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3,000ポイント
   プレゼント！

利用開始で
コープポイント

コープのLPガスは
安いです。

宮城県内平均価格より10％以上お安くすることが目標。

ガスの切替は
面倒じゃないの？

コープLPガス
新規利用特典 WEBの

お申し込みは
コチラから

受付時間 月～金 9:00～17:30

お電話でのお申込・お問い合わせ先

※コープLPガスをご利用には、
　まず｢みやぎ生協｣にご加入ください。

コープガスセンター 検 索

0120-841-551

コープガスセンター東北

現販売店への
連絡など、私たちが
全て対応します。

まかせて！

さらに

コープLPガス
ご利用金額

300円（税抜）毎に
コープポイントが

1ポイント付与！
※マンション、アパート等は切り替えできません。

蛇田にて全4棟建売住宅分譲中！
見学会も随時受付中です。
詳細は中面をご確認ください。
蛇田駅徒歩13分、通勤や通学、お買い物
など利便性の高い立地で人気のエリア！
お気軽にお問い合わせください。

service
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shop data

きらら住販株式会社
TEL.022-716-4141 仙台市青葉区本町
1-13-32-2F  9:30～19:00年中無休
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地元で見つけよう！私らしく働けるお仕事

求 人特 集求 人特 集
新年度の始まり。新しいことにチャレンジしてみよう！

働くなら自宅から通いやすい方がいい

家事や育児の合間にそろそろ働きたいと思っている

一度定年退職をしたが、また働きたい

1つでも

当てはまっ
たら

CHECK
!

□パートパ
□業務委託委□嘱託社員嘱

□アルバイトア □正社員正

□派遣スタッフ派
□紹介要員紹

□契約社員契

掲載の求人情報は男女を募集対象としていますが、募集条
件として男性・女性を限定しているものは、男女雇用機会
均等法適用除外職種等の募集です。

就業場所における
受動喫煙防止のための
取組について 喫煙可一部喫煙禁煙

賞与年2回
（計4.4ヵ月）

支給！ 転勤
なし!

正社員として安定的に
末永く働けます！

（パート職での採用も可）

施設警備員
出入管理・巡回等
8:00～翌8:00
8:00～19:00
シフト制
女川町

要普通自動車運転免許（AT限定可）
社会保険完備・制服貸与・
通勤手当（駐車場無料）
家族手当・深夜手当・役職手当など
60歳定年（65歳まで再雇用制度あり）
◆賞与年2回　計4.4ヶ月※業績連動
今年度実績106％支給   2年目平均726,000円

経験問いません♪未経験からスタートされた方が多数活躍しています。
●運送業　●販売業　●医療関係  ●教育関係　●ホテル業　etc…〈前職例〉

■募集要項

正 社 員

ALSOK宮城株式会社 〒983-0034
仙台市宮城野区扇町1-8-26

TEL.022-355-2413
myg-saiyo@alsok.co.jp

HPは
こちら

職 種

内 容

時 間

勤 務 地

資 格

待 遇

給 与 月給244,000円～

パート職 時給1,200円

正社員モデル年収（2年目）3,600,000円～
（賞与・所定外30時間/月深夜手当30時間/月含む）

（所定外30時間・
 深夜手当30時間含む）

就業経験年数に応じて優遇いたします！ 

お仕事説明会開催
令和5年5月11日木
ハローワーク石巻 
石巻市泉町4-1-18 3階会議室

①10:00 ②10:30 ③11:00 
④11:30 ⑤13:30 ⑥14:00 
⑦14:30 ⑧15:00

日 時 要予約予約不要 令和5年5月9日火
場 所 ALSOK宮城株式会社 本社

仙台市宮城野区扇町1-8-26

日 時

場 所

時 間
時 間 ①10:00  ②13:30

※前日18:00までにお電話で予約をお願いします。

どんな仕事かな？私にもできるかな？気に
なりますよね。実際の仕事内容、待遇面、福利
厚生などについて詳しく説明します。 

お問い合わせはお電話、メール、HPからどうぞ

※予約は不要です。お好きな時間帯を選んで
　直接お越しください。
※雇用保険受給中の方は就職活動の実績になります。 

説明会に参加しなくてもご応募出来ます。

人と地域を守るかっこいいお仕事。 
 「異常なし！」で一緒に大切な日 を々支えませんか？

日給 円～ 円～

内容

資格

時間

給与

休日

待遇

工事現場やイベント会場での交通誘導

18歳以上・原付免許・普通免許あれば尚可

8:00～17:00(実働8h)

研修3日間(20h)で21,300円

日曜・他(相談の上決定)

社会保険完備・昇給有・直行直帰可
交通費支給(規定内)・資格取得費用会社負担
定年制(65歳)再雇用有(日給7500円～)

仙台市及び近郊・多賀城市・塩釜市・石巻市・東松島市・七ヶ浜町など勤務地

Work to 
protect people's 
               safety

サンライズ警備保障株式会社
石巻市松並1-8-1

まずはお気軽に
お電話ください♪

の仕事

[JR石巻線 鹿又駅より徒歩20分]

株式会社アイセイオート
石巻市鹿又字町浦100-1

担当／相澤0225-92-8377

自動車整備全般

創業から50年以上に渡り、

石巻地域に根ざしている会社です！

①月給271,100円～  ②月給200,000円～

①自動車整備C

②自動車の鈑金・塗装C

内容

資格

時間

休日

待遇

応募

①自動車整備全般(中古車整備、車検、納車

お客様対応、引き取り、各種点検・修理等)

②自動車の鈑金・塗装

59歳以下(定年を上限)

①二級自動車整備士、自動車検査員 尚可

①②普通自動車免許(AT限定不可)必須

8:30～17:30(時間外月平均25時間)

日祝その他(週休2日制)

社保完備、昇給あり、通勤手当11,300円まで、

車通勤可、家族手当5,000円～、賞与(昨年度

年2回実績)、退職制度あり、試用期間3ヶ月

(日給7,000円～＋通勤手当)、委細面談

まずはお気軽にご応募ください。

創業以来順調に業績を伸ばし、販売・損

害保険・レッカー業と自動車に関わる総合

サービスが充実。経験者の方、大歓迎！給

与面などで優遇します。職場見学等お気軽

にご相談ください。
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※参考価格は週により前後します。 ※お試し5DAYSは月～金曜(5日間)のお届けとなります。
※2人用からのご注文を承ります。 ※献立写真は献立調理例です。週ごとに献立が変わります。詳しくは
メニューブックをご覧ください。 ※5名様以上は2～4人用の組合せでご注文下さい。

ミールキット宅配サービス

週替わりで
30種以上の
メニューをご用意

STEP

01 選ぶ

※メニューブックは毎週無料でお届けします

STEP

02 届く

※ご希望の方に、鍵付きの「あんしんボックス」を無料でご用意

STEP

03 作る

※スマートフォンでも閲覧可能です

STEP

04

※素材の季節感、ボリュームなど、栄養バランスの取れた食事ができます

全メニュー
レシピ付きで
簡単調理

食べる
栄養士監修
だから美味しく
ヘルシー

担当のスマイル
スタッフが毎日
お届け。

通常価格 税込参考価格 月～金 月～金割引価格50％OFF

2人用 6,450円（税込） 3,000円（税込）  

3人用 8,080円（税込） 4,040円（税込）  

4人用 10,300円（税込） 5,150円（税込）  
こちらはCut Mealの料金例です

ミ
ー
ル
キ
ッ
ト
で
つ
く
る
人
の

手
間
と
負
担
を
減
ら
し
笑
顔
の
毎
日
を
。 

お申込みは

こちら

申込期限

5/24(水)
17:00まで
5/8週～5/29週
お届け分が対象 

入会金 年会費 配達料金

すべて無料 
好きなときにすきなだけご注文可能

2品構成 約
調理時間

分10～15

カット食材使用で
究極時短！

2品構成 約
調理時間

分20

子育て世帯に大人気！
離乳食レシピ付。

基本の手作りおかずを
揃えた定番コース。

定番

3品構成 約
調理時間

分30～40

50%OFF
はじめてご利用の方限定 

月～金曜日5日分

お試し5days

0120-130-777
受 付 平日(月曜～金曜)9:00～18:00

※営業時間外は留守番電話にて対応いたしますので、お名前・住所・電話番号をお教えください。翌営業日に担当者よりご連絡いたします。※広告内全て税込み価格 
パソコン・携帯・タブレットからアクセス！
https://order-yoshikei.com/mie/ ヨシケイ宮城  おためし 検索

お申込み・
お問合せは

株式
会社 ヨシケイ宮城

つながりにくい場合は
最寄りの事業部にお電話下さい

□本社(仙台市泉区)　　　0120-130-777
□仙台東事業部(塩釜市)　0120-245-666

□仙台南事業部(名取市)　0120-130-778
□仙台北事業部(登米市)　0120-640-111

□仙台西事業部(仙台市)
　0120-034-555

スマホ・タブレットからのご注文はコチラから！

お支払
方法

ヨシケイNICOSカードまたは口座引き落としにてお願いしております。
（お試し期間はコンビニ払込票でのお支払いをお願いしております。）

管理番号：230401

献立は1週間単位で変わります。毎週の献立を掲載中の注文サイトからお申込みください。 

仙台市青葉区上杉2丁目4-8 朝日プラザ上杉1F
TEL022-713-7077 【AM9:30～PM9:00 年中無休】

0120-316-713
債 　    務　　  　　無 　 い　  さ

宅地建物取引業免許：宮城県知事(5)第4817号

仙台不動産３秒査定 検 索

瞬時に不動産価格が分かる!

通常売却

ローン残額
2,000万円

1,500万円
で売却可

但し、自己資金
500万円が

必要

任意売却

ローン残額
2,000万円

1,500万円
で売却可

自己資金0円
でも可！

ローン返済を止めて売却可!

任意売却5大メリット
メリット

1
お手持ちのお金の持ち出しが
一切ない。費用負担0円！

メリット

2
競売より高く売れ、残債務を
大幅に減らせる！

メリット

3
引越費用を手当してもらえる
場合がほとんど！

メリット

4
ローン延滞を近所の人に知ら
れずに売却ができる！

メリット

5
任意売却後の残債の返済は
無理のない分割払いに！

仙台任意売却相談所 検 索

北
四
番
丁
駅

味の素

ガ
ス
ト

至市役所

消防署至北仙台

エネオス
勝山公園 七

十
七
銀
行

仙
台
放
送

地
下
鉄

当社
朝日プラザ上杉1F

P有

【仙台任意売却相談所】

不動産会社

住宅ローン

借金〉売却額

法定手数料

お引渡し

お引越し代

返済しながら売却

差額の自己資金要す

3%＋6万円

契約後1～2ヵ月後

自己負担

売却まで返済ストップ

売却可(自己資金0円)

　

住み続けることも可能

弊社手当（最大50万円）

仙台任意売却相談所

オーバーローン
の場合 0円

年間300件の住宅ローン問題を
解決に導く当社へご相談下さい!!

任意売却なら、家の売却後にローンが残っても
解決できるんです!!

相続した空家や古家の
処分・解体・片付けで

困っている

住宅ローン返済が不安！
家が売れるまで
返済を止めたい！

ローンより少ない
家賃なら払えるので、
　買い取ってもらい

賃貸として住み続けたい

離婚するので妻を保証人から
外したいがローンが残っている

小さな子供がいるので、離婚後も
　今の家に住み続けたい

年金生活で住宅ローンが
苦しく、子供に借り換えして
もらい住み続けたい
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SHOP
地元をもっと楽しく
いま行きたいとっておきのお店をご紹介

掲載情報は変更になる場合がございます。
ご利用の際は最新の情報をご確認ください。

information

伝統スイーツ
世界中から愛されているヨーロッパのお菓子は、
その土地ならではの特徴や歴史があります。
まだ知られていないヨーロッパ各国の伝統スイーツをご紹介します。
企画・編集／アリフト編集部

異なる4層の味わいが楽しめるドイツ伝統の
チーズケーキ。見た目よりもずっしりと重く、ラ
ムレーズンのアクセントやバター、チーズの余
韻が最後まで楽しめます。
MIMOSA CHEESECAKE　ミモザチーズケーキ
仙台市太白区袋原6-5-5-107　022-703-3728
10:30～16:30※商品が無くなり次第終了
月～水曜定休

アイアシェッケ
（1ホール） 3,000円（ギフト箱入、紙袋付き）
（ワンカット）500円

発酵バターをふんだんに使用し
たクッキー生地の中にはロースト
したクルミとキャラメルのフィリン
グがたっぷり。あふれるほどのク
ルミが美味しさを引き立てます。

Miu-Kitchen(みゆキッチン）
名取市手倉田字山162-10
022-796-7734
10:30～17:00
月曜、火曜定休※他不定休有

エンガディナー
（1ピース）430円

アルコール度数55℃のラム酒
オールドジャマイカを使用。甘さ控
えめで、こだわりの生クリームとの
相性が良い大人のケーキ。アルパ
ジョン全店で取り扱っています。

ムッシュ・マスノ アルパジョン
仙台泉八乙女店
仙台市泉区八乙女中央3-9-15
022-776-7727　09:30～19:00
年中無休

サバラン
(1個）476円

栄養価の高い、山形県寒河江産
美幸卵で作ったカスタードクリー
ムをたっぷり挟んで焼き込みまし
た。トスカーナ地方発祥とされるイ
タリア伝統菓子です。
パティスリー サガエサン
仙台市青葉区上杉2-2-25 1F
022-200-6240
11:00～19:00
水曜・祝日定休

Torta della nonna
おばあちゃんのタルト
(1ホール）2,160円

（ワンカット）302円

洋菓子のルーツを探る

※掲載商品含む500円以上お買い上げの方に限る
※お1人さま1個限り 期限2023/5/31迄

アリフト見たで
フィナンシェ1つサービス

Coupon

※掲載商品（１ホール）購入の
方に限る  期限2023/5/31迄

アリフト見たで
500円引き

Coupon

●掲載内容は変更になる場合がございます。
  予めご了承下さい。
●本誌は再生紙を利用して作られています。
●本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

下記アドレスまたは
QRコードよりご応募ください。 
https://forms.gle/vfTtesshzueJPnGB9

PRESENTARIFT読者

応募締切 ｜ 2023年5月19日（金）迄
※賞品当選者のお知らせは発送をもって代えさせていただきます
※個人情報の取り扱いについて同意の上、ご応募ください
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です　　
問：(株)中広メディアソリューションズ ARIFT4月号プレゼント係
     048-767-8238（平日10時～17時）

01 地球にやさしいフラワーギフト
上品なピンクバラのアレンジメント

02

大注目の食用オイルとスティックタイプの
本格バターコーヒーの素

03シャープ
ヘルシオ ホットクック
KN-HW16G-B
2名様

材料を入れて
ボタンを押すだけで
使い方も簡単な
便利調理家電

仙台勝山館MCTオイル(360g)＆
MCTコーヒークリーマー スティックタイプ
(5g×12袋)セット　5名様
勝山ネクステージ　提供

バラのピンクアレンジメント　3名様
インターネット花キューピット　提供

編集・発行／　(株)中広メディアソリューションズ https://chuco-ms.co.jp/ 
個人情報の取り扱いについて当社ホームページにてご確認ください。
広告掲載・チラシ折込・誌面内容のお問合せ 022-792-8101
配布に関するお問合せ 045-319-6327

成人式プラン・ヘアサロンメニュー
●写真だけプラン(着物レンタル・お支度・
　写真2ポーズ付)………………………31,790円～
●カット…4,180円～　●カラー………5,280円～

メインステージひらつか
℡0120-20-5658／石巻市鋳銭場1-2
9:30～17:30(予約状況により変動)月曜、
年末年始定休／石巻駅より徒歩3分

4/28から5/7  成人式れんたる展示会開催！

新作入荷。2024年、2025年成人式、着物＋着付＋ヘ

アセットが67,800円より。更にご紹介割、ペア割で

最大1万円お得！ご試着のご予約はHPまたはお電話

で♪常時200着以上展示、卒業袴も新作入荷！※写

真のみプランは、お持込み振袖も受付中(ヘア＋着

付＋写真2ポーズ＝29,800円より）

石巻市
鋳銭場

ヘ
ア
サ
ロ
ン

特 

典

パイシュー1個100円お試し券！
イオンモール石巻店のみ有効※切抜持参
※ひとり1会計につき1枚1個限り有効
他券サービス併用不可●'23/5/25迄有効

ビアードパパ　イオンモール石巻店
℡0225-24-8015／石巻市茜平4-104イオンモール石
巻1F／10:00～21:00／無休／イートイン利用は本体
価格＋税10％※写真はイメージ

「ビアードパパ」シュークリームの生地がラングドシャに?!

自慢のパイシュー生地にバター香るラングドシャを

のせて焼き上げた「ラングドシャシュー」(210円)

が好評発売中。さっくりサクサク食感に、とろ～り

カスタードクリーム、これぞ専門店の自信作です！

5月よりザクザクシュー生地＆ジューシーな果実感

「台湾パイナップルシュー」(250円)が新登場！

石巻
茜平

シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
専
門
店
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甘味処 だんご屋

お団子単品 [くるみ][ごま][みたらし]・3本・・・・・・・550円　・5本・・・・・・・770円　・10本・・・・・・・1,650円
・抹茶・・・・・・・・200円　・九重（柚子・葡萄・ひき茶）・・・・・・・・200円　・和三盆抹茶ラテ・・・・・・・・450円飲み物

TEL 050-8885-4978
石巻市あゆみ野2-14-3
10:00～17:30｜不定休

●

●

●

●

あゆみ野
整体院

よつば不動産

とうこう房 ★

ケヤキッズ
あゆみの
保育園石巻あゆ

み野駅

仙石線

甘味処たんご屋

おすすめ お団子と抹茶のセット(バニラアイス付)・・・・・・990円
※お団子は3本ついてます　※1本追加…165円

＝
御
品
書
＝

自分好みのお団子に♪プレミ
アムあんはなんと20種類！

ヨーグルト
あん

キャラメル
ミルクあん

八女茶
あん

春色さくら
あん

サクサク
りんごあん

カフェラテ
あん

濃厚ミルク
あん

温州みかん
あん

蔵出し味噌
あん

紀州梅
あん

芳ばしきなこ
あん

チョコレート
あん

極上
皮むきあん

コーラ
あん

香味ゆず
あん

深煎り
珈琲あん

粒入りあまお
う

いちごあん

爽快ラムネ
あん

スイートポテ
ト

あん

涼色ずんだ
あん

プレミアムあん 1本 330円 

テイク
アウト
OK！

※テイクアウトは500円

石巻市恵み野6-4-4
定休日／5月は休まず営業

駐車場完備

鉢やプランターで育てられて手間いらず

きゅうり
マイルドターキー・PR四川

298円

なす
千両2号・真仙中長・黒陽・みず茄・くろわし

290円

ナスニン、ポリフェノールの
抗酸化作用で老化防止！

大玉トマト 
ホーム桃太郎EX（接木）

290円

中玉トマト 
フルティカ（接木）

338円

ミニトマト
プチぷよ（自根）

258円

TEL.0225-96-8722

TEL.0225-96-8713
グリーンサムいちば

9:00
 ▼

17:30

営業時間

6/10土～6/18日
新品種・大苗・新苗登場

京成バラ園の
展示即売会

トウモロコシ
味来946 80円

えだ豆 盆香り80円
カロテンやビタミンC、タンパク質
など栄養豊富。獲れたてのえだ豆と
ビールで乾杯！（5月上旬入荷）

一見難しそうなトウモロコシにもこの
機会にチャレンジ！自宅で採れたのを
焼きトウモロコシに…。憧れます。
5月上旬入荷

フ
ェ
ア野菜苗

今年のGWは家庭菜園にチャレンジ！ 

4/26水

5/14日

栄養満点！骨や血液を
作るすごい野菜

利尿効果で取りすぎた
塩分を排除、成人病予防に

今から育てれば
夏に間に合う!?

はじめての方でも
大丈夫！

スタッフがコツや
おススメのグッズを

教えます♪ 

直売所でも母の日用のギフト（クッキーなど）を
ご用意しております

5/14（日）は母の日

＊カーネーション・・・・・1,518円～
＊アジサイ・・・・・・・・・・・・・・・・・2,838円～

お気に入りの花苗をバスケットに植える
ワークショップ開催!

母の日鉢花ギフト
展示即売会

5/6
日

グリーンサムいちば（直売所）前にて

※ラッピング付き

VS PARK
イオンモール新利府 南館店 
〒981-0114
宮城郡利府町新中道3-1-1
新利府南館3階3029区画

☎022-369-3218
営業
時間

10:00～21:00
（最終入場受付19:00）

●当店で設定した平日が対象となります。
　詳しくはHPをご覧ください。
●120分料金のみ対象です。
●時間を過ぎると延長料金が発生致します。
●他サービスとの併用は不可です。

平日限定クーポン 

（本券1枚持参で4名様まで有効）

120分限定！

一律1400円
ヤバ
すぎ

2023/05/31迄有効 イオンモール新利府 南館店限定

●当店で設定したハイシーズン日が対象となります。
　詳しくはHPをご覧ください。
●120分料金のみ対象です。
●時間を過ぎると延長料金が発生致します。
●他サービスとの併用は不可です。

ヤバ
すぎ

土日祝・ハイシーズン日限定クーポン

（本券1枚持参で4名様まで有効）

120分限定！

一律1400円
2023/05/31迄有効 イオンモール新利府 南館店限定

もっとヤバすぎアクティビティを知りたい方はこちらをチェック！ 

2,800円

2,300円

1 ,800円

2,900円

2,400円

1 ,900円

一　般

学　生

小学生

120分通常料金

中学・高校
専門・大学

平　日 土日祝
ハイシーズン日

クーポン利用で更
にお得！

空室でお悩みのオーナーの皆様！
高画質写真で入居者募集をしてみませんか？

お部屋探しはコチラから！
アプリダウンロード↓

ご契約条件：敷金・礼金・初月家賃１カ月・仲介手数料・
初回保証料は0円。毎月総額賃料+5,500円。

齊藤不動産管理事務所 tel.0225-98-3099

お引越しを
ご検討の方へ

石巻市泉町3-5-17　不定休
受付：10:00～12:00 / 13:00～17:00

詳しくはHPを
ご覧ください

イメージが
伝わりやすいので
スピーディーな
成約にも
つながる

家賃の滞納
保証100%！

初期費用0円プランございます
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（友辰塾中里校）
石巻市南中里 3-15-28
TEL:0225-25-7650

（友辰塾蛇田校）
石巻市あゆみ野 3-2-13
TEL:0225-98-8863

（友辰塾矢本校）
東松島市矢本河戸 30-1
TEL:0225-85-9023

（友辰予備校・友辰塾大街道校）
石巻市大街道北 2-2-2
TEL:0225-85-9264

（友辰塾特別学習館・友辰塾あけぼの校）
石巻市向陽町 3-25-10
TEL:0225-85-9190

オンライン・映像授業やタブレット授業ではない『人対人の直接指導』

受験指導に強い友辰塾・友辰予備校

私立大学　２０２３年度春最新合格実績国公立大学　２０２３年度春最新合格実績
慶應義塾大学　法学部１名
立教大学　社会学部１名
中央大学　商学部１名
法政大学　人間環境学部１名
明治学院大学　心理学部２名
日本大学　商学部１名
日本大学　理工学部１名
芝浦工業大学　工学部２名
東洋大学　法学部１名
龍谷大学　法学部１名
東京電機大学　工学部１名
日本女子体育大学　体育学部１名
奥羽大学　薬学部２名
杏林大学　外国語学部１名
東北学院大学　文学部１名
東北学院大学　経営学部２名
東北学院大学　地域総合学部４名
東北学院大学　人間科学部１名
東北福祉大学　教育学部２名
東北福祉大学　健康科学部２名
宮城学院女子大学　現代ビジネス学部２名
東北工業大学　工学部１名
仙台白百合女子大学　人間学部２名

明治大学　文学部２名
中央大学　文学部１名
法政大学　文学部１名
学習院大学　文学部１名
成城大学　文芸学部１名
日本大学　文理学部１名
日本大学　工学部２名
獨協大学　法学部２名
武蔵野大学　人間科学部１名
駒澤大学　仏教学部１名
関東学院大学　理工学部１名
日本医療科学大学　保健医療学部１名
国際医療福祉大学　保健医療学部１名
東北芸術工科大学　文芸学部１名
東北学院大学　法学部２名
東北学院大学　経済学部６名
東北学院大学　工学部４名
東北学院大学　情報学部１名
東北福祉大学　総合福祉学部６名
東北福祉大学　総合マネジメント学部３名
東北医科薬科大学　薬学部８名
宮城学院女子大学　教育学部１名

東北大学　法学部１名
東北大学　薬学部１名
宮城教育大学　教育学部１名
岩手大学　理工学部１名
岩手大学　人文社会科学部１名
山形大学　工学部８名
山形大学　理学部１名
北海道教育大学　教育学部１名
高崎経済大学　地域政策学部１名
茨城県立医療大学　保健医療学部１名

東北大学　文学部１名
東京学芸大学　教育学部１名
宇都宮大学　地域デザイン学部１名
岩手大学　教育学部１名
山形大学　人文社会科学部１名
山形大学　農学部１名
福島大学　人間発達文化学類１名
高崎経済大学　経済学部１名
宮城大学　食産業学群１名

我々は個別指導を補助的なものと考えます。
この実績のほとんどが個別指導ではなく、
学力・目標別の少人数のクラス指導による
実績です。この誌面上に記載した大学合格
実績のうち国公立大・県内外の私大合格者の
９割が友辰予備校たった１校舎から出ています。

　我々は、日々『人対人の直接指導』で生徒たちと向き合っています。夢とか楽しいとかそんな抽象
的な言葉よりも、具体的に示せる実績が我々の売りです。実際に HP や地域情報誌の広告をご覧いた
だければ、この地域で勢いがあり本当に実績を出している塾・予備校がどこなのか分かると思います。
塾選びの際は友辰塾・友辰予備校をご検討いただければ幸いです。
　我々は３月６日の高校入試当日に５教科の問題を解き講評を即日 HP にアップし、３月１６日の
合格発表当日の夜には人数を記載した実績速報を出しています。入試に対し我々は本気です。
　入試は人生の中で通過点にすぎません。しかしその通過点で計画性や目標達成に向けた修正力を
養い、自分のやりたいことや選択肢を見つけたり増やしたりする大切な機会です。その節目の機会に
力添えをするのが我々の仕事です。仕事をする以上は全力であたります。

こ れ か ら 通 う 塾・予 備 校 を 選 ぶ 際 は 合 格 実 績
の 表 現 の 仕 方 ま で し っ か り 見 て く だ さ い
自 分 の 看 板 で 我 々 は 勝 負 し て い ま す！！
オンラインやタブレットなどによらない・・・
『人対人の直接指導』であげた実績をご覧ください

仙台一高４名、仙台二高３名、仙台三高２名、宮城一高１名、仙台高専２名、宮城野高１名、
多賀城高３名、石巻高３７名、好文館高２５名、石巻西高２９名、塩釜高２名、利府高２名、
石巻工業高１６名、石巻北高１１名、石巻商業高１０名、石巻桜坂高５名、宮城水産高４名、
小牛田農林高１名、松島高１名、聖ウルスラ学院英智 (Type1)２名、仙台育英 ( 東大選抜 )１０名、
東北学院 (特別進学 )１名など
※HPには友辰塾・友辰予備校の各校舎の合格実績を詳しく書いています。校舎１つのあたりの合格実績も是非ご覧ください。

高校 ( 高専含む )　２０２３年度春最新合格実績
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あなたはいくつ

当てはまりますか？
セルフ

チェック

夜間、就寝中
大きないびきをかく

息が止まると言われる

息苦しさで目が覚める

何度かトイレに行く

日中、活動中
起床時に頭が痛い

朝スッキリしない、熟睡感がない

記憶力、集中力の低下

最近体重が増えた

3つ以上当てはまる方は、

ご相談ください。 

あなたのご主人、睡眠中に
無呼吸になっていませんか？

　睡眠は、昼間の活動で疲れた
体や脳を休ませるための大切な
時間です。就寝中に何度も目が覚
めると、体は疲れやすく、社会生活
に悪影響を与えます。質の良い睡
眠を妨げる一つとして睡眠中に気
道が塞がり、呼吸が出来なくなる

「睡眠時無呼吸症候群」という病
気があり、SAS（Sleep  Apnea  
S y n d r o m e ）とも呼 ばれていま
す。要因の一つが「肥満」で、喉に
脂肪が付き気道を狭め、仰向けに
寝ることでさらに気道が狭くなり

引き起こされます。痩せている人で
も、下顎が小さい、扁桃が大きいな
どが原因となることもあります。睡眠
時無呼吸症候群が原因で高血圧
や糖尿病、狭心症や心筋梗塞、脳
梗塞などのリスクも高めるため早期
発見・早期治療を心がけましょう。

医療法人 SOUND SLEEP 仙台内科睡眠クリニック

理事長 田中 俊彦　先生 

1日のリセットには、質の良い睡眠が必要です。睡眠時間には、脳と
身体の成長や修復などの目的があります。質の悪い睡眠では、生活
習慣病のリスクも高めることが分かっております。睡眠という観点か
ら身体を見直してみませんか？

医療法人 SOUND SLEEP 

仙台内科睡眠クリニック 
https://sendai-sleep.net/

[取材]Ｓ企画／090-5359-9131

☎022-791-4159
一般内科、総合内科、循環器、呼吸器、
糖尿病・甲状腺、耳鼻咽喉科、精神科、
睡眠外来、アレルギー、消化器

診療
科目仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館4F

予 約 優 先

※初診の方は、午前午後共に診療終了時間の30分前までにお越しください。
　再診の方は、午前午後共に診療時間の15分前までにお越しください。 

診 療 時 間
10:00～13:00

15:00～19:00

月
●
●

火
●
●

水
-
-

木
●
●

金
●
●

土
●
★

★印の土曜午後は
14:00～16:00

休診日は
水・日曜日・祝日

＼お気軽にご相談ください／

質の良い睡眠が健康に大切！

睡眠時無呼吸症候群 -治療までの流れ-　健康保険適用 

1 診療予約 予約優先制

2 簡易検査 ご自宅で行う検査

3 精密検査 宿泊検査

4 治療相談～治療開始

まずはお問合せください。 

自覚症状が少ないため、ご自宅で簡単に
調べられる簡易検査を行っていただきます。

簡易検査で症状が認められた場合、
さらに詳しく宿泊で精密検査を行います。

精密検査の結果に基づき、
適切な治療方法を選択していきます。

お問合せご相談、ご予約は、お気軽にお電話でどうぞ。 

医療法人 SOUND SLEEP GROUP｜ 秋田県秋田市  あきた睡眠クリニック｜ 仙台市青葉区  仙台内科睡眠クリニック｜京都市下京区  たなか睡眠クリニック｜滋賀県草津市  滋賀睡眠クリニック 

東館 4F

家族葬のたびだち

安心でご負担の少ない価格｜お気持ちが和らぐお葬式｜24時間対応 

※ご事情によりご葬儀に対応できない方、喪主代行もご相談承ります。 

2022年12月リニューアルオープン！

貸し切りセレモニーホール
家族葬のたびだち

30台
駐車可

貸 切 セレモニーホール

たびだちの
火葬式

直葬・火葬のみの
シンプルプラン

9.5万円
[税込104,500円]

面会できる
お別れ式
10名様まで面会が

可能です

14.5万円
[税込159,500円]

お別れ一日葬
(通夜式を行わず
告別式のみのプラン)

事前焼香一日、告別式一日、
ご安置3日込み

26.5万円
[税込291,500円]

家族葬
(一般葬)

必要なものを厳選したご安心
いただけるプラン、ご安置4日込み
納棺士による美粧納棺も含みます。

34万円
[税込374,000円]

ご葬儀プラン
代理海洋
散骨葬

ご依頼主様に代わって合同で
海洋散骨葬を行います。

3.6万円
[税込39,600円]

海洋散骨葬
チャーター船で10名様まで

ご乗船できます。
所要時間約60分

松島湾海域・金華山海域

12万円
[税込132,000円]

海洋葬プラン

24時間受付可
TEL.0225-25-7115
石巻市湊大門崎269-1

石巻駅から車で約10分

代表　阿部和敏

代表挨拶
小さな会館だからこそ、
運営責任者として
ご家族様と対話し、
低価格でも心が和らいで
いただけるような
お葬式を目指しております。
海洋葬も粉骨からセレモニーまで、
自社で執り行っております。
まずはお気軽にご相談ください。

お手伝い(短時間)いただける
スタッフ募集中

Web上で簡単
お見積り

JOYPARK
湊店

20席
まで

プランでわかる明瞭会計 お葬式の全国平均金額 100万円最後の時間を大切に過ごせる
ご家族様だけのプライベート空間

・家族葬 34万円

・返礼品（20個の場合） 3万円

・石巻斎場での火葬 16,500円

家族葬のたびだちなら

（税込425,150円）
※一例になります

計386,500円
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スマホで
注文OK

みやぎ生協の個人宅配は、食料品をはじめ日用品などの
約5,000アイテムの中からスマホ一つで注文ができる便利なサービスです。

新生活がより便利で豊かになるよう応援します。

WEB
カタログ

購入
ランキング

タイムセール
情報

1アイテム
から
購入OK

料理キット
も充実基本手数料の優遇制度も充実！

ママ割 介護サポート値引 障がい者サポート値引シニア割

【受付時間】 月～金曜日9:30～20:00／土曜日9:00～18:00
みやぎ生協 宅配運営部 0120-581870

個人宅配のご利用には、まず「みやぎ生協」にお申込み下さい。 
現在みやぎ生協メンバー（組合員）でない方は、メンバー登録と出資金（1,000円）が必要となります。
また、個人宅配のお申し込みには「コープトリプルカード(日専連)」が必要です。

コープポイントでお買い物がお得に♪

コープアプリ
のご登録は
コチラから

玄関先へ
お届けします

ご指定の
場所への
置き配も可能

個人宅配サービスを
お知り合いの方にご紹介しませんか？

■プレゼント条件・注意事項
※2023年5月31日迄にWEB加入申込をし2023年6月16日時点で個人宅配を利用している方に対して、2023年6月26日～6月30日に期間限
定2,000円分のコープポイントをプレゼント※さらに今回ご加入した方が7月中に宅配で購入を含めた利用をすると2023年8月14日～8月18日
に期間限定1,000円分のコープポイントをプレゼント※プレゼントは2023年3月21日～2024年3月20日のあいだに1回のWEB申込のみ対象
とします※現在生協の宅配をご利用している方は対象となりません※ポイントの有効期限は2か月です※コープポイントは生協の宅配でご利用い
ただけます(みやぎ生協、コープふくしまは生協店舗でもご利用いただけます)※他のキャンペーンとの併用はできません

ご紹介対象地域はみやぎ生協・
コープふくしま配達可能エリアです。

簡単に紹介できちゃう
で

QUO・カードペイ

1,000円分
プレゼント

※色はお選びいただけません。

ご紹介する
ご家族・お友だちを

見つける

専用の応募フォームから
必要事項を登録・送信

発行された紹介コードと
紹介用URLを

お友だちへ送信

プレゼントが
あなたとお友だちに

届きます

ご紹介いただいた方に ご紹介を受けた方に

ファミリーキャラクター
保冷温トートバッグ[1個]

コープポイント
最大3,000円分
プレゼント

ご紹介の流れ

お
友
だ
ち
紹
介

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

詳
細
は
こ
ち
ら

最
大3,000円分をプレゼント!!
新規で個人宅配ご加入の方に！コープポイント

スマホでコープ

＼パソコンやスマホから ／ お申し込みは
こちらから

抽選で

20名様
さら
に みやぎ生協オリジナル

モバイルバッテリーを
プレゼント!!

と入力で2001 - 70103

WEB個人宅配申し込み画面の
「担当ナンバー」に

個人宅配のご利用300円(税抜)毎に
コープポイント1ポイント付与！

※貯まったポイントは宅配のご利用料金から値引きとして
ご使用できます。※一部、ポイント対象外の商品があります。

個人宅配で貯まったポイントは
店舗で使用も可能！

コープポイント付き商品企画も
あり！どんどんたまる！

※コープアプリ登録者のみとなります。

～大事な家族を守るため、お出掛け前に点検・整備～

でチェック
致します！

最後に点検した日覚えてる？

バ ッ テ リ ー と
タイヤの空気圧は無料

ご来店前にお気軽にお電話下さい

毎日長い距離を乗っている方がバッテリーの劣化が早そうな気もしますが、実は街乗りなどで
短い距離を乗ってたり、週末しか車に乗らない方がバッテリーが上がりやすいんです。
昨日大丈夫だったのに次の日急にエンジンがかからないなんてことも…!? 

たのしい連休のお出掛け先でトラブルにならないために出発前にチェックをしておくと安心だね♪

車のトラブルの大半はバッテリーが原因！

tel.0225-22-3138
石巻市湊町3-1-4｜営業時間 9:00~17:00｜日・祝祭日定休(11月と12月を除く)

398

398

い
し
の
ま
き

元
気
い
ち
ば

石ノ森
萬画館

石巻湊郵便局

湊小学校

セブン
イレブンHERE!

昭和28年創業で今年で70年! 長い歴史は「信頼」の証

国産メーカー全車種取り扱ってます

連休前にチェック！タイヤの
空気圧は
大丈夫？

エンジンが
かからない！
バッテリーの
寿命かな？

いざという時に
空だと大変！
ウォッシャー液

最後に
オイル交換してから

走行距離が３,０００㎞を
超えている
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超軽量で使いやすい肌にやさ
しい極細シャワー！
ミスト＆ジェットモード、ジェッ

トモード、ミストモードの3段階の水流切
替が可能です。また、ON/OFF操作で節
水効果があります。

ココに
情熱！

各1,980円（税抜）

（税込2,178円）

やりすぎだろ
ドンキの情熱価格

極細
シャワーヘッド
プレミアム

タオルが乾きづらい…体
や髪を拭くのに時間が
かかる…

そんなタオルストレスをマイクロ
ファイバー×ふわっと綿の二つの
素材で解消！まさに理想のバスタ
オル！ハンガーにかけられるコン
パクトサイズ！

ココに
情熱！

各1,980円（税抜）

（税込2,178円）

理想の
バスタオル 3枚組

ズボラさん専用究極アイテム！こまめなお
掃除になんて、もう戻れない！な、な、なん
と！通常サイズ※の2倍幅。だ・か・らお掃

除時間は1/2（⁉）でタイパがいい！溜まりに溜まっ
たゴミ・チリ・抜け毛…でっかくかけて今日も大量！

ココに
情熱！

魔法のリモコンがついに
ドンキから登場！チュー
ナーなどが一切不要で、配

信サイトの海外ドラマやネット動画
もこれさえあれば即接続できます。

ココに
情熱！

5,980円（税抜）

（税込6,578円）

髪の毛の約1/100の細さ
の繊維で、汚れをかき取
る、車のボディに傷を付け

にくいマイクロファイバークロスです。
吸水性は綿より優れており、洗車後
の拭き取り作業がラクラクです。

ココに
情熱！

マイクロファイバー
ふき取りクロス 4枚組み

399円（税抜）

（税込439円）

コスパ重視でササっと車掃除したい人にはコレ！洗って使え
るマイクロクロスなので「内窓⇒ナビ回り⇒ホイール」とお掃
除3段活用で繰り返し活用できます！ちょうどいい薄さだから

エアコンの吹き出し口までしっかり汚れを絡めとります。繊維がループ
状だからほつれにくく、質感もふんわり！家やオフィスでも多用途に使
えて便利です。※洗って繰り返しご使用いただけますが、汚れがひどく
なったり繊維が傷んできたら、新しい物に取り替えてご使用ください。

ココに
情熱！

ティッシュのように捨てない
マイクロファイバークロス 12枚入

299円（税抜）

（税込329円）

北海道産の原材
料を使用したプ
レーンヨーグルト。

生きて腸まで届く乳酸菌
BB-12を使用しております。

ココに
情熱！

北海道プレーンヨーグルト
北海道プレーンヨーグルト脂肪0

138円（税抜）

（税込150円）

低反発シートと高反
発シートを自分好
みに調整できるの

で、セルフオーダーメイドの枕
で極上の寝心地を体験して！

ココに
情熱！

セルフオーダーメイド
思い通り快眠枕

4,990円（税抜）

（税込5,489円）

テレビの音源を臨場感溢れるシアターサウンドで出力する「テレビ用スピー
カー」として、また、スマートフォンやタブレットなどの音源をBluetooth®接
続で再生する「ワイヤレススピーカー」として、さらに、テレビ等の音をワイヤ

レスヘッドホンで楽しめる「Bluetooth®トランスミッター」として、1台で3通りの使い
方ができるバータイプのスピーカーです。

ココに
情熱！

5,980円（税抜）

（税込6,578円）

998円（税抜）

（税込1,098円）

今月のイチオシ

カイテキ生活 安く！おいしく！

一
撃
掃
快
ダ
ブ
コ
ロ
リ
ー
ナ

※
通
常
サ
イ
ズ（
16
Ｃ
ｍ
）×
2
本
分

生でも食べられるほど新鮮
なアトランティックサーモ
ンを使用！脂がのった中落

だけをていねいにほぐしました。

ココに
情熱！

アトランティック
サーモン
中落ちほぐし 120g

398円（税抜）

（税込430円）

800gの大容量！プリッ
とした食感が美味しさ
を引き立てます。

ココに
情熱！

業務用
ウインナー 800ｇ

798円（税抜）

（税込862円）

「情熱価格×日本ハム」直
火焼きの香ばしさが決め
手!！甘めのタレでしっかり

味付けした、ボリュームたっぷりの焼
豚です。カットしておつまみとしても、
細かく刻んで炒飯などの炒め物にも
お使いいただけます。

ココに
情熱！

直火焼 焼豚

498円（税抜）

（税込538円）

焼きたてのおいしさをおう
ちで！小麦の風味香るク
ラスト生地に、削りたてナ

チュラルチーズとフレッシュな香り
のトマトソースをのせたマルゲリー
タです。自家製バジルオイル付き。

ココに
情熱！

238円（税抜）

（税込258円）

コクのあるチーズと伸び
の良いチーズをバラン
スよく配合した、業務用

サイズのとろけるミックスチーズ
です。たっぷり使えるピザトースト
35枚分（1枚に20g使用を想
定）！レストランでも使われるプロ
の味を心ゆくまでかけちゃお～！

ココに
情熱！

とろけるミックスチーズ 700g

998円（税抜）

（税込1,078円）

4Kスマートドングル

マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
ピ
ザ

1
台
3
役

テ
レ
ビ
用

ス
ピ
ー
カ
ー

石巻街道矢本店
東松島市赤井字川前2-123-3
TEL.0570-060-311

0570-550-611
レジ・売場・深夜品出しスタッフ募集中

（受付9:00～19:00）
三陸自

動車道

仙石東北
ライン

陸前赤
井駅

石巻港IC

ダイナム
矢本店

JOYPARK赤井店

定
川

●●

45号線

ドン・キホーテ石巻街道矢本店ドン・キホーテ 石巻街道矢本店 検索

ドン・キホーテ
※他割引・サービス(免税含む)との併用はできません。
※酒・たばこ・POSAカード等、一部除外商品があります。

@duk4964sID
からID検索」または「QRコード」から♪

の「友だち追加

9:00～翌2:00営業時間 
朝９時からオープン！

GW限定クーポン！ 5月3日水4日木5日金限定！

1回のお買い上げ金額が税込10,000円以上で

1,000円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※貴金属・ブランド品は対象外です。
※お酒・タバコ・POSAカード・指定ごみ袋は割引対象外です。
※一部対象外商品がございます。

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※貴金属・ブランド品は対象外です。
※お酒・タバコ・POSAカード・指定ごみ袋は割引対象外です。
※一部対象外商品がございます。

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※貴金属・ブランド品は対象外です。
※お酒・タバコ・POSAカード・指定ごみ袋は割引対象外です。
※一部対象外商品がございます。

有効期限
2023.5.3～5.5迄

1回のお買い上げ金額が
税込3,000円以上で 300円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※お酒・タバコ・POSAカード・指定
ごみ袋は割引対象外です。

有効期限
2023.5.31迄

1回のお買い上げ金額が
税込5,000円以上で 500円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※お酒・タバコ・POSAカード・指定
ごみ袋は割引対象外です。

有効期限
2023.5.31迄

1回のお買い上げ金額が
税込1,000円以上で 100円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※お酒・タバコ・POSAカード・指定
ごみ袋は割引対象外です。

有効期限
2023.5.31迄

1回のお買い上げ金額が
税込3,000円以上で 300円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※お酒・タバコ・POSAカード・指定
ごみ袋は割引対象外です。

有効期限
2023.5.31迄

1回のお買い上げ金額が
税込5,000円以上で 500円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※お酒・タバコ・POSAカード・指定
ごみ袋は割引対象外です。

有効期限
2023.5.31迄

1回のお買い上げ金額が
税込1,000円以上で 100円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます。
※他特典との併用不可。 ※お酒・タバコ・POSAカード・指定
ごみ袋は割引対象外です。

有効期限
2023.5.31迄

GW限定クーポン！

1回のお買い上げ金額が税込20,000円以上で

2,000円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

有効期限
2023.5.3～5.5迄

GW限定クーポン！

1回のお買い上げ金額が税込30,000円以上で

3,000円引きARIFT読者限定

※コピー不可※ドン・キホーテ 石巻街道矢本店限定

有効期限
2023.5.3～5.5迄

GW限定クーポン！
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石巻営業所 〒986-0824
石巻市立町1-4-15 石巻ビルディング1F

TEL 0225-21-6391 FAX 0225-21-6393

▼アーネストワンHP
http://www.arnest1.co.jp/

建設業／国土交通大臣許可(特-30)第23042号　■宅地建物取引業／国土交通大臣(5)第6157号　■(公社)東京都宅地建物取引業協会会員　■(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟　■(一社)全国住宅産業協会会員

LDKにエアコンを
標準装備 

アーネストワン
の新仕様

4月・5月オススメ物件アーネストワンの

※その他、詳細はスタッフにお尋ねください。※1Fシャッター・2Fシャッター・アンテナ・網戸・カーテンレール・照明器具・クローゼット棚等は別途オプションとなります。　※間取り図のFIXとは固定された窓を表します。※敷地内に電柱・支線・カーブミラー等が設置される場合がございます。※引渡時期
については延期になる可能性もあります。※ご契約の際は別途仲介手数料がかかります。　※掲載されている情報は2023年4月17日現在のものです。売却済の場合はご容赦ください。※広告有効期限／2023年5月25日。※ご購入の際、別途諸経費が必要となります。詳細は係員にお尋ねください。

※1 SAFE365は、入力波：BCJ L2 175％の加振（震度6強）で揺れを最大約
67％低減できることが証明されました。

※2 入力地震波：BCJ L2 175％の加振において、実大振動実験で得られた
各方向に搭載された制震壁のダンパー部分の変位を制震壁の疲労試験
結果にあてはめて耐久回数を算出したものであり、約200回の揺れを経験
しても、その制震性能は衰えないと考えられます。

注意　実大振動実験及び制震壁の疲労試験の結果によるものであり、　　
　建物形状、配置プラン、地震波によって異なります。

制震装置(SAFE365)の優れた特長

地震の揺れを抑え、耐震性能を維持。

実用新案「登録第3193710号」

木造住宅の弱点は、ある程度の耐震構造を持ってい
ても中規模地震（震度５弱程度）の揺れを繰り返し受
けるとその耐震性能を弱めてしまうことにあります。住
宅の持っている、もともとの耐震性能を維持していくた
めに重要な役割を果たすのが制震装置です。共同開
発の制震装置SAFE365は、粘弾性素材を活用した

もの。この素材は高層ビルの制震装置にも使われてお
り、優れた地震エネルギーの吸収を実現（震度6強を
最大67％低減※1）。さらに、最大震度6強クラスとなる
120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰
えないと実証実験で分かっています。※2(SAFE365は
筋交い部分に搭載されています)

JR仙石線 「蛇田」駅
………徒歩13分(1000m) 

石巻市蛇田 第24・1棟

4LDK＋カースペース3台(車種による)

【新築分譲住宅クレイドルガーデン 石巻市蛇田第24 物件概要】
■所在地:宮城県石巻市蛇田字下中埣■土地面積:278.44㎡/奥行長大
地■建物面積:100.44㎡■販売戸数:1戸■販売価格:3,090万円■用途
地域:第1種住居地域■交通：「蛇田」駅徒歩13分■工事の完了予定日
:2023年7月予定■設備:公営水道・本下水・東北電力・オール電化■建築
確認番号:第HPA-23-03162-1号■取引形態:仲介

株式会社アーネストワン 仙台泉営業所
仙台市泉区泉中央1-23-6 トラストセンタービル

戸建事業部 住宅企画課

TEL022-771-6000 是非、担当小野までお電話ください。

 

土地をお持ちの方、土地からお探しの方、
お気軽にお問い合わせください。

注文住宅も建築可能です！

施工例

●交付の対象となるには諸条件が
　あります。
●交付申請書類は申請期限内に
　受理される必要があります。

●交付申請には期限があります。
●予算状況により期限前に締め切られる
　場合があります。
※ご不明な点は最寄りの営業所までお問い合わせください。 

土地面積:278.44m2 建物面積:100.44m2 
（＋ルーフバルコニー面積:9.72m2） 1号棟

建築確認番号:第HPA-23-03162-1号 

3,090万円
（税込）

1F 2F

新築分譲住宅
オール
電化

JR仙石線「陸前山下」駅 徒歩10～11分(800～847m)

石巻市貞山 第6·4棟

4LDK＋カースペース2台(車種による)

【新築分譲住宅クレイドルガーデン 石巻市貞山第6 物件概要】
■所在地:宮城県石巻市貞山3丁目■土地面積:174.31㎡～174.32㎡■建
物面積:98.82㎡～102.06㎡■販売戸数:4戸■販売価格:2,390万円～
2,690万円■用途地域:第1種住居地域■交通:「陸前山下」駅徒歩10分■工
事の完了予定日:2023年9月予定■設備:公営水道・浄化槽・東北電力・都市
ガス■建築確認番号:第HPA-23-03339-1号他■取引形態:仲介

土地面積:174.32m2 建物面積: 98.82m2 
（＋ルーフバルコニー面積:9.72m2） 3号棟

建築確認番号:第HPA-23-03339-1号

1F 2F

新築分譲住宅

JR仙石線 「陸前山下」駅
……… 徒歩27分(2100m)

石巻市大街道南 第12・1棟

4LDK＋サービススペース＋カースペース2台(車種による)

【新築分譲住宅クレイドルガーデン 石巻市大街道南第12 物件概要】
■所在地:宮城県石巻市大街道南4丁目■土地面積:159.46㎡■建物面
積:100.44㎡■販売戸数:1戸■販売価格:2,490万円■用途地域:準工業
地域■交通:「陸前山下」駅徒歩27分■工事の完了予定日:2023年7月予
定■設備:公営水道・浄化槽・東北電力・プロパンガス(個別)■建築確認番
号:第HPA-23-02709-1号■取引形態:仲介

土地面積:159.46m2 建物面積:100.44m2 
（＋ルーフバルコニー面積:9.72m2）1号棟

建築確認番号:第HPA-23-02709-1号 

2,490万円
（税込）

1F 2F

新築分譲住宅

JR仙石線「東矢本」駅
……… 駅徒歩9分(700m)

東松島市矢本 第15・1棟

4LDK＋S＋カースペース2台(車種による)

【新築分譲住宅クレイドルガーデン 東松島市矢本第15 物件概要】
■所在地:宮城県東松島市矢本字関の内■土地面積:156.26m2■建物面積
:101.25m2■販売戸数:1戸■販売価格2,790万円■用途地域:第1種住居地
域■交通:「東矢本」駅 駅徒歩9分■工事の完了予定日:2023年6月予定■設
備 / 公 営 水 道・本 下 水・東 北 電 力・オール 電 化 ■ 建 築 確 認 番 号 : 第
HPA-23-02721-1号■取引形態:仲介

土地面積:156.26m2 建物面積:101.25m2 
（＋ルーフバルコニー面積:9.72m2） 1号棟

建築確認番号:第HPA-23-02721-1号 

2,790万円
（税込）

1F 2F

新築分譲住宅

板間

2,390万円より

　2,690万円

（税込）

（税込）最高
価格

板間

サービス
スペース
２帖
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■土地面積：174.32㎡(52.73坪)■建物面積：103.50㎡(31.30坪・バル
コニー面積7.45㎡は含まず)■道路幅員：東側 6.00m 公道 北側4.00ｍ
私道、私道負担11.0㎡■建築確認番号第R04SHC117483(R4.8.8)号

■土地面積：184.05㎡(55.67坪)  ■建物面積：112.62㎡(34.06坪・
インナーバルコニー面積7.45㎡含む)■道路幅員：南側・東側6.00m公
道 　北側4.00ｍ私道、私道負担17.0㎡ ■建築確認番号第
R04SHC117480(R4.8.8)号

リーブルガーデン 石巻市蛇田 第3
全棟完成！ 

6万円台～月
々頭金 0円  ボーナス払い 0円

［支払い例について］※紹介ローン（東邦銀行）融資限度額100万円以上1億円以内(単位5万円)
※変動金利0.55％の場合※お取引内容により金利が変動いたします。
※2,880万円お借入れ、40年返済、2023年2月28日※別途取扱手数料と保証料が発生いたします。
※仲介手数料や印紙代、登録免許税等の諸費用は別途必要です。

JR仙石線蛇田駅 徒歩約13分

石巻市蛇田に全4棟 分譲中 2,880万円～

完全予約制にて受け付けております。詳細はお気軽にお問い合わせください。10:00～17:00完全予約制

きらら住販株式会社

現地モデルハウス見学会開催！
１号棟はLDKの家具付きのモデルハウスです。

（税込）

●JR仙石線蛇田駅 …………徒歩約13分
●石巻ひばり幼稚園 …………徒歩約9分
●石巻市立蛇田小学校………徒歩約7分
●石巻市立蛇田中学校……徒歩約26分

●みやぎ生協蛇田店 ………徒歩約15分
●イオンモール石巻 ………徒歩約22分
●ローソン石巻蛇田バイパス店
…………………………………… 徒歩約8分

●本郷歯科医院 ………………徒歩約7分
●箕田内科クリニック ………徒歩約9分
●医療法人宏人会石巻クリニック
……………………………………徒歩約17分

周辺環境

1

4LDK 3,080万円（
税
込
）

プロデュース
LDK家具付き

号棟

シューズクロークなど
収納たっぷりプランです！

17帖超の広々リビングは家族みんなが
のびのびと過ごせるスペースです！

4LDK 2,950万円
（
税
込
）

駐車場2台
3 号棟

■土地面積：173.65㎡(52.52坪)■建物面積：104.93㎡(31.74坪・イン
ナーバルコニー面積7.45㎡含む)■道路幅員：北側 6.00m 公道
■建築確認番号第R04SHC117485(R4.8.8)号

LDKに面した広々した庭付きプラン！
廊下収納など収納も充実！！

4LDK 2,880万円
（
税
込
）

駐車場3台 インナーバルコニー

駐車場3台 インナーバルコニー 5 号棟

玄関ホールには大容量の
シューズインクロークを設置

パントリー(収納)付きのキッチン

みやぎ生協

ニトリ

ローソン

ブックオフ

イオンモール
石巻

幸楽苑

ワークマン

びっくり
ドンキー ひばり

幼稚園

石
巻
線

嘉
右
衛
門
堀

三
陸
道

北
上
川

分譲地

石巻
河南IC

ヨークタウン

蛇田小学校
16

分譲地案内図

カーナビやマップは 

石巻市蛇田中埣58-1

名取りんくう営業所　TEL：022-384-5040
〒981-1227名取市杜せきのした5-4-3 アクロスプラザ杜内
建設業許可：国土交通大臣許可（特-2）第22015号
宅地建物取引業免許：国土交通大臣（10）第3284号

〈売主〉

9:30～19:00/年中無休

宮城県仙台市青葉区本町1丁目13-32 オーロラビル2F

宮城県知事免許(4)第5393号  (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会〈仲介〉

Tel.022-716-4141
お電話からのご予約・お問い合わせは

【物件概要】所在地:宮城県石巻市蛇田中埣58番10、58番12、58番13、58番14、58番15、58番16(カーナビ表示:石巻市蛇田中埣58-1) 価格:2,880万円～3,080
万円／最多価格帯:2,900万円台（2棟）／総棟数:6棟／販売棟数:4棟／土地面積:170.69m²～184.05m²／建物面積:103.50㎡～114.27㎡／間取:4LDK／構
造:木造スレート葺２階建／完成日：2023年3月上旬完成／引渡：2023年4月下旬／都市計画行区域:市街化区域／用途地域:第一種住居地域／建ぺい率・容積
率：60％（1号棟は角地緩和70％）：200％／設備:東北電力･個別LPガス･公営水道・公共下水／特記事項／網戸・カーテンレール・照明器具・濡縁等はオプション
となります。図面と現況が相違する場合は現況優先となります。当社標準工事以外の工事はすべて別途工事代がかかります。敷地内に電柱、支線、支柱等が入る場合
があります。建物は910モジュールとなります。※広告作成日2023年4月10日現在の情報です。
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▼ルームクリーン
室内掃除・除菌抗菌・消臭で車内リフレッシュ！

・Sクラス(約60分～) 5,500円→3,850円

・Mクラス(約70分～) 6,600円→4,620円

・Lクラス(約80分～) 7,700円→5,390円

・LLクラス(約90分～) 8,800円→6,160円

部品3,300円～4,750円、工賃550円～

30%
OFF

■ルームクリーン

■エアコンフィルター(約5分～30分)
エアコンフィルターを同時交換するとより効果的！

▼室内清掃(簡易)
プロの道具と技術で車内を快適な空間に仕上げます。

・Sクラス(約40分～) 1,760円→1,232円

・Mクラス(約50分～) 2,090円→1,463円

・Lクラス(約60分～)  2,420円→1,694円

・LLクラス(約70分～) 2,750円→1,925円

30%
OFF

※シートのシミなど取れない場合はあります。 

施工前 施工後

▼ピッチ・タール除去
下回りの黒い粒状の汚れを専門ケミカルで除去します！

30%
OFF

・全車(約30分～) 
  2,200円→

 1,540円

年式・過走行距離問わず

第1位 
表彰店

全国
カーセブン

買取部門 月間MVP

廃車
買取します

石巻店

   お売り
下さい!!
で2万

円
●ご来店頂いた場合に限り最低20,000円で買取します。　●不動車の場合は、レッカー費用がかかる場合がございます。

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

小
倉
優
子

廃
車
手
数
料
無
料

無料
出張査定

クルマ買取5つの安心宣言
～カーセブンだけのお約束～

その1  ご契約後に値引き交渉は一切致しません
その2  車両引き渡し後も7日間までキャンセルできます
その3  ご契約金の一部を当日中に前払いします
その4  お電話一本でキャンセルできます
その5  ご契約後でもキャンセル料は一切かかりません

どんなお車でも

します！

クルマ買取
に挑戦中最 高 値

＼2021年度買取実績 総数302台／

買取から販売まで一貫して行っているからこそ余計な
コストがかからず、高く車を買い取ることができます。

開催

▼ヘッドライトクリーニング(両側)
透明性に優れており新車時の輝きがよみがえります！ 

施工前 施工後 ・黄ばみ磨き(約30分～)

 2,200円→1,540円

・コーティング(約120分～)

 5,500円→3,850円

30%
OFF

▼ホイールコーティング(4輪)
コーティング剤で保護することで汚れても水洗いで落ちます！

・全車(約180分～)

 8,800円→6,160円

30%
OFF

▼ガラス油膜取り＆撥水コート
視界の妨げとなる油膜を除去し、撥水剤塗布で雨天時も快適！

・Sクラス 3,850円→2,695円

・Mクラス 4,400円→3,080円

・Lクラス 4,950円→3,465円

・LLクラス 5,500円→3,850円

・13,200円～22,000円→

9,240円～

 15,400円

30%
OFF

■フロントガラス(約60分～)

■全面(約180分～)

効果 約3ヶ月～6ヶ月 

▼ホイールクリーニング(4輪)
ホイールとタイヤのブレーキダストや油汚れをキレイにします！

30%
OFF

・全車(約30分～)
  2,200円→

 1,540円
▼鉄粉除去・簡易磨き

鉄粉でザラザラになったボディーをスベスベに戻します！

・Sクラス 3,850円→2,695円

・Mクラス 4,400円→3,080円

・Lクラス 4,950円→3,465円

・LLクラス 5,500円→3,850円

30%
OFF

■鉄粉除去(約60分～) 

・Sクラス 16,500円→11,550円

・Mクラス 22,000円→15,400円

・Lクラス 27,500円→19,250円

・LLクラス 33,000円→23,100円

■鉄粉除去＆簡易磨き(約2日～)

▼手洗いワックス洗車

・Sクラス 1,100円→880円

・Mクラス 1,210円→968円

・Lクラス 1,320円→1,056円

・LLクラス 1,430円→1,144円

20%
OFF

効果 約2ヶ月

※作業内容、車種によって
   作業時間が変更になる場合があります。 
※クリスタルキーパーの車両サイズとは異なります。

S
クラス

M
クラス

L
クラス

LL
クラス

軽自動車(ワゴンR)
クラス

小型自動車(ヴィッツ)
クラス

中型自動車(プリウス)
クラス

大型自動車(エスティマ)
クラス

1年1回、新鮮な感動を。

クリスタルキーパー
1年間洗車だけ、

ノーメンテナンス。
ボディガラス

コーティング。 

・SSサイズ 17,500円→14,000円

・Sサイズ 19,600円→15,680円

・Mサイズ 21,900円→17,520円

・Lサイズ 24,000円→19,200円

・LLサイズ 28,400円→22,720円
20%
OFF

クリスタル
キーパーの
構造 

2
層
構
造

作業時間｜120分～

日常点検
無料実施！

※ご希望の場合のみ実施 

代車無料！
※ガソリン代はお客様負担

対象メニュー
ご予約の方 

作業日5/8月～5/31水まで

最
大

%
OFF!30

[全メニュー要予約]

株式会社アイセイオート カーセブンサービス工場：石巻市鹿又字町浦100-1　定休日／日曜　GW休 4/29・30、5/3・4・5

TEL.0225-75-2326(カーセブン石巻店でも予約受付可能)
キャンペーンメニューの
ご予約はこちら

石
巻
線

45

池田整形
外科医院
さま石巻

赤十字病院さま

石巻女川
IC

ファミリーマートさま
コスモ石油さま

0120-577-770
石巻市わかば2-1-1  定休日／月曜・第2日曜    GW休 5/1・2・3・4・5

石巻店

カーセブン石巻店
スタッフ通信

店長：狩野(かりの)

こんにちは！狩野です。年齢を重ねるごと
に、月日が流れるのが非
常に早くなりました
…。過ぎ去った時間
と毛根を取り戻せた
らなぁ…と思う今日
この頃です。


