
2022.09.26（表）

サンセットプラザ堂ヶ島 0558-52-1122
お問合せ

伊豆トリックアート迷宮館は、不思議で楽しいアトラクションを6つのゾーンで
展開する東海地域最大級のトリックアート施設です
写真はもちろん、見る角度を変えたり錯覚を体感できます！

是非トリックアートを体験してください！

（最終入館16：00）

《 スタッフ一同、皆様のご来館を心よりお待ちしております 》

開館時間 10：00～16：30
入場料 大人1,100円 小人600円

年中年中無休無休
年中無休

3F
NISHIIZU DOUGASHIMA TRICK ART ＭＵＳＥＵＭ

しんや婦人服・バッグ
靴・紳士服

松崎・下田高校・西伊豆中学校制服
仁科小学校・仁科認定こども園体操服

TEL52-0130取扱店

10月1日■・15日■は定価の1割引！

オシャレな秋物揃いました♪

土 土

ベスト、ジャケット、コート、美脚ジーパン
秋色スニーカー、ショルダーバッグ色々

つちや時計店 田子バス停まえ駐車場あります
ＴＥＬ/ＦＡＸ５３-０１６８ 定休日=水曜日・日曜日

お電話下さい。 送迎いたします。 

●認定補聴器技能者のいるお店！！
●補聴器お買い上げくださってからのアフ
　ターケアが大事

期間／10月1日●～10日●まで土 月

●高額な補聴器がいいわけではありません！！
ご来店心よりお待ちしております

補聴器

メガネ
きこえる♪
 しあわせ♪
  よみがえる♪

みみ花ちゃん

半額セール

藤　井　塗　装

住まいのお手入れしませんか!!
建築塗装・吹付・防水塗装
防水工事・ＦＲＰ防水工事

高品質塗装
自社完全施工、特殊施工

どんな小さな仕事でもＯＫ！
親切・丁寧！

お気軽にどうぞ!

ご相談、見積り
無料!!

県知事許可（般-1）第３５９７７号
一級建築塗装技能士

ど
こ
よ
り
も

安
い
!!

TEL.TEL.5656-051516
TEL.TEL.5252-011117
TEL.56-0516
TEL.52-0117

10月
2022
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チラシ
な

���������	��		
���������	����

食欲の秋
クオリ酵華クオリ酵華で『プチ断食』『プチ断食』クオリ酵華で『プチ断食』
いつもの食事を「クオリ酵華」にするだけ
胃腸を休ませて身体スッキリ！
まずは無理なく1食置き換えから始めませんか？
【お気軽にご相談ください】

秋物入荷中です秋物入荷中です
全商品全商品…１割引割引

秋物入荷中です
全商品…１割引

1,500円均一

10/1

平馬洋品店平馬洋品店平馬洋品店 TEL.52-0237  FAX.52-0237
サンセットコイン・ぺイペイ使えます

《西伊豆町夕陽のまちTシャツ販売店》

1５土

火

土
チュニック・トレーナー・Tシャツ・パンツ

バッグ・靴・コート・宝飾・ムートン
一般医療機器（血流チェックができます）

※店は３日～５日は
展示会のため休業
　させて頂きます。

（5日は17:00まで）総合展示会開催10/４ 10:00～18:00水５
堂ヶ島

西伊豆西伊豆西伊豆町
中
華

町
中
華

町
中
華

でやろうぜ
やろうぜ

Ⓐ満腹満足10品コース
いっぱい食べたい方にボリューム満点。

Ⓑプレミアム7品コース
沢山食べれない方、おいしい物を少し。

3,000円
コース

©ミニ中華コース5品
ランチ会に

Ⓓ食べくらべコース

★カラオケやってます★（1時間／1,000円）
海賊焼＋塩かつおうどん＋ミニ肉丼

1,500円
コース

河津屋河津屋でやろうぜ！！河津屋河津屋でやろうぜ！！河津屋でやろうぜ！！

婦　人　服
服飾雑貨

伊豆漁協田子ストア前い し の TEL 53-0131

オシャレの秋 到来オシャレの秋 到来オシャレの秋 到来
ジャケット・ベスト・チュニック・カットソー・パンツ
9月30日●・10月1日●1割引金 土

★予約・問い合わせ★

事業承継無料個別相談会
こんな悩みありませんか？

日　時／10月 7日（金）13：00～15：30
　　　　11月14日（月）9：30～12：00
会　場／西伊豆町商工会館２階会議室
相談員／中小企業診断士仲原真澄氏

●後継者にゆくゆくは商売を譲りたいが何から始めたら良いかわからない。
●色々な支援策があると聞くが具体的なものがわからない。
●誰かに商売を譲りたい。
●自分の代で商売を止めるが店舗や設備がもったいない。

西伊豆町商工会 TEL.52-0270まで

このような問題を
『専門家』が
アドバイスします。

予約制と
なります

田子 1521

TEL 53-0175
田
子まつおか商店毎日が

美容相談日
朝9:00～夕方6:30

（日・祝日は朝9:30～夕方6:00）

駐車スペース㉖

削減できます
0円からスタート

も ひき上げ力

改良ポイント提案を、
毎日コツコツ続けて
いただけますと！！

今月のおすすめ食品
毎日コツコツ続けて
効果を楽しんで下さい

エフビットでんき
（本社京都）

静岡営業所
（松岡光生）

・工事費不要
・直接説明いたしますTEL.075-672-4111 TEL.0558-36-3587

電気料金見直しの
お手伝いをします

ザ・ギンザ パーラーより栗のチーズケーキ（秋限定）が届きました。（3コ入￥999）

資生堂研究所が見つけた黒ジンジ
ャーの力、腸管を修復して有効な
成分で毛細血管を丈夫にしながら
全身に届けます。だから顔までス
ッキリ！ 10月21日発売                 
　　　　　（1ヶ月分）　ご予約を！税

込\11,340

ベネフィーク
リフトサーキュリスト
　　＜タブレット＞（180粒）（180粒）

ベネフィーク
リフトサーキュリスト
　　＜タブレット＞（180粒）

メイクアップでメイクアップでメイクアップで

タルミスッキリ
お助けタブレット

★眉毛の描き方でスッキリ
★ほほ紅のさし方でスッキリ
★ファンデーションのつけ方でスッキリ

ベネフィーク リュクス
フォルミングパクト
＜ファンデーション・おしろい＞

税
込\7,700

税
込\6,600

もうすぐ外せるマスク
気になりませんか？ほほのタルミ
もうすぐ外せるマスク

気になりませんか？ほほのタルミ
もうすぐ外せるマスク

気になりませんか？ほほのタルミ

ス
のつけ方

良かったら
当店鏡の前で
メイクポイント
つかみませんか

タルミ改善
シリーズです

リュクスのセットで
毎日エステ！

リュクスのセットで
毎日エステ！

毎日
効果

資生堂研

ベベ
リリ

たらたらたらたらららら
の前での前での前の前の ででのの前前前ででででで
イントトイイインインイイントントンントトトトトトト

かませんかかかませせんせんんんかんかかかかかかか

トででのセックススクク トトののセセリュリュクスクスクスのセのセのセ トットットででで
テス毎 エススススエス毎日エステ！

税
込\6,600～税

込\12,100

下地クリーム



2022.09.22（裏）

令和4年10月5日から
※産業によって、特定最低賃金が定められているものがあります。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

年齢に関係なくパートや学生アルバイトを含め、
すべての労働者に適用されます。

賃金が最低賃金以上になっているか、
確認してみましょう。

必ずチェック最低賃金！
使用者も、労働者も。

もう、チェックした？
静 岡 県

最低賃金

9 4 4 円
時間額

厚生労働省
静岡労働局

秋・冬物秋・冬物 続々入荷中！！！！続々入荷中！！
あなたに合った素敵なアイテムをお探し下さい。

 fall clothes／winter clothes

9月30日～11月3日まで：LINEお友だち登録されているお客様限定で、お得なイベント開催中です!！ 詳しくはスタッフへ。

ＴＥＬ０５５８-５２-２２０９
営業時間10：00～19：00（平日）
　　  　 9：30～19：00（土・日・祝） 定休日：木曜日

★★★詳しくは…ホームページ★★★
http://yamamoto-kogyosho.com

整備・オイル交換など、お気軽にご相談ください。

山本工業所山本工業所山本工業所 ＴＥＬ０５５８-５２-０５６８
仁科５２１－２０自動車鈑金

塗装・整備

車の修理キズ・へこみ

真野木工所真野木工所真野木工所 ＴＥＬ０５５８-５３-０５６１
ＦＡＸ０５５８-５３-１９３６

障子
襖
網戸

貼り替え
貼り替え

《受注》 建具、家具、リフォームいたします

貼り替えは

 お早めに
！ 貼り替えは

 お早めに
！ 貼り替えは

 お早めに
！貼り替えは

 お早めに
！

貼り替え

手すりの取り付けも対応します（相談承ります）

令和4年度雇用保険料率のご案内
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

令和4年10月1日～令和5年3月31日《令和4年度の雇用保険料率》
負担者 ①

労働者負担 ①＋②
雇用保険料率

②
事業主負担 失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率（失業等給付・育児休業

  給付の保険料率のみ）

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

事業の種類

一般の事業 5/1,000

6/1,000

6/1,000

5/1,000

6/1,000

6/1,000

3.5/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

8.5/1,000

9.5/1,000

10.5/1,000

13.5/1,000

15.5/1,000

16.5/1,000

農林水産・
清酒製造の事業

※

建設の事業

小 野 サッシ小 野 サッシ小 野 サッシ ＴＥＬ０５５８-５２-２３１３
ＦＡＸ０５５８-５２-２３１２

窓やサッシで
お困りごとありませんか？

私たちにお任せください！
無料出張相談も行います。

サッシ・バルコニー・エクステリア取付工事
ガラス取替・網戸張替...等
※詳しくはホームページへ→

木の戸や
雨戸の傷み

網戸に穴が
空いて虫が
入ってくる...等

《サンセットコイン使えます》

高品質の中古車販売 ＡＩＳで安心安全です。
当社の中古車は安心と信頼のAIS第三者検査機関評価付きです。

クレジットでお困りの方、車両代・車検代分割払いをご希望の方、
当社 自社割賦にてのご相談に応じます。

高品質な中古車をおさがしの方等、お気軽にご来店ください。

ネットオークションから
ご希望のお車、探します！

【 】
松　崎　店 TEL43-0188
西伊豆本店 TEL52-2003㈲カーセンター船津

カーセンター船津 ｗｉｔｈ 茶房 ぱぴよん

茶房 ぱぴよん TEL0558-52-2339

姉妹店「カーセンター船津」の公式LINEアカウント内にて、
ぱぴよんで使えるお得なクーポン配信中！！

お気軽にお問い合わせください。

《今月のクーポン》
カツカレーがお得(*^^)v

《TAKE OUTもやっています》

毎月１回もらえます！

Lucky!

にて、
！

松崎高校・下田高校

西伊豆中学校

仁科小学校・仁科認定こども園

体操服・園服 取扱店

JA仁科支店横TEL52-0136

ファミリーファッション

かごや制服指定店

9/9/30●・1010/1●・１５● 全商品１０％ＯＦＦ金 土 土9/30●・10/1●・１５●全商品１０％ＯＦＦ金 土 土 ％
ワンピース・チュニック・ベスト・パンツ
・Bagなど、秋カラー揃ってます♪

続々入荷中で荷中です続 入々荷中で荷中です続々入荷中です秋を感じる

ファッションアイテム

https://izuhudousan.com
いつでもお気軽にお電話下さい困った家・土地

終活、遺品整理、片付け等、ご相談承ります

【無料相談】【無料相談】【無料相談】家や土地を売りたい・貸したい方

（チラシへの掲載は相談に応じます）

捨てる前にお電話下さい！不用品買い取ります！！

TEL.52-2111
相談無料 伊豆の不動産屋さん株式

会社
静岡県知事（1）14592
仁科 521-166

※不動産販売方法は相談に
　応じます。秘密ＯＫ24時間対応します

リサイクルショップラーメンラーメンラーメン 買取専用090-2611-1505
24時間対応します

TEL 52-2008

賃
貸
物
件

■松崎町宮内　　 　　　 貸　家  　　　 120,000円／月（敷金1ヶ月／礼金1ヶ月）（仲介）

■西伊豆町宇久須　 　　 貸　家                  35,000円／月（敷金無／礼金1ヶ月）P1台付・畑付（仲介）

売　

物　

件

■松崎町松崎（売家） 750万円 土地／137.19㎡／建物／1F：90.64㎡ 2F：16.56㎡ P3台付 4DK（仲介）

■松崎町伏倉（売家） 380万円 土地／148.50㎡／建物／1F：74.36㎡ 2F：39.66㎡（他）田畑、山林、相談（仲介）

■西伊豆町浮島（売家）   1,400万円 土地／95.96㎡／建物／1F：52.57㎡ 2F：49.26㎡（仲介）

■西伊豆町田子（売家） 650万円 土地／78.82㎡／建物／1F：51.27㎡ 2F：47.13㎡ 海望む P1台付（仲介）

■西伊豆町田子（売家） 100万円 土地／145.71㎡／建物／66.11㎡ 令和２年12月リフォーム（仲介）

■西伊豆町堂ヶ島（売家） 30万円 土地／120㎡／建物／44.72㎡（仲介）

■南伊豆町子浦（売家） 290万円 土地／59.5㎡／建物／1F：33.65㎡ 2F：29.2㎡ P1台付（仲介）

■松崎町雲見入谷（売家） 390万円 土地／119.78㎡／建物／母屋：84.44㎡ 物置：33.12/33.94㎡ 浴室：9.72㎡（仲介）

■松崎町那賀（売家）　　　 580万円 土地／400㎡／建物／62.80㎡（仲介）

■伊豆市小下田（売別荘） 2,500万円 土地／4,398㎡／建物／1F：130.98㎡ 2F：95.20㎡ 3F：51.07㎡ アンティーク家具付（仲介）

■松崎町雲見（売旅館） 3,980万円 土地／195.27㎡／建物／1F：167.46㎡ 2F：229.25㎡ 3F：74.52㎡（仲介）

■西伊豆町田子（売地） 200万円 土地／224㎡ 海望む（仲介）

■西伊豆町田子（売地） 800万円 土地／746.57㎡（仲介）

■西伊豆町築地（売地） 100万円 土地／272㎡（仲介）

■西伊豆町宇久須（売地） 250万円 土地／208.25㎡ 旧国道三滝遊歩道口バス停前 角地（仲介）

■松崎町宮内（売地） 2,500万円 土地／1,156.35㎡（仲介）

■松崎町松崎（売地）　　  480万円 土地／312.9㎡（現況 駐車場）（仲介）

■伊豆市土肥（売地）　　  980万円 土地／172.50㎡ 国道沿い 静岡銀行横 P1台付（仲介）

（賃貸物件）【全物件要保険加入】

売家・空き家 探しています

金・プラチナの値が上がっています！
ラジオ・無線機・ステレオ・楽器等


