玉県委託訓練[IT基礎(12月)]講座・講座No.51514

深谷市上柴町東4-17-1   TEL.048-575-1281

レーヴ・ド・プルミエール インスタグラム▼

和栗のモンブラン
（小）

583円

ハロウィンギフト各種
ご用意しております
ハロウィンギフト各種
ご用意しております

1,000円～1,000円～

和栗のモンブラン
（5号）

3,823円

アップルパイ（5号）
3,240円

風味豊かなフランス産ＡＯＰバターたっぷりの
自家製パイで焼き上げた、“季節の限定商品”です。

やわらかプリン

497円

ハロウィンふっかちゃん518円

青森県産の甘酸っぱい紅玉と
“AOPバター”を織り込んだ
自家製パイで焼き上げた、アップルパイです★

今年も11月上旬頃から
 始まります！！
今年も11月上旬頃から
 始まります！！

熊谷市

本庄市

本庄市

深谷市

深谷市本庄市深谷市

本庄市

深谷市

熊谷市

深谷市

熊谷市

深谷市

邑楽郡千代田町

熊谷市 深谷市

熊谷市

熊谷市

深谷市

本庄市
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掲載しているイベント情報は変更・延期・中止になる場合がございます。各お問い合わせ先
へご確認の上、ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

深谷宿本舗「ギャラリー」にて ☎048-575-0088
◎11/1(月)「編み物作品展」

【展示者】松村容子【展示内容】デザインにおしゃれ感を心が
けた作品約 60 点を展示販売します。
◎11/3(水・祝)～15(月)「三人展」

【展示者】野辺幸子、角田八重子、加藤初江【展示内容】木の実
のリース、木の実のオブジェ、和小物、着物リメイクなどの作
品約100 点を展示販売します。
◎11/17(水)～29（月）「陶芸グループ展」

【展示者】安部幸雄、芳川澄子、陶弘会【展示内容】陶芸仲間と
陶芸教室の皆さんによる作品約 300 点を展示販売します。

【営業時間】10:00～17:00【定休日】火曜  
【住所】〒366-0825深谷市深谷町9-12

高崎市少年科学館プラネタリウム ☎027-321-0323
◎～11/14（日） 2021年 秋番組

「Feel the Earth ～Music by 葉加瀬太郎～」
【時間】［土・日・祝日］１回目13:30～/2回目
16:00～ ［火～金曜日］14：00～ 

【投影時間】約 40 分 ( 星座解説を含む ) 
【休館日】月曜日 
【観覧料】一般 320 円／ 20 名以上 260 円
※中学生以下、65 歳以上、障害者手帳等を
お持ちの方とその介護者1 名は無料

本庄市武道館 ☎090-3501-1159（塚越まで）

◎秋の防犯講座と合気道・呼吸法 体験会
老若男女どなたでも参加できます。

【日時】土曜日 午前 9:00 ～11:30 ／日
曜日・水曜日 午後 7:00 ～ 9:00

【場所】本庄市武道館
【参加費】大人 300 円・小人100 円

荒川大麻生公園 ☎048-645-0570
◎11/13(土)エコパークボランティア「カワラナデシ
コの種子採取」
荒川大麻生公園には多くの生きも
のが暮らしています。野鳥の集ま
る森、花が咲き虫のすみかとなる
草原、人と自然にやさしい広場、
この豊かな自然を守っていくため
に皆様のお力をお貸しください。
【時間】10：00～12：00 ※荒天中止【内容】春の移植に備
えて秋蒔きの種子を採集します。【対象】高校生以上、保護
者の同伴があれば小中学生も可【参加費】無料【定員】なし
【持ち物】長そで、長ズボン、帽子、飲み物、タオル、軍
手、虫よけ、マスク【申込方法】平日の9～17時に電話申し
込み（前日まで）

◎11/23(火・祝)大麻生自然塾「秋の黄葉探検ウォー
ク」
生きものに詳しいスタッフと共に
荒川大麻生公園を観察しながら歩
きます。季節ごとに出会える様々
な野鳥や昆虫や植物について豊か
な自然の中で学びませんか？【時
間】10：00～12：30 ※雨天中止
【内容】明るい黄葉のトンネルを歩きながら鳥を探します。
【対象】小学生高学年～大人（小学生は保護者同伴）【参加
費】ひとり300円【定員】10名【持ち物】長そで、長ズボ
ン、帽子、飲み物、タオル、観察道具（あれば）、虫よけ、
マスク【申込方法】平日の9～17時に電話で申し込み（先着
順、前日まで）

青淵公園ふれあいの広場 ☎080-5429-9324（尾高まで）

◎毎週月曜開催中 渋沢栄一体操
【内容】渋沢栄一翁の教
えを活かしたリハビリ
体操により、骨格を整
え、足腰を鍛えます。

【 時 間 】 [ 毎 週 月 曜 ]
10:00～11:20(開催中)

【場所】青淵公園ふれあ
いの広場(「中の家」裏手)

【持ち物】飲み物、動きや
すい服装、マスク着用、レジャーシート【定員】なし【参加費】無
料【申し込み】なし。直接会場にお越しください。

熊谷市立文化センタープラネタリウム館  ☎048-525-4554
◎～11/7（日） プラネタリウム一般投影
話題「お隣の天体、月」神話「銀の月のセレネ」
【時間】［火曜～金曜］15:30～［土曜・日曜・祝日］１回目
13:30～/2回目15:30～
◎10月日曜・祝日 プラネタリウム投影おはなし天文館
「月をつかまえるンガポウ ～ミャンマーの伝説」
「おひつじ座の伝説」【時間】［日曜・祝日］10:30～
◎10/23（土）プラネタリウム投影
星空の散歩道「未だ見えるぞ、土星・木星」【時間】17:45～ 
※未就学児の入場はご遠慮ください。【休館日】10/25
（月）※10/26(火)・27(水)は保守点検のため投影はおやす
みです。※電話による予約制です。定員26人。
※入場には一部制限があります。お問い合わせください。

イベント information

そして、バトンは渡された

10月30日（土）公開10月30日（土）公開

Ⓒ 2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

河野亜矢子監　督

川原 礫（「電撃文庫」刊）原作・ストーリー原案

abec原作イラスト・
キャラクターデザイン原案

松岡禎丞、戸松 遥、水瀬いのり声の出演

Ⓒ 2021 日本すみっコぐらし協会映画部

ファンワークスアニメーション制作

大森貴弘監　督

吉田玲子脚　本

サンエックス原　作

井ノ原快彦、本上まなみナレーション

10月29日（金）公開10月29日（金）公開

Ⓒ 2021 映画「そして、バトンは渡された」製作委員会

映画トロピカル～ジュ！プリキュア
雪のプリンセスと奇跡の指輪！

Ⓒ 2021 映画トロピカル～ジュ！プリキュア製作委員会

CUBE
公開中公開中

Ⓒ 2021「CUBE」製作委員会

ロン 僕のポンコツ・ボット

©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

アイの歌声を聴かせて

10月29日（金）公開10月29日（金）公開

Ⓒ 吉浦康裕・BNArts／アイ歌製作委員会

土竜の唄 FINAL
11月19日（金）公開11月19日（金）公開

Ⓒ 2021「土竜の唄」製作委員会 ／ Ⓒ 高橋のぼる・小学館

10月23日（土）公開10月23日（土）公開

公開中公開中

☎048-526-0707

www.aeoncinema.com/
映画情報 2,200円

毎週水曜2人で

※3D 作品は 1 人＋300 円、3Dメガネ代別途。

1,000円

毎日 高校生

※学生証をご提示ください。 ※時間帯無関係
※3D 作品は 1 人＋300 円、3Dメガネ代別途。

ac_kumagaya
おすすめ

11月5日（金）公開11月5日（金）公開

自治体からの要請により、営業時間、上映内容が急遽変更となる場合がございます

新型コロナウイルス感染症
予防対策に関するご案内

▲詳しくはこちらから

イオンシネマは、お客さまが安心して映画をご鑑賞
いただけるよう、座席の間引き販売等、新型コロナ
ウイルス感染拡大予防策を実施しております。今後
もあらゆる観点から感染拡大リスクの低減に努め
てまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお
願い申し上げます。

内
職
者
募
集

㈱オクト
企画

TEL.
048-
577-
4211

！！
手帳の
セット

食品の
袋入

DMなど

〒360-0843
埼玉県熊谷市
三ヶ尻3296

広告掲載
募集中

広告掲載
募集中

は
こ
こ
も
使
え
る
ん
で
す

ま
い
な
び

お問い合わせは

048-
573-
2711
たつみ印刷㈱
まいなび編集部

=

「まいなびクーポン券」は、「まいなび」に掲載されているクーポン利用可能な全店で利用できます。各店の「クーポン特典」をよく
お確かめのうえ、ご利用ください。ご不明な点は各店にお問い合わせください。※切り取ってご持参ください。

2021年11月号（10/22発行）

※各店のクーポン特典・有効期限をご確認のうえご利用ください。
他の割引サービスとの併用不可参加店共通

まいなび  COUPON券
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※各店のクーポン特典・有効期限をご確認のうえご利用ください。
他の割引サービスとの併用不可参加店共通

まいなび  COUPON券

●クーポン特典のご案内●

●超個性的なお店　●私のお勧めのお店
●みんなに知ってもらいたいこと
●おばあちゃんの知恵袋　

【個人情報の取扱い】お預かりした個人情報はプレゼントの抽選および発
送のため利用致します。また、性別年齢等のデータおよびいただいた情報
は個人を特定しないマーケティングデータとして集計し、紙面改善のため
利用致します。

住所・氏名・年齢・性別・ご職業・電話番号をご記入の
上、下記までご郵送またはメールにてご応募ください。

応募方法

郵送先

メール

〒366-0029 埼玉県深谷市上敷免28-2
たつみ印刷（株）まいなび編集部 

「まいなびほっとコーナー係」まで
mynavi@tatsumi-insatsu.co.jp

では、皆さんが持っている
情報を募集しています

など、みんなに広めたい、知ってもらいたい
情報をドシドシお寄せください。
情報が採用された方には、抽選で素敵な
ふっかちゃんグッズをプレゼント致します。

COCO～café
（ココカラカフェ） さま

COCO～caf
é

自慢のパン
ケーキが

人気です！
遠方から

訪れるお客
様も多く、

お食事メニ
ューも

オススメで
す！！

まいなび
ほっと

クチコミ
名店探訪
シリーズ

クチコミ
名店探訪
シリーズ

熊谷市にお住まいの
60代男性読者さま
熊谷市にお住まいの
60代男性読者さま

ということで行って来ました！
木のぬくもりが感じられる素敵な店内には、なんとキャ
ンプの雰囲気を楽しめるテント内の座席などもあり、カ
フェとは思えないオシャレと遊び心が融合した老若男
女がワクワクする空間が広がっています！
同店のおすすめメニューは、深谷市の田中農場の宝玉卵
を使ったこだわりのパンケーキがイチ押し！！種類も豊
富で、オーダーが入ってから一つ一つ丁寧に焼いてい
るふわふわのパンケーキは、卵の濃厚な風味とパン

ケーキのおいし
さをきちんと感じ
られる最高の味
わい♪
パンケーキの他
にも、プリンやシ
フォンケーキなど
のスイーツから

ランチプレートまでビジュア
ルとお腹で味わえるメ
ニューがあり、様々なシチュ
エーションで楽しめること
間違いなし！
ぜひ皆さまもぜひご利用く
ださいませ♪

ココカラカフェ 検 索

COCO～café（ココカラカフェ）
熊谷市広瀬390-8　 Tel.048-598-5136

詳しくは↓

お便りありがとうございました。ごちそうさまです！

10/29金・30土・31日 ハロウィンイベント開催！！

お得な COUPON

関越自動車道「本庄・児玉IC」から約15分
国道17号線四拾坂下交差点前
〒369-0224  埼玉県深谷市西田86
☎048-546-1500（代表）　http://www.bp-okabe.com/

岡部駅北口・寄居駅南口より
無料送迎バス終日運行

Wi-Fi完備 さらに大きく見やすく 
リニューアル！
さらに大きく見やすく 
リニューアル！

一般席大型画面

栗橋駅・南栗橋駅より
無料送迎バス終日運行

〒349-1103　埼玉県久喜市栗橋東6丁目204-17
☎0480-55-1300（代表）
http://www.bp-kurihashi.com/

春日部・さいたまから30分／古河・加須から約15分

Wi-Fi完備

※有効期限：発行日より１カ月

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために
ご来場のお客さまへのお願いご来場のお客さまへのお願いご来場のお客さまへのお願いご来場のお客さまへのお願い

ご来場はマスク着用
手指の消毒を

ご入場時に検温
間隔を保って

飲食による感染対策の徹底
飲食物の持ち込み、レストラン以外での

お食事はご遠慮ください。

※新型コロナウイルスの状況により、
営業時間が変更となる場合がございます。

ボートピア岡部
20周年記念企画開催

Coming Soon!!

広告掲載店

☎048-573-2711たつみ印刷㈱ まいなび編集部
お気軽に

お問い合わせ
ください詳しくは

お店のPR＆求人の
　ことなら

ですよ。
まいなび

11/5（金） 11/19（金）
次回のまいなびは…

本庄版 拡大版

募集中！！

埼北オリコミ 検 索

TEL:0495-22-4935／FAX:0495-21-7862
www.ad-takeuchi.jp

新聞折込チラシ専門店

Saihoku Orikomi EXPRESS

本庄市小島南2-5-11

「納品代行便」
「パレ便」も
やっています

ミシンの調整・修理はお任せくださいミシンの調整・修理はお任せくださいミシンの調整・修理はお任せくださいミシンの調整・修理はお任せください

ご要望に応じて商品のご紹介もいたします。

ジャノメミシン直営熊谷支店

〒360-0042 熊谷市本町1‒114‒1

【営業時間】 9：00～17：00
【定休日】 土・日・祝日

マスク教室・エコバッグ教室開催中。お気軽にお問合せください。
本社お客様相談室 Tel.0120‒026‒557

Tel.048‒523‒0949

★★★★日に日に寒くなってきました。あったか冬物増加中！！★★★★

ちゃくちゃくちゃく
古着大型専門店
ちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃく
古着大型専門店古着大型専門店

※熊谷店・熊谷2号店の両店で有効
※他券・金券併用不可

10％OFF2,200円以上
お買い上げで
（令和3年11/30まで）

このチラシをご持参の方

熊谷2号店 ☎048-501-8418

熊谷市代875-1 1階

17

407
トイザらス

至熊谷 大幡小

湯殿神社
元祖田舎っぺ代（北）

代

熊谷店 ☎048-539-1750
【熊谷店のみ】

【熊谷店限定で取扱いしております。現在も絶賛販売中！！】

家電 家具

無償引き取り始めました

熊谷市村岡775-1

407
17

熊谷南小

荒川

村岡三又
村岡

熊谷駅

【営】11：00～19：00 【定休日】なし ※買取はしておりません。

お友達
募集中

お友達
募集中

入口に消毒液を
完備しておりますびっくり3プライスびっくり3プライス ※下記価格帯の他に、

　一部価格の付いて
　いる商品もございます。

赤ピンのついている商品
上記写真のような赤ピンが
小物、子供衣類についています(　　　　　　　　　　　)

レザージャケット
ダウンジャケット

チェスターコートなど

￥110 ￥220 ￥330

イージーパンツ
ロングスカート
ベビーポンチョ
子供服全般など

ウェディングローズ 深谷

出逢いからご成婚まで
しっかりサポートします！
出逢いからご成婚まで
しっかりサポートします！

結婚相談結婚相談 まずは
ご見学を…

ゲオ

予約優先

お見合い料
無料
秘密厳守

ご本人様の…
父・母様だけの…「幸せ個別無料相談」実施中！！

売上アップや集客のためには、商品をよく魅せることが必須です！
写真撮影にお悩みの方向けにセミナーを行います。
写真のプロが教えるコツをこの機会にお聞きください。

お申込みは入稿フォーム
からお願いします。

たつみ印刷株式会社
セミナー担当　金縄・田島

■お申し込みについてのお問い合わせは

TEL.048-573-2711(代)

もう少し
玄人っぽい写真が

撮りたい

もう少し
玄人っぽい写真が

撮りたい

うまく写真が
撮れない

イメージと違う

うまく写真が
撮れない

イメージと違う

明るさ、照明に
ついてのノウハウを

知りたい

明るさ、照明に
ついてのノウハウを

知りたい

たつみ印刷株式会社 
専属カメラマン

阿久澤  好孝講師

10/29金
2021

15：00～16：00
開催
日時

初心者のための
こんな方におすすめ

一眼レフカメラWebセミナー

参加費無料
参加費無料要事前予約

Zoom開催

参加費無料参加費無料
要事前予約

Zoom開催

撮影の工夫教えます！

撮影の工夫教えます！

After

Before

“上手に撮る”
にはコツがある！

開催前日までに視聴URLをお送りいたします。
seminar@tatsumi-insatsu.co.jp

お申込み
方  法

熊谷市

深谷市

熊谷市 本庄市熊谷市

深谷市

深谷市


