あなただけのおしゃれな和室を演出しませんか

店舗前

vol.40

石戸正己税理士事務所

ドッグサロン

当店ではお客様のご要望に合わせた畳をご提
案しています。畳表には､伝統的な天然い草と
豊富なカラーやデザイン性のあるダイケン和
紙表・セキスイ美草表（樹脂製）があります。
それぞれに特徴があり､お好みや生活シーンに
合わせて選んでいただけます。また､ヘリ無し
畳にするとお部屋がグッと和モダンな雰囲気を
作り出せます。ヘリ付き畳の場合も新しいデザ
インのヘリにすると、とてもおしゃれな感じにな
ります。畳の御見積は無料です。お気軽にお
問合せください。

イダナカ夕市では
当店オリジナルグッズの販売をします。
今回の目玉商品は
い草クッション ( まくら）です。
その他､コースター･フィギュア台など
特別価格でご提案いたします。

IDANAKA TIMES

イダナカ「夕市」

7回

第

夕市

イダナカ

URL https://tanabe-tatami.jp/
Mail masaki@tanabe-tatami.jp

ポップコーン配布
お店がたくさん
出店します！

20

お肉焼きます！

会

スズ虫プレゼント
！

フリーマーケット
！

2022年7月15日
（金）井田中ノ町商栄会公式機関紙
発行：井田中ノ町商栄会 発行人：横山 貴
編集：井田中ノ町商栄会事務局

info@idanaka.com

コロナ対策

マスク着用、
手指のアルコール消毒等
ご協力お願いいたします。
また、
熱中症予防と交通安全を呼びかけます。

土
月
日
７ ２３
午後５時〜７時

小雨決行

ポップコーン
無料サービス
※イダナカタイムス
「引換券」
必須

カブト虫プレゼント
※カブトムシは小学生以下限定

すず虫プレゼント
涼しい畳グッズ
●不動産のプロだからこそ話せるお金の話や
お客様の疑問にもしっかりお応えします。

かぶと虫プレゼント
！

ご説明いたします。

涼しい和菓子を召し上がれ。

焼き鳥
一本￥100

キッチンカー出現！

イダナカ「夕市」

店舗前

シューケット

フリマ､出店します。
イダナカ夕市では
フリーマーケットを開きます！
是非、お立ち寄りください。

７月２３日
（土）
午後５時から
ＪＡセレサ川崎 住吉支店前で
このサービス券１枚につき１個
ポップコーンをプレゼント
！
ただし、数に限りがあります。
ご了承ください。
サービス券は当日のみ有効です。
強風や大雨の場合は中止となります。

info@idanaka.com

チョコバナナと冷やしパイン
ヨーヨー釣り
BBQ（黒毛和牛、松坂ポーク、自家製ソーセージなど）
シューケット＆ピザ

ぷるぷるトロトロ
ゼリーに
ジェラートのせ

風鈴ピック＆風車ピック
い草クッション
焼鳥＆ドリンク

ポップコーン
無料サービス券

キッチンカー

スカッシュ＆ハム盛り
夏の風景写真を
イダナカのホームページに
掲載しませんか？
井田の地域の風景であれば､なんでも構いませ
ん、。井田山や江川せせらぎ遊歩道でも構いませ
ん。素敵な写真を待っています。
応募方法
井田中ノ町商栄会ホームページのお問い合わせ
フォームからペンネームを記入して、ご応募くださ
い。届いた順に掲載します。秋口まで待っています。

井田中ノ町商栄会についての
ご質問、
ご意見、
ご要望は
公式ウェヴサイトの「お問い合わせ」から
お気軽にメールしてください。

http://idanaka.com/

スーパーボールすくい
型抜き
フリーマーケット
日本酒＆ウイスキー･ハイボール
ノンアルコールサイダー

夏休みが始まって最初の土曜日、
井田中ノ町商店街では
毎年イダナカ「夕市」を開催していました。
ところが、にっくきコロナの猛威で
二年に渡って中止。
せっかく楽しみにしていただいていたに。
…でも今年の夏は、開催します。
規模は小さいかもしれませんが
感染対策をきちんとやって
お馴染みのポップコーン無料配布や
カブトムシのプレゼントなど…
加盟店の有志による
素敵なサービスや屋台も出ます！
ぜひ、マスクをしっかり着用して
お出かけください！！

店舗前

鈴虫
プレゼント

小学生以下限定

カ ブトム シ
プレゼント

﹁虫カゴ﹂
を必ずご持参ください︒

イダナカ「夕市」

イダナカ「夕市」

イダナカ「夕市」

店舗前

イダナカ「夕市」

店舗前

JA 前

イダナカ「夕市」

JA 前

イダナカ「夕市」限定販売

数に限りがあります。
なくなりしだい終了となります。
ご了承ください。
お子様は保護者が
お付き添いでお願いいたします。

★シューケット（店頭で販売します）

一口サイズのシュークリームに
カスタードクリームを詰めました。

写真はイメージです。

▲▼写真はイメージです。

▲▼写真はイメージです。

「虫籠付き」
でお渡しします。

「ヨーヨー釣り｣の
出店もやります！

数に限りがあります。
なくなり次第終了となります。
ご了承ください。
お子様は保護者が
お付き添いでお願いいたします。

★ピザ（JA 前で販売します）

自家製クロワッサン生地にトマトソース、
たっぷりの具とチーズをのせて焼きました。

各種時計の分解掃除､電池交換､Ｇショックや
ソーラー電波の充電､基準セットも承ります。

写真はイメージです。

親子で楽しむ、
スーパーボールすくいと
型抜き。やります！

二級建築士事務所登録 神奈川県知事登録第11068号
建築事務許可 神奈川県知事（般-28）第53994号
宅地建物取引業 神奈川県知事（3）第264640号

大栄建設（株）元住吉店
中原区井田中ノ町8-8ゾンネンハイム元住吉101-2
TEL：044-740-9201
FAX：044-740-9210
営業時間:9:00〜18:00
定休日:水曜日／祝日/お盆/年末年始
http://www.daiei-co.com/

イダナカ「夕市」

イダナカ「夕市」

店舗前

店舗内

イダナカ「夕市」

イダナカ「夕市」

店舗前

店舗前

イダナカ「夕市」

JA 前

写真はイメージです。

とっておきのお肉を
惜しみなく焼きます！
店頭 BBQ
★黒毛和牛
★松坂ポーク
★大山鶏
★自家製ソーセージなど

注文ごとに焙煎して出すというこだわりの珈琲
豆は店内に約７０種類ほど。一番人気はズバリ
！
フォレストブレンド。おすすめです。

フォレストコーヒー
中原区中ノ町33-1
TEL：044-754-1156
営業時間:10:00〜(※日・月は18:00close)
定休日:水曜日
http://forestcoﬀee.jp/index.html

イダナカ｢夕市｣
１７:00〜1９:00 店内開放

ＧＲＥＥＮ ＨＯＵＳＥ オリジナルのプリザーブドフラ

★風鈴ピック ￥４４０

ドリンク各種（テイクアウト可）
★スカッシュ
★ビール
★サングリア…

おつまみ各種

★ハム盛り
（鶏･鴨･ロース）
★ローストポテト
★アヒージョ…

ペルルドゥヴェール
中原区井田中ノ町25-3
TEL：044-863-6476
営業時間:１2:00〜21:00
定休日:月曜日・火曜日不定休
（月曜祝日の際は振替営業）
https://perle-deverrecafe.business.site/

無添加の美味しいパンを
召し上がれ。

イダナカ「夕市」

店舗内

★店頭

富山の酒蔵･若鶴酒造さんを招いて､
日本酒＆ウイスキー･ハイボール店頭販売。

★JA前

佐賀の銘酒｢七田｣
（天山酒造）の仕込み
水でつくったノンアルコールサイダーの販売。

ワーをＦＬＯＷＥＲ ＡＬＢＵＭで紹介しています！
是非ご覧ください！既製品も取り扱っております。グ
リーンハウス元住吉店ではオリジナルのフラワーア
レンジメントや観葉植物などを販売しています。

たけくま酒店 元住吉店

グリーンハウス 元住吉店

中原区木月3-10-17
営業時間:平日 13：00〜19：30
土日祝 11：00〜19：00
定 休 日:水曜日
https://takekuma.co.jp/

イダナカ｢夕市｣には
キッチンカーで
出店します！お楽しみに！

★風車ピック ￥２２０

イダナカ「夕市」

中原区木月3-10-1
TEL：044-433-3205
営業時間:10：00〜19：30
火曜のみ１０：００〜１８：３０
定休日:年中無休（年始は４〜６日から営業）
http://www.k-greenhouse.com

イダナカ「夕市」

店舗前

店舗前

チョコバナナ

冷やしパイン
写真はイメージです。

夏祭りの風物詩、
チョコバナナと
冷やしパインを
販売します。

TOCCO
中原区井田中ノ町９-３
TEL：044-789-9300
営業時間:10：00〜19：00／
日曜・祝日10：00〜18：30
定休日:水曜日
http://tocco9300.com

平日にご利用できる 割引券

￥100 OFF
平日のみ､お買い物の総額から
100 円の割引を
させていただきます。
有効期限 :2022 年 12 月末日

ひまわり児童デイサービス元住吉は、小学生から
中原区木月 3-10-20 永塚ビル 1F
TEL:044-863-6554
営業時間 10:00〜19:00
定休日 月曜日･火曜日
http://www.ripple-motosumi.jp

高校生までの障害を持つ子供達が毎日楽しく活動

ひまわり児童デイサービス 元住吉

しています。家族の中で過ごすようなリラックスし 中原区井田中ノ町26-4 1F
た環境の中で将来の自立に向けた生活習慣の習 TEL：044-750-9037

学校がある日：下校時間〜１７：３０

得をサポートしていきます。見学や体験はいつでも 学校が休みの日：１０：００〜１６：００
大歓迎です。
是非お気軽にお問い合わせください。 定休日：日曜・祝日

イダナカ｢夕市｣
焼き鳥とドリンク
販売します！
！

やきとりサキヤ
中原区井田中ノ町8-2
TEL：044-797-2061
営業時間:17:00〜22:00（ラストオーダー21:00）
定休日:月曜日
※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。

