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井田中ノ町商栄会の
公式ウェブサイトをご覧ください。

名前がきまったよ。
「いだるん」です。
ヨロシク！
！

Vo.23
冬号

ToccoのXmasチョコケーキ

いつか夢見た絵本のケーキ
スノーマンはレアチーズ

ご予約いただいたお客様には
ジェラート100円引券プレゼント

▲レアチーズのスノーマン

Tocco

井田中ノ町９-３
TEL 044-789-9300
Open.10：00〜21：00
日曜・祝日 10:00〜20：00
休：水曜日
年末：12月31日 19：00まで営業
年始：1月1日10:00〜18：00
1月6日より通常営業
http://tocco9300.com/

ご予約受付は12月15日
（金）
まで。
数に限りがありますので
予定数になり次第
受付終了させていただきます。

DIVIN のノエルショコラ

ダーク・ミルク・ホワイト３種類の
チョコレートを使ったXmasケーキ。
アルコール不使用なので
お子様からお年寄りまで
安心して召し上がれます。

パティスリー ディヴァン

井田中ノ町26-9
TEL 044-767-8775
Open.10：00〜20：00
休：不定休
年末：12月31日18：00まで営業（予定）
年始：1月５日より通常営業（予定）

ご予約受付は12月13日
（水）
まで。
数に限りがありますので
予定数になり次第
受付終了させていただきます。

Rippleのシュトーレン

Xmasには欠かせない
ナッツやドライフルーツを
練りこんで焼いたドイツのお菓子。
本場の味を日本人の
好みに合わせてアレンジしました。

Diamonds for Xmas 12/25までセール
Ripple

ご予約受付は12月10日
（日）
まで。
数に限りがありますので
予定数になり次第
受付終了させていただきます。

木月3-10-20永塚ビル１F
TEL 044-863-6554
Open.10：00〜19：00
(完売次第閉店)
休：月曜日・火曜日
年末：12月29日 19：00まで営業
年始：1月6日より通常営業
http://www.ripple-motosumi.jp/

揺れるジュエリー
Dancing Stone

クリスマスのプレゼント、
成人式のお祝いに。
揺れるジュエリーが人気です。

つだとけいてん

井田中ノ町33-2
TEL 044-766-6022
Open.10：00〜19：00
休：毎週木曜日・第三水曜日
年末：12月31日まで通常営業
年始：1月5日より通常営業
http://jeweltsuda.la.coocan.jp/
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年末年始のご挨拶。お持たせに
地元の名が入った御菓子が
大変人気です。
今 宵は ︑上 質 なお肉で
至 福のひととき を ︒

川崎市名産品認定御菓子

おなじみ、
「松柏堂」のし餅。
ご予約受付中。
ご予約受付は12月29日
（金
お渡し日：12月30日

ローストビーフ用A-5ランク和牛肉。

）
まで。

松柏堂

井田中ノ町4-2
TEL 044-766-5937
Open.9：00〜19：00
休：水曜日
（都合で変更あり）
年末：12月31日 19：00まで営業
年始：1月1日より通常営業

「和牛」
とは日本古来の牛の品種で
「黒毛和種」
「褐色
和種」
「日本短角種」
「無角和種」
の純血牛のみに限ら
れる名称です。 黒毛和牛は、
日本古来の食用牛で優
れた肉質や豊潤で見事なサシが特徴です。
そして食肉
牛の中で最も味が良いとされます。肉質は、
「きめ」
が細
かくて柔らかく、鮮やかな紅赤色をしています。
ぜひお試
しください。数に限りがございますので、
ご予約ください。

予約無し。
数量限定のため
お一人様、
1グループ1本でお願いします。

正木屋精肉店

井田中ノ町8-1
TEL 044-766-3239
Open.9:00〜20:00
休：日曜日
年末：12月31日まで営業
年始：1月6日より通常営業

お米 屋さんの
﹁のし餅 ﹂︑
ご 予 約 受 付 中！

世 界が認める﹁ 鍋 島 特 別 純 米 酒 ﹂

720㎖:1,328円（外税）

世界最大規模、最高権威のインターナショナ
ルワインチャレンジ
（I.W.C）2011年「鍋島大
吟醸」
が日本酒部門にて総合チャンピオンに輝
き、世界が認める佐賀県を代表する銘酒となり
ました。鍋島のレギュラー、特別純米酒です。穏
やかな香り。透明感のある味わい。冷やして〜
お燗まで楽しんでいただけます。

すき焼用A-5ランク和牛肉。

1.8ℓ:2,654円（外税）

サイズ約450mm×300mm（2.9kg）

（株）石澤酒店

木月3-10-17
TEL 044-411-7293
Open.9：30〜20：30
休：毎週水曜日・第一・第三火曜日
年末：12月31日 20：00まで営業
年始：1月6日より通常営業
http://www2.odn.ne.jp/˜had02820/

はやしや米店

井田中ノ町33-4
TEL 044-766-2354
Open.9：00〜20：00
休：日曜日
年末：12月31日17：00まで営業
年始：1月6日より通常営業

ご予約受付は12月23日
（土）
まで。
数に限りがありますので
予定数になり次第
受付終了させていただきます。
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笑顔をもっと素敵に。
あなたの歯、白く美しくしてみませんか？

日曜診療・平日夜9時まで診療

注）詰めや被せ物など人工物、神経をとっている歯は白くなりません。ご相談ください。効果には個人差があります。

要予約。施術には90分ほどお時間を
いただきます。
ご予約受付は12月10
日まで。数に限りがありますので予定
数になり次第受付終了させていただ
きます。11月27日〜12月25日の月・
火・木・金13：00〜18：00までの時
間の施術実施に限り１回16,000円
⇒10,000円。

奈里歯科医院

中ノ町26-3メゾン中ノ町1F
TEL 044-271-7771
Open.月・火・木・金9:30〜21:00
土・日 10:00〜17:30
休：水曜日．祝日
年末：12月29日 21：00まで診療
年始：1月7日より通常診療
http://www.nari-dental.jp/

クリスマスの「イダカフェ」は、
スペシャルレコード鑑賞会。

「オールA塾」は、
お子様の輝きを支援します。
生徒ひとりひとりによりそう個別指導

オールＡ塾は、
アクティブラーニングとよばれる
「学びの楽しさ」
を重視した学びを用いることで、
勉強が苦手な子、不登校になってしまった子な
どの支援を行う個別指導塾です。
ただ単に、勉
強を教えるだけでなく、生活支援も行っていま
す。
お子様ひとりひとりと向き合い、
その子の輝
きを支援する新しいタイプの個別指導塾です。

▲レゴを使った日本地理の学習

この1年間、本格ジャズコレクターが中古レコー
ド店を歩き回り発掘した貴重盤からセレクト。
そ
のスペシャルレコードの鑑賞会です。
ジャケット
を見て、演奏を聴いて、
これぞ垂涎盤！と思った
ら、
あなたもきっと手に入れたくなるかも。
また、
当日各自持ち寄ったレコード、CDもご披露して
いただき、楽しい雰囲気で、語り合いませんか。

音友レコード倶楽部

クリスマススペシャルレコード鑑賞会
13：30〜16：30
12月24日
（日）

・参加費：￥500 ・飲み物：￥500（クッキー付）

オールA塾

井田中ノ町21-9１F
TEL 044-982-9173
Open.14：00〜22：00
年末：12月29日 22時まで授業
年始：1月9日通常授業
http://all-a-zyuku.com/

イダカフェ

井田中ノ町33-9
ご連絡 info@idacafe.com
休：年中無休
http://ida-cafe.com/

▲井田中ノ町商栄会加盟店様へのインタビュー

【無料サービス】

セラミドジェルで肉球マッサージ

ルル ドッグ トリミングの「肉球祭」 プルプル肉球へ復活‼

12月22日まで受付
ご来店時にお申し付けください♪

年末年始、髪の装いは
お早めにご予約ください。

Hair-room 波照間

Lulu dog trimming

井田中ノ町8-1
TEL 044-797-5692
Open.
10:00〜18:00 パーマ・カラー
10:00〜19:00 カット
休：火曜日
年末：12月30日まで営業
年始：1月5日より通常営業
http://www.hateruma.info/

井田中ノ町4-2
TEL 044-750-8989
Open.10：00〜18：00
（トリミング終了まで）
休：水曜日
（不定休あり）
年末：12月30日13：00まで営業
年始：1月７日10：00より通常営業
http://www.lealino.com/

他店にないおいしさは︑
たこ焼だけではあ
りません︒
あほや名物﹁ぺちゃ焼﹂︵商標登
録済︶
はＴＶ番組でも紹介された人気メ
ニューです︒
井田中ノ町3-3
TEL 044-948-4536
Open.11：00〜23：00
休：水曜日
（不定休あり）
年末：12月31日20：00まで営業
年始：1月3日より通常営業
http://www.ahoya.net/index.html

ご記入ない場合でも本券とお餅を交換します。※裏面をご覧ください。

日頃より井田中ノ町商栄会をご利用頂き誠にありがとうございます。
今後の商店街活動の企画運営のため、
ご来場のみなさまのご意見を参考にさせていただきたいと思います。

キリトリセン

だしがきいたふわとろのたこ焼
ペチャ焼は大人気︒

たこ焼 あほや

アンケート（お客様感謝デーのお餅と交換にお渡し下さい）

●下記該当項目に○をして下さい。
また、
ご意見ご希望をお書き下さい。
Ｑ.お住まいはどちらですか？
・井田 ・井田中ノ町 ・井田三舞町 ・井田杉山町 ・下小田中 ・木月
・木月伊勢町 ・木月大町 ・木月祇園町 ・木月住吉町 ・蟹ヶ谷 ・明津
・子母口 ・日吉 ・日吉本町 ・その他（
）
Ｑ.性別 ・男性 ・女性
Ｑ.年代 ・10代 ・20代 ・30代 ・40代 ・50代 ・60代 ・70代 ・80歳以上
Ｑ.井田中ノ町商店街にあったらいいなと思う店は？
Ｑ.今春大盛況だったイダナカアカデミー。
どんな講座がご希望ですか？
・料理・お菓子作り・不動産、相続 ・医療・介護関連 ・写真、陶芸 ・ペット
・その他ご希望の講座や教室があればご記入ください。
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決定

※記事掲載店舗

顔：井

イダナカのキャラクターの命名投票を行い
ました。
「いだっち」
「いだっぽ」
「いだるん」
の
中から気に入った名前に投票、
お礼に大人
も子どももお菓子をプレゼント。投票結果
は、総数877。最多得票数356票を得た
「い
だるん」に決定しました。投票にご協力いた
だいた皆さまありがとうございました。
イダナカ商店街の「いだるん」
をどうぞよ
ろしくお願いします！

●グランドメゾン元住吉
マンションギャラリー
西公園

お腹：田

元住吉 井田３丁目 新築分譲 ６棟現場

キディ元住吉・川崎

しっぽ：中

井田中ノ町
南公園

台風の影響で朝から続く雨の中、数日前
からお菓子を準備していた参加店。子供た
ちが来てくれるかどうかの心配をよそに、
イ
ベントを待ちわびた子どもたちやご家族連
れが、傘をさし大きな袋やかぼちゃのバケ
ツを抱えイダナカ商店街にやってきました。
残念ながら昨年大好評だった「青空フリ
マ」や音楽イベントは中止になりましたが、
商店街テントでは、一年かけて取り組んだ

お
買

いだるんです！

。
す
〜

私の名前は、

楽しくなる
「い
ルン」
だる
ルン
ん
が「
」で
物
い

価格帯（税込）4,２80万円〜4,380万円
坂はありません！平坦！

スーパーライフ徒歩５分
セブンイレブン徒歩４分

Lulu 〜dog trimming〜 ●

有限会社ステップハウス
川崎市立井田小学校

●交通：東横線 元住吉駅・日吉駅 徒歩２２分 ●土地：65.0㎡〜76.7㎡ ●権利：所有権 ●建物：100㎡〜102.0㎡ 木造３階建て
●完成予定：平成30年3月予定 ●現況：建築中 ●取引態様：媒介

井田中ノ町8-4
TEL 044-751-1118
Open.9：30〜20：00
休：水曜日
年末：12月27日 まで営業
1月5日より通常営業
http://www.step-h.net

正門

１．
キッチン北側にもバルコニーを付けました。
非常に便利です。２．
基礎は頑強なベタ基礎で施工、
強度を格段に向上させています。
３．
地盤調査・地盤補強により、
地盤保証も１０年間付保。
断熱材・壁建材・耐震金物などもより良い物を厳選し使用しております。
４．
給湯器は２４号が標準仕様、
キッチン・お風呂・洗面の３か所給湯です。
お風呂には浴室乾燥機を設置 ５．玄関ドアは、断熱仕様で
ディンプル玄関キーで省エネ・防犯も向上！６．
全居室のサッシは高断熱複層ガラスなので非常に快適で経済的です。
７．
対面キッチンは、
食洗器・三ツ口コンロ ８．
トイレは２か所ともウォシュレットを設置 ９．
ＬＤに床暖房が付きます！

IDANAKA Thanks day

12月3日 日 12時スタート
＊雨天決行

イダナカ感謝デー

一年の感謝を込めて
今年も
搗きたてお餅を
プレゼントします！
！

おかげさまで今年もたくさんのお客様に
ご来店いただき加盟店一同深く感謝申し上
げます。
また、各種イベントは回を重ねるご
とに賑やかとなっています。
さらに、
ポスター
コンクールを始め地域の皆さまには多大な
ご協力を賜り感謝に堪えません。全国の地

域商店街の現実はご存知のように厳しさを
増しています。私たち井田中ノ町商栄会も
例外ではありません。
これからも地域の皆
さまのお役に立てるようさらに励んで行く所
存です。何卒よろしくお願い申し上げます。
井田中ノ町商栄会 会長 横山 貴

当日は販売用のお餅も
お餅をもれなくプレゼント！ ご用意しています。
大好評！
！つきたての「お餅」配ります！
！ １パック300円、
つきたてのおいしさを
ぜひ、
ご賞味ください。

井田中ノ町商栄会の
公式ウェブサイトをご覧ください。

（無くなりしだい終了となります。）

中山文具店

「いだるん」
の命名記念として
当日来場のお子様に
もれなくお菓子をプレゼント！
！

井田中ノ町
商栄会
事務所

井田小正門

お菓子プレゼント！
！

至 元住吉駅

イダカフェ

お餅の配布と
販売テント

至 ライフ

2017年12月3日
（日）12時スタートの
イベント中に限りご利用できます。 できるだけ
ただし、数に限りがありますので
裏面のアンケートに
無くなり次第終了となります。
お答えください。

「いだるん」
命名ありがとう

オールA塾

中山金物店

無料交換券

キリトリセン

つきたて「お餅」

プリベンタス
元住吉支店
住吉商工

