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大津北商工会大津北商工会がお届けする、地域のお得情報！がお届けする、地域のお得情報！大津北商工会がお届けする、地域のお得情報！
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（９月３０日まで）

ステキギフト！！秋のキャンペーン実施中！！

木でつくる住まい木でつくる住まい

今今今　　今　　今年 鍋始 ！！

アルプラザ

R161
京都銀行堅田病院

至 大津 至 和邇

京都信用金庫京都信用金庫

至 JR堅田駅至 JR堅田駅

大津市本堅田5丁目21-22
077-572-3536
18：00～深夜：1：00 水曜日定休日

所 在 地
電 話
営業時間

：
：
：

こってり鍋
（ホルモンだれベース）（ホルモンだれベース） （黒毛和牛牛骨•スジスープベース）（黒毛和牛牛骨•スジスープベース）

あっさり鍋

お一人様￥1,480お一人様￥1,480

お野菜•コラーゲンたっぷりのホルモン鍋でお肌ツルツル！お野菜•コラーゲンたっぷりのホルモン鍋でお肌ツルツル！

地元近江牛の牛す
煮込んで味つけをした牛す
地元近江牛の牛す
煮込んで味つけをした牛す
牛の牛すじ•ホルモンの旨味が味わえる丼です。

近江牛の牛すじ•ホルモン丼近江牛の牛すじ•ホルモン丼

￥お一人様 ￥お一人様

￥￥6

第２回滋賀B級グルメバトル初参戦にて６
見事１０位となりました、ありがとうございます。
第２回滋賀B級グルメバトル初参戦にて６
見事１０位となりました
第２回滋賀B級グルメバトル初参戦にて６
見事１０位となりました、ありがとうございます。

特典:チラシ持参、見たよで超炭酸ハイボール１杯プレゼント！

第２回滋賀B級グルメバトル出展メニュー数量限定

バカうま！
やまらん！

9月13日(木）～９月１７日（祝） ５５日間

２８周年セール開催！
期間中ポップカード　５倍ポイント！

スーツオーダー会開催中！

日本製 税込レディース……………

メンズ……………… 税込

29,400
39,900

税込レディース……………

メンズ……………… 税込

29,400
39,900

お買い上げ
の方に
記念品進呈！

お買い上げ
の方に
記念品進呈！

（関西アーバン銀行さんの近くです）

夏の疲れを解消！夏の疲れを解消！夏の疲れを解消！夏の疲れを解消！夏の疲れを解消！
９月に入って疲れやすい、なんとなくだるいといった不調に
悩まされていませんか？
冷房などの冷えが原因で、身体のリズムが乱れているのかも
しれません。整体で心も身体もリフレッシュしましょう！

●整体（５０分）…￥5,250 ●足つぼ（３０分）…￥3,150
…

http://www.iyasakaseitai.com
西アーバン銀行さんの近くで
tp://www.iyasakaseitai.

掃掃除のことなら当社におまかせ！

です）
.com

除除除除除ののののののここここととの とととととととなななならららららら当当当社社社にににおおままかかかかかせせ！な まお
まずはお気軽にご連絡下さい出張見積り無料！出張見積り無料！

●トイレ、風呂、キッチン、窓等のパーツ清掃、床ワックスかけ ●新築•中古住宅の清掃
●店舗の清掃及び定期清掃 ●改築•改築後の清掃 ●マンション、アパートの共有部分の清掃
●高齢者等の在宅清掃 ●瓦の差し替え ●ハチの巣の除去 ●ガレージ等の雑草除去　等々

大津市仰木の里６丁目２－２１
携　　　帯　　　:０９０－９５４２－１９１０
自宅•FAX:077－573－0583

井口　浩和
このチラシ持参で１０％OFF
その他色々特典ございます！！
このチラシ持参で１０％OFF
その他色々特典ございます！！

ハウスクリーニング clean One（クリーン　ワン）

HPアドレス／http：//www.e510.jp/londo/｠ メールアドレス／londo@mbr.nifty.com

住　　所　大津市今堅田２丁目４０－２５
電　　話　０７７－５７３－８０６１
営業時間　１１：００～２０：００
（１１：００前でもご用意できるものもございますのでお声掛けください）

住　　所　

こ
ステキ

年年 鍋鍋鍋始始始始始
p/londo/ メールアドレス／londo@mbr.nifty.com

２５

すのでお声掛けください）

」と
おっしゃってください。
お好きなクッキー３枚プレゼント！
（H24年9月末日まで有効）

」と

お好きなクッキー３枚プレゼント！
（H24年9月末日まで有効）

」と
おっしゃってください。
お好きなクッキー３枚プレゼント！
（H24年9月末日まで有効）

」」

トのトの
ご注文ができます。

トのトの
ご注文ができます。文ができます。文がでご注 でご注文が きますご注文ができます。

           クッキーの店　           クッキーの店　３９３９　３９３９　３９３９　ロンドロンド
N

大
津
本
店

1111111

※お会計時にCN（クラブネッツ）ポイントカード•
   モバイルTカードをご提示ください。
   または、ご利用金額に応じたポイントがたまります。
※サービス券•クレジット類は対象外です。

※お会計時にCN（クラブネッツ）ポイントカード•
   モバイルTカードをご提示ください。
   または、ご利用金額に応じたポイントがたまります。
※サービス券•クレジット類は対象外です。

！！！ ユッケ•牛肉刺身が
食べれるお店です。
ユッケ•牛肉刺身が
食べれるお店です。
ユッケ•牛肉刺身が
食べれるお店です。

：PM5:00～  ラストオーダー:PM10:30　
：毎週火曜日、祝日の場合は営業翌日休業

（生食用食肉取扱施設届出済証の許可があります）

定
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ント！

ワッフルカフェNewOPENワッフルカフェNewOPEN
11:00～15:00 Close

（14:30 ラストオーダー）
11:00～15:00 Close

（14:30 ラストオーダー）
9/209/209/20

炭火焼き肉炭火焼き肉
黒毛和牛専門店黒毛和牛専門店

炭火焼き肉炭火焼き肉
黒毛和牛専門店黒毛和牛専門店



大津北商工会

関 連 施 設
大津市北小松1769-3 TEL：077-596-0710

大津市北比良1204 TEL:077-596-8558

大津市本堅田3-7-14 
TEL:077-572-0425 FAX:077-572-1140　
大津市木戸130-3
TEL:077-592-0076 FAX:077-592-0161

大津市比良げんき村・滋賀県立比良山岳センター

びわこ成蹊スポーツ大学内売店

U R L：http://www.otsukita-sci.com/ 
e-mail：info@otsukita-sci.com

本 所

志 賀
支 所

大平成 ちフリーマーケット出店者募集中！平成 ちフリーマーケット出店者募集中！
まちの活性化を目指して今年度も開催します！ただ今、出店者を募集中です！

平平成平平平成平成 ちちちフフフリーリーリーママママーケーーケーケッッットトトトト出店者募集店出店者募集出店者募集集中中中中中！！
ままちまちまちまちまちまちまちまちまちのののの活の活の活の活性化性化性化性化性化性化性化性化性化性化性化化ををををを目を目を目をを目指し指し指しししししししししし指ししして今て今て今て今て今て今て今て今て今て今て今て今て今今今年年年年度年度年度年度年年年度年度年度年年年 もももも開も開もも開も開も開催し催しししししししししし催し催しし催しししまままままままままま活活性化性化性化化性化性性化まちまちまちまちまちまちまちのののののののの すすすすすすすすすすすすすす！た！た！た！たたたた！た！た！ただ今だ今だ今だ今だ今だ今だ今今だ今今だ今だ今だ今今だ今、、、、、、、出、出、出、出、出、出、、出 者店者店者店者店者店店者店者店者ををを募を募を募を募を募をを募集中集中集中集中集中集中中中中集中中中中中中中ですですですですですですですですですですですですですですす！！！！！！！まちの活性化を目指して今年度も開催します！ただ今、出店者を募集中です！

※募集案内、募集事項、申込書は大津北商工会HPからダウンロードできます。※募集案内、募集事項、申込書は大津北商工会HPからダウンロードできます。

太陽光の時代ですよ！太陽光の時代で よ 工事は地元業者で！工事は地元業者で！
太陽光、オール電化、各種電気工事、
アンテナ、エアコン、インターホン、
LED、パソコン、LAN、火災報知器、
蓄熱暖房

お見積りの方、粗品進呈！見積りの方、粗品進呈！お見積りの方、粗品進呈！お見積りの方、見積りの方、お見積りの方、

皆様にお会い
できるのを
楽しみにしています！

thank
 you!!

皆様から
あたたかい
応援を頂いて
おります。

自転車スクーター販売修理の店

５２０－０２４２　滋賀県大津市本堅田５－７－４
EL　/077-571-6111 オープン/　9時～１9時　
〒５２０－０２４２　滋賀県大津市本堅田５－７－４１
TEL　/077-571-6111 オープン/　9時～１9時　定休日（日）
〒５２０－０２４２　滋賀県大津市本堅田５－７－４１
TEL　/077-571-6111 オープン/　9時～１9時　定休日（日）定休定休休休日日（日）（日）

返町　靖朗

おります

返町靖朗

メールアドレス
ホームページ

第二弾！

HOPポイントHOPポイント

HOPポイント
HOPポイント

だけよ！
だけよ！
だけよ！

期間中期間中５５倍！倍！

５５５
倍！は倍！は倍！は
５５

倍！は倍！は 決算スペシャル！

AL•PLAZA草津：TEL５６６-１１２９
ららぽーと　　守山：TEL５８１-８７３６

９／１４（金）～９／１７（月）迄

AL•PLAZA堅田：TEL５２６-６０１５

迄

メールアドレス
ホーホ ムムペページジ

秋のシューズフェア新製品
多数入荷！
新製品
多数入荷！

合皮婦人靴
牛皮婦人靴

￥1,980～
￥4,980～

￥2,980
婦人合皮
チャッカータイプ

￥7,245
婦人ピンヒール
オープンパンプス

￥10,290
婦人牛皮パンプス

￥8,300
婦人牛皮
カジュアルシューズ

￥6,900
￥10,290の品

KANSAI•JAPAN9/1４～２１日
（マドラス社製）　サイズ25～２７cm
カラー／ブラウン

▶
￥2,980
婦人合皮
チャッカータイプ

￥7,245
婦人ピンヒール
オープンパンプス

￥10,290
婦人牛皮パンプス

￥8,300
婦人牛皮
カジュアルシューズ

￥6,900
￥10,290の品

KANSAI•JAPAN9/1４～２１日
（マドラス社製）　サイズ25～２７cm
カラー／ブラウン

▶

全国にお花が贈れます。

敬老の日Flower Gift 9/17（月•祝日）
秋のお彼岸キャンペーンも秋のお彼岸キャンペーンも秋のお彼岸キャンペーンも

９／１７（月）▶９月２

AL•PLAZA草津：TEL５６６-１１２９
ららぽーと 守山：TEL５８１-８７３６

AL•PLAZA堅田：TELL５５２２６-６０１５

敬

全国にお花が贈れます。

敬老敬敬 の日FlFF owerww GiGG ftff 9/177（77月（（ •祝日）

／／／／１１７７（（（月月月））））▶▶▶９９月月２２

じいじじじじいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいおおおおじおおおおおおおおおおおおおおおじじじじいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいおおおおお いいおおおじじじじじじいいいいいいいいいおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお いいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんんんんんんんんん、、おおばばばばおおばばばばばばあああああああああちちちちちちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんへへへへへへへへへへへへへへへへへへ。。。 てててててててててて気でいいいい気気気気気気気気ででででいいいいいててでででいいいいてて元元気でいてててててておじいちゃん、おばあちゃんへ。元気でいてね！おじいちゃん、おばあちゃんへ。元気でいてね！おじいちゃん、おばあちゃんへ。元気でいてね！ 秋の塗り替えフェア開催中！！秋の塗り替えフェア開催中！！秋の塗り替えフェア開催中！！

http://www.ayuya.co.jp/

１本　税込１，５７５円
（本体価格 1,500 円）

実 来！実実 来来！

　　　　　　（国産栗使用）　　　　　　（国産栗使用）　　　　　　

九月二十二日彼岸の中日
　　～おはぎたずさえ墓参り～

大津市本堅田3 7 14

九月二十二日彼岸の中
～おはぎたずさえ墓参り～

　　　月見だんご
　　～すすき一本添えましょか～

中日
～

　

ご賞味下さい

お買い物は、
「大津北商工会会員証」のあるお店で！
お買い物は、
「大津北商工会会員証」のあるお店で！
お買い物は、
「大津北商工会会員証」のあるお店で！
この札が目印！お買い物は「安心」•「安全」•「信頼」の商工会員のお店で
お楽しみ下さい。
この札が目印！お買い物は「安心」•「安全」•「信頼」
お楽しみ下さい。
この札が目印！お買い物は「安心」•「安全」•「信頼」の商工会員のお店で
お楽しみ下さい。

日　　時：１０月２０日（土）１０時～１５時　※雨天の場合は２１日（日）へ順延
場　　所：堅田旧本町商店街～十六夜公園
参加資格：１８歳以上で当日（又は順延日）に必ず参加できる方

ブ ー ス :１００ブース募集、１ブースの広さ間口2m、奥行1.5m
出 店 料 :１ブース１，５００円（模擬店のみ３，０００円）
                

出 店 品  ：手作り雑貨、日用雑貨、リサイクル品（どなたでも出品可）、
　　　　　農林水産品（大津市北部地域在住の方）、
                商品販売•模擬店（大津市北部地域でご事業を営まれている方）

日　　時：１０月２０日（土）１０時～１５時　※雨天の場合は２１日（日）へ順延
場　　所：堅田旧本町商店街～十六夜公園
参加資格：１８歳以上で当日（又は順延日）に必ず参加できる方

ブ ー ス :１００ブース募集、１ブースの広さ間口2m、奥行1.5m
出 店 料 :１ブース１，５００円（模擬店のみ３，０００円）
                

出 店 品  ：手作り雑貨、日用雑貨、リサイクル品（どなたでも出品可）、
　　　　　農林水産品（大津市北部地域在住の方）、
                商品販売•模擬店（大津市北部地域でご事業を営まれている方）

       出店をご希望の方は実行委員会事務局
（大津北商工会堅田支所内TEL:077-572-0425)
　      までご連絡、お申し込み下さい。

       出店をご希望の方は実行委員会事務局
（大津北商工会堅田支所内TEL:077-572-0425)
　      までご連絡、お申し込み下さい。

       出店をご希望の方は実行委員会事務局
（大津北商工会堅田支所内TEL:077-572-0425)
　      までご連絡、お申し込み下さい。

-0710

58

077-592-0161

岳センター

ta-sci.com/
com

でお店で
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