
未経験者歓迎 資優 資格取者優遇 資援 資格取得支援制度 託児所完備 寮宅 寮・社宅（住宅手当）有り 長 長期勤務歓迎 週3 週3日以内の勤務OK 短 短時間勤務可能 フルフルタイム勤務可能 ママママ応援 車通勤可 食事付き・食事補助付き 転無 転勤なし

資優 資援 長 フル 転無

プライベートを充実させたい方の
応募大歓迎!!

大和コウケン 株式会社 0247-77-2892
〒963-4611 田村市常葉町堀田字八升栗67-6

18～50歳(長期勤続によるキャリア形成の為)
8:00～17:15(休憩75分)
日曜・祝日 他、完全週休2日制
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通
費支給、作業服支給、賞与年2回あり、有給休暇あり、
資格支援制度あり、退職金制度あり、社員旅行あり
（2年に1回）、各種資格手当て、その他手当てあり
「たむらいふ」を見たとまずはお気軽にご連絡ください。
【応募連絡先】 0247-77-2892
Mail：myoshida460＠gmail.com 担当/吉田

資

休
待

応

時

田村市
常葉町

正 ①土木工事の補助作業
　重機の操作（有資格者）

正 ②鉄骨の加工溶接塗装作業 ②月給180,000円～270,000円※

正 ③造作大工 ③月給180,000円～270,000円※

①月給180,000円～270,000円※

完全週休２日＆
残業ほぼナシ!!

※月平均労働日数 20.6日

地域の皆様から愛され、高い信頼を
得ている当社で一緒に働きましょう！

0247-62-3600

転無資優 長

葬祭業務
スタッフ募集

18～44歳まで（長期勤続によるキャリア形成の
為）、学歴不問
8:00～17:30（休憩90分）
週休2日制（会社カレンダーによる）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通
費支給、昇給あり、賞与年2回あり、有給休暇あり、
退職金制度あり、業務用スーツ・靴支給
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せ
ください。
【応募連絡先】 0247-62-1800 担当/内藤まで

資

休
待

応

時

田村郡
三春町

正

正

葬祭業務全般
月給152,700円～330,000円

（霊柩車・寝台車の運転、ご遺族との葬儀の打合せ、
葬儀式場の設営、物品の配達等）

株式会社 菊川屋
〒963-7765 田村郡三春町字荒町30

田村市
船引町

正

正

コンクリートブロック製造作業員
月給170,000円～220,000円※

資優 資援 長 フル 転無

活気あふれる明るい職場でやりがいのある
お仕事です。

株式会社 桑原コンクリート工業
日本産業規格適合性認証工場

0247-85-2155
【本社・製品工場】〒963-4204 田村市船引町堀越字新田236
【生コン事業所】 〒963-4311 田村市船引町今泉字鳥足371-8  

高卒以上・年齢不問、要普通自動車免許
※試用期間1～3ヶ月 （期間中 時給900円）
8:00～17:00（休憩90分）
日曜・祝日（第2・第4土曜、GW、夏季、
冬季等大型連休、会社カレンダーによる）
2020年 年間休日104日
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通費
支給、作業服支給、昇給年1回（4月）、賞与年2回、
資格支援制度、有給休暇付与、退職金共済、
社内トレーニングジム・高気圧酸素ボックスあり
「たむらいふ」を見たとまずはお気軽にご連絡ください。
【応募連絡先】 0247-81-2655  採用担当まで

資

休

待

応

時

増産につき
急募!!

道路用ブロック・U字溝・河川ブロック等の
製品製造作業全般

残業代別途支給 25％割増　
休日出勤は35％割増

体力に自信のある方大歓迎 !!

有限会社 ヤマニ建築業 0247-82-3406

転無資優 長

〒963-4316 田村市船引町芦沢字叺内前157

建築大工さん
急募！！

学歴不問、30～50代大歓迎、要普通自動車免許
8:00～17:00
日・祝他（会社カレンダーによる）
経験者優遇、各種保険完備、賞与あり、昇給あり、
制服貸与
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せ
ください。
【応募連絡先】 090-1934-9502 担当/佐藤まで

資

休
待

応

時

田村市
船引町

正

正

建築大工
日給10,000円～

田村市

その他近郊
田村郡

正 ア

正 ア

・工事現場での交通誘導　・各種イベント等、その他
・冠婚葬祭、ショッピングセンター等での交通誘導

月給151,200円～194,400円以上可　　  日給7,000円～9,000円以上可

やる気のある方大歓迎!! 週2～3日でもOK！
大型トラックドライバーも同時募集!!

株式会社 白石総合商事 ０２４７-８２-０４６８

資優 資援 長

〒963-4311 田村市船引町今泉字鳥足409-46

経験・性別・年齢不問
警備員急募 !!

学歴不問、18歳以上（警備業法による）、要普通自
動車免許
8:00～17:00 その他
日・祝、他（会社カレンダーによる）
未経験者大歓迎、経験者優遇、各種保険完備、賞与
あり、昇給あり、制服貸与、有給休暇あり、資格支援
制度あり、資格手当てあり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽に電話連絡の上、履歴書ご持参くだ
さい。 ※ドライバーご希望の方、お気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-82-0468 担当/吉田まで

資

休
待

応

時

応募資格はやる気だけ！ 未経験歓迎！
やりがい充実の外構工事員急募 !!

有限会社 箭内左官興業 0247-62-5019

転無資優 資援 長

〒963-7771 田村郡三春町大字平沢字倉之内15-1

外構工事員
急募！！

学歴・年齢不問、未経験者大歓迎、
要普通自動車免許
8:00～17:00
日・祝他（会社カレンダーによる）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、各種
手当てあり、賞与あり、昇給あり、作業服支給、資
格支援制度あり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。 
【応募連絡先】 090-8252-2706 担当/箭内（ヤナイ）まで

資

休
待

応

時

田村郡
三春町

正

正

左官工事、外構タイル工事一式
月給200,000円～350,000円

各種高待遇！ 現場作業員急募！

秀和建設 株式会社 0247-82-0052

転無資優 長

〒963-4312 田村市船引町船引字安久津58

現場作業員
急募！！

学歴・年齢不問、未経験者大歓迎、要普通自動車
免許、①土木施工管理士（1級・2級）
8:00～17:00
日・祝他（週休2日制）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通
費支給、賞与あり、昇給あり、作業服貸与、資格支
援制度あり、退職金制度あり、有給休暇あり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-82-0052 担当/吉田まで

資

休
待

応

時

田村市
船引町

正

正

①土木工事現場管理　①月給250,000円～350,000円
②土木一般作業員　②月給200,000円～250,000円

地域の健康を支えたい

船引クリニック

職場見学いつでも受付中！お気軽にご連絡ください。令和3年3月新規OPENにつきスタッフ募集！ ⬆求人詳細はこちら

住み慣れた地域で

ずっと暮らす喜びを共に

⬆求人詳細はこちら

0247-82-0137

医療法人健山会 船引クリニック
〒963-4312 田村市船引町船引字砂子田42

船引クリニック 検索 0247-82-6888

社会福祉会すみれ福祉会 特別養護老人ホーム花音
〒963-4312 田村市船引町船引字大平105-1

すみれ福祉会 検索

募集職種 ①介護職員　②看護職員　③介護支援専門員　④機能訓練指導員　⑤総務・経理
オープニングスタッフ募集！ 職員募集説明会・見学会開催 【日時：11月7日（土）10:30～ / 場所：特別養護老人ホーム 花音（住所上記参照）】

キャリアの方、ブランクがある方、お時間のある主婦の方、未経験の方、年齢不問！
まずは、お気軽にお問合わせください。

【看護職員・介護支援専門員】
週3日でもOK（時間応相談）
空いている時間を有効活用しませんか♪

パートさん（非常勤）も同時募集！

田村郡
小野町

正

正

契約

パ

①リフォーム工事・住宅設備工事（正社員※詳細下記参照）　

②水回り機器のメンテナンス・修理（正社員※詳細下記参照）　

③浄化槽の水質検査（契約社員）　

④一般事務（パート）　

①月給260,000円～360,000円※　

②月給240,000円～340,000円※

③月給184,000円～290,000円　　

④時給850円～950円

田村地域での知名度と、お客様からの信頼度抜群の
当社で一緒に働きましょう！

①②学歴不問、年齢18～44歳くらいまで、要普通自
動車免許
※①②契約社員スタート 【危険物乙４】の資格を取
得後、正社員雇用となります。（取得費用会社負担）

※契約社員雇用給与①218,500円～276,000円、
②207,000円～276,000円

③学歴・年齢不問、要普通自動車免許
④年齢不問、PCスキル Word入力程度
①～③8:00～17:00
④9：00～18：00間の6時間程度（応相談）
※月1回以上、土曜日出勤可能な方優遇

資

時

待

応

休 日・祝他月8日以上
未経験者歓迎、各種保険完備、賞与あり（正社員は
年3回）、昇給あり、通勤手当（上限あり）、社用車あり、
作業服貸与、資格取得費用は全額会社負担
【たむらいふ】を見たと、まずはお気軽にお問合せ
ください。

0247-72-3141（代）担当/総務部  採用担当者

株式会社リフレ クシダ
〒963-3401 田村郡小野町大字小野新町字中通1

資援寮宅 長 フル ママ 転無

増員につき
スタッフ募集！！

職場やスタッフの様子がわかる自社ホームページもご覧下さい

http://www.r-kushida.com

● 正社員は、年3回賞与あり！
● 作業服（夏用・冬用）は毎年支給します！
● 必要工具類は会社支給（雨具・手袋・作業靴除く）
● 完全自由参加の社内行事・社員旅行もございます！

私たちと
一緒に

働きまし
ょう！

浄化槽の水質検査（未経験者可）

● マイペースでコツコツと業務を行いたい方に向いております。

リフォーム工事・住宅設備工事（正社員）
● チーム制ですので、未経験者でも仕事を通して成長できます。
● 体を動かして業務に取り組む方に向いております。

応募随時
募集中！

現場を通して技能を習得し、将来職長として
現場管理を目指すことも可能です！

新光建設 株式会社 0247-61-4416
転無資優 資援 長

〒963-4312 田村市船引町船引字南元町36-1

年齢・学歴不問、要普通自動車免許（AT限定不可）
8:00～17:00（休憩60分）
日曜・祝日（週休2日制、会社カレンダーによる）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通費支
給、作業服支給、昇給あり、賞与あり、資格支援制度あり、
有給休暇あり、退職金制度あり、各種資格手当てあり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-61-4416 担当/鹿又（カノマタ）まで

資

待
休

応

時

田村市
船引町

正

正

①土木作業員
②土木施工管理士（1級・２級）

月給200,000円～250,000円
月給250,000円～350,000円

未経験者大歓迎!! 主に公共事業に従事し、
職場の雰囲気も良く働きやすい環境です！

有限会社 信和創建 0247-62-8151
転無資優 資援 長

〒963-7766 田村郡三春町中町37番地1

学歴不問、要普通自動車免許、重機オペレーター（車両系建設機械）
経験者　　   8:00～17:00（休憩60分）
日曜・祝日・その他（会社カレンダーによる）
各種保険完備、交通費支給、作業服支給、現場・
精勤等各種手当あり、昇給あり、賞与あり、資格
支援制度あり、有給休暇あり、退職金制度あり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-62-8151 採用担当まで

資

待
休

応

時

田村郡
三春町

正

正

重機オペレーター 各種建設工事

月給200,000円～

重機オペレーター
募集!!

未経験者の方には一から丁寧に
指導致しますので安心してください♫

有限会社 カトウノ興業 0247-82-0578
〒963-4317 田村市船引町東部台5-77

学歴不問、18歳～50歳まで（キャリア形成の為）
未経験者大歓迎､要普通自動車免許
8:00～17:00
日・祝他（隔週週休2日）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、賞与
あり、昇給あり、作業服貸与、資格支援制度あり、
大型・中型免許取得者優遇
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-82-0578 担当/上遠野（カトウノ）

資

休
待

応

時

業務拡大の為
正社員急募！！

田村市
船引町

正

正

正

正 ①土木・建築施工管理士（1級・2級）　
②土木・解体作業員
③大型ダンプ運転士
④土木兼解体・重機オペレーター

①月給250,000円～350,000円※

②月給180,000円～280,000円※　
③月給200,000円～280,000円※　
④月給200,000円～300,000円※

※月/23日出勤の場合　

転無資優 資援 長資優 資援 長 転無

学歴不問！ 現場作業員急募！！

有限会社 中野土木 0247-62-1226
〒963-7704 田村郡三春町熊耳字天王前59-1
URL https://www.nakano-doboku.com

現場作業員
急募！！

年齢18～55才、学歴不問、要普通自動車免許
8:00～17:00
日・祝・社内カレンダーによる
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通
費全額支給、賞与あり、昇給あり、制服貸与、資格
取得支援制度あり、有給休暇
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合
せください。
【応募連絡先】 0247-62-1226 担当/採用担当まで

資

休
待

応

時

田村郡
三春町

正

正

①施工管理士
②土木作業員

求人募集動画▶

①月給240,000円～
②月給240,000円～

田村市
大越町

正

正

現場作業員  建設現場やプラント工事等の修繕に伴う足場組立業務

日給7,000円～15,000円  ※月給350,000円以上可！

お仕事に必要な資格取得費用は
全額会社が負担致します！

株式会社 SOUKEN 0247-73-8846
〒963-4111 田村市大越町上大越字水神宮155-3

18歳～59歳、要普通自動車免許（AT限定可）
必須：足場の組立て等作業従事者、フルハーネス型
安全帯使用作業
※上記2種の資格が無い方、入社後に全額弊社負
　担で取得して頂きます。
8:00～17:00（休憩60分）
日曜・祝日（週休2日制、会社カレンダーによる）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通費支給、作業服支給、
昇給あり、賞与あり、資格支援制度あり、有給休暇あり、社用車通勤あり
「たむらいふ」を見たとまずはお気軽にご連絡ください。
【応募連絡先】 0247-73-8846 または 080-6050-3365  担当/八木沼(ヤギヌマ)

資

休
待

応

時

“ ”と“まじめ”
採用条件は

“やる気”と“まじめ”

資優 資援 長 転無

モノづくりで感動を！ 求む！ 若い力！

0247-82-2278

建築現場
作業員急募！！

学歴・年齢不問、未経験者大歓迎、
要普通自動車免許
8:00～17:00
会社カレンダーによる
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通
費支給、賞与年３回あり、昇給あり、作業服貸与、
社用車貸与、資格支援制度あり、退職金制度あり、
有給休暇あり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-82-2278 担当/採用担当まで

資

休
待

応

時

田村市
船引町

正

正

建築現場作業員
月給180,000円～250,000円

株式会社 柳沼板金店
〒963-4316 田村市船引町芦沢字城ノ内43

転無資優 資援 長



未経験者歓迎 資優 資格取者優遇 資援 資格取得支援制度 託児所完備 寮宅 寮・社宅（住宅手当）有り 長 長期勤務歓迎 週3 週3日以内の勤務OK 短 短時間勤務可能 フルフルタイム勤務可能 ママママ応援 車通勤可 食事付き・食事補助付き 転無 転勤なし

田村市
船引町

正

正

お客様の暮らしに快適、安心と信頼を
お届けし地域社会へ貢献

電気工事 ※試用期間3ヶ月あり
月給200,000円～350,000円 +各種手当て、報奨金、その他

株式会社 大平電業社 0247-82-0624
〒963-4312 田村市船引町船引字砂子田155-1

学歴不問、18歳以上※未経験者歓迎、電気工事士第
2種取得者優遇、要普通自動車免許※AT限定不可
8：00～17：00（休憩時間90分）
日・祝、他（会社カレンダーによる）
未経験者大歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交
通費支給、賞与年2回あり（業績によっては年3回）、
昇給年1回あり、有給休暇あり、制服貸与（夏用・冬
用・防寒着）、資格支援制度あり、資格取得報奨金
あり、退職金制度あり、現場管理手当て、その他各
種手当てあり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-82-0624 担当/総務部・箭内（ヤナイ）

資

休
待

応

時

明るく元気な
スタッフ募集！

転無 転無資優 長資援

田村市
滝根町

正

正

利用者様も、働くスタッフにとっても、
心地良い空間を一緒に作りましょう！

①介護職 ①月給181,300円～206,950円

②月給150,000円～②送迎運転手・施設整備（アルバイトも可 要相談）

①18歳以上、資格、経験不問、介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上　
　あれば尚可　②18歳以上、要普通自動車免許（AT限定可）
①9:00～18:00/6:00～15:00/12:00～21:00/
　8:00～17:00/17:00～翌10:00
②（月～金）9:00～18:00 （土曜）9:00～13:00
休憩60分（17:00～翌10:00のみ120分）、残業ほぼなし
週休2日制、事業所カレンダーによる（年間休日数115日）
未経験者歓迎、経験者優遇、各種保険完備、交通費支
給、作業服支給、賞与年2回あり、有給休暇あり、退職金
制度あり（勤続1年以上）、単身寮あり、託児所あり（ひら
た中央病院内）、マイカー通勤可、転勤あり
「たむらいふ」を見たとまずはお気軽にご連絡ください。
【応募連絡先】 0247-61-7550 担当/ 採用担当まで

資

休
待

応

時

無資格の方も大歓迎！
経験やブランクも不問♪
無資格の方も大歓迎！
経験やブランクも不問♪

特別養護老人ホーム さくらの里 0247-61-7550
〒963-3601 田村市滝根町菅谷字大子堂153-25

社会福祉法人 啓誠福祉会

老人ホーム内において身体介護業務等、
食事、排せつ、着替え、入浴介助、洗顔、
歯磨き、移乗や歩行の補助

利用者様の送迎及び施設整備（清掃等）

資優 寮宅 長 フル

田村市
船引町

正

未経験者大歓迎、
丁寧に指導致します!!

①土木施工管理技士・建築施工管理技士（1級・2級）

②重機オペレーター

③造作大工　

④型枠大工　

⑤土木作業員

①月給230,000円～400,000円

②月給250,000円～300,000円

③月給250,000円～380,000円

④月給200,000円～300,000円

⑤月給200,000円～280,000円

株式会社 みなみ建設 0247-82-2457
〒963-4316 田村市船引町芦沢字柏原354

年齢不問 ※経験者優遇
8:00～17：00
日・祝含む週休2日制
各種保険完備、昇給・賞与、通勤手当、有給休暇、
資格支援取得支援あり、作業服支給、退職金制度
あり、その他各種手当てあり
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せ
ください。後日、面接日程のご連絡を致します！
 【応募連絡先】 0247-82-2457 担当/佐久間まで

資

休
待

応

時

超多忙の為
正社員急募!!

転無

待ってるわん！みんなの応募

イメージキャラクター

たむにゃん
イメージキャラクター

たむわん

ママ資優 資援 転無長

令和3年3月 特別養護老人ホーム
ハッピー愛ランドたむら新規開設!!

お仕事説明会開催!!

開設準備室 0247-61-4200 FAX.0247-61-4201（受付時間 9:00～17:00）
〒963-4317 田村市船引町東部台4-284 オフィスレイワ１階 ２号室

各日、既存施設でのビデオ説明会も開催し、また午後から
面接会を実施致します。（面接会は要予約） ※説明会は私服・平服での来場可

11/7土 11/15日 12/6日 12/19土

「ハッピー愛ランドたむら」は旧椚山小学校の校舎を利用した従来型の施設（一部個室）です。
地域の方々の大切な思い出に囲まれながら、ご利用者様が穏やかにお過ごしいただけるよう
心を込めてサービスの提供に努めます。
つきましては現在職員の募集を行っておりますので、皆様のご応募を心よりお待ち申し上げます。

〒963-4317 田村市船引町東部台4-284
オフィスレイワ１階 ２号室
ハッピー愛ランドたむら 開設準備室
入居相談、その他お気軽にお問合せください！

法人キャラクター
「ふくふくちゃん」

新型コロナウイルス感染防止対策の為、
下記のご理解とご協力をお願い致します。

①３密（密閉・密集・密接）を避ける為、入場制限を行う場合もございます。
②ご来場の皆様にはマスクの着用をお願い致します。
③入場時の手指の消毒・検温を行い、37.5度以上の方や、体調のすぐれない方
のご入場はご遠慮いただきます。

④ご入場の方には住所・氏名・連絡先等の個人情報をご記入いただき万一の際
に備えます。

⑤大声や近接した距離での会話を避け、会場の換気に努めます。

https://www.happyisland.org/
北信福祉会 検索

早くて便利!
ご相談・面接の予約はコチラから▶▶▶

個別対応
致します

●たむら市民病院

★
船引

公民館
船引パーク
●

田村●
市役所

←
郡山

船引小●
288

船引駅 磐越東線

船引公民館2階ホール
10:30~11:30

場所

時間

募集職種 ②介護職員 パート ③看護職員 常勤 パート①介護職員 常勤 夜勤有 ④介護補助 パート ⑤調理補助 パート ⑥用務員 パート

リモート説明会対応中！

土日の相談・面接も随時OK！
（10:00～16:00）
必ず事前にご予約の上
お越しください！

ご応募

お待ちし
ています

【本　社】大越町
【船引店】船引町

正

正

自動車整備士 ※資格不問

月給230,000円～

職場見学だけでもOK！
在職中の方もお気軽にお越しください！

有限会社 佐藤モータース 0247-79-2045

資優 長

〒963-4111 田村市大越町上大越字上田95

自動車整備士
大募集！！！

学歴不問、要普通自動車免許（通勤の為）
【本社】8:30～17:30
【船引店】9:00～18:00
シフト制、夏季休暇、冬季休暇、GW休暇等 大型連休あり
社会保険完備、厚生年金、定期予防診断、予防接種支援、交通費支給、
賞与年2回あり、昇給年1回あり、社員旅行（2年に1回）、退職金積立制度
あり、工具用品・事務用品・制服支給
「たむらいふ」を見たと、まずはお気軽にお問合せください。
【応募連絡先】 0247-79-2045
Mail：satou-motors@lemon.plala.or.jp　担当/佐藤まで

資

休
待

応

時

た
ん
め
ん
祭
り

た
ん
め
ん
祭
り

味
噌
た
ん
め
ん 900円 850円

期間限定当店自慢の味噌に
ひき肉と野菜を合わせました！

塩
た
ん
め
ん

9種類の塩をブレンドして
“あっさりまろやか”に仕上げました♪

「たんたんたむら見た」で
麺処さとう船引店３年目突入記念!
味玉or大盛サービス！☎0247- 61- 4202

〒963 -4312 田村市船引町船引字臂曲19-1

麺処さとう 船引店

正 ア

正 ア月給230,000円～
厨房での調理、調理補助、ホールでの接客業務、製麺作業等

時給900円～1,200円

おすすめトッピング ▪味玉.....100円 ▪チャーシュー .....300円

【応募連絡先】 0247-61-4202 担当/松崎まで

店長候補＆
ホールスタッフ急募!!

安藤設備工業
〒963-4311 田村市船引町今泉字堰田158-1
TEL 0247-82-4402　FAX 0247-82-4502

田村市・三春町・小野町水道工事・下水道排水設備工事 指定店

給排水工事　給湯設備　衛生設備　
浄化槽工事　トイレ・台所・浴室等　
高齢者住宅改修工事　土木工事　
その他リフォーム工事

のことでお悩みなら
当社におまかせください！

水廻り

株式会社 

福祉用具貸与 福祉用具販売 予防福祉用具貸与 予防福祉用具販売

福祉用具貸与福島県指定事業者 事業者番号0773100698号

〒963-7756 福島県田村郡三春町南町71番地
TEL.0247-62-0373　FAX.0247-61-5333
［営業時間］平日8:00～18:00 土曜9:00～17:00
［定休日］日曜、祝日、年末年始、夏季休暇

どんなことでも構いません。
お気軽にお問合わせください！

①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等の為の、
　床または通路面の材料の変更。
④引き戸等への扉の取り替え。
⑤洋式便器等への便器の取り替え。
⑥その他①～⑤の住宅改修に付帯して
　必要となる住宅改修。

①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等の為の、
　床または通路面の材料の変更。
④引き戸等への扉の取り替え。
⑤洋式便器等への便器の取り替え。
⑥その他①～⑤の住宅改修に付帯して
　必要となる住宅改修。
詳細はお気軽にお問合わせください。

これで
安心だワン！

自己負担2万円で
20万円分の改修工事が可能です！
介護保険で適用となる【住宅改修】とは！？

知らなきゃ
損！！

0120-954-054
キューナゴヨウ オマカセゴヨウ

販売店

各種肉販売（牛・豚・トリ・ラム肉）
馬刺し・惣菜・やきとり各種

肉の専門店

伊藤精肉店（株）

グルメンチ
マスコット
キャラクター

〒963-7768 福島県田村郡三春町字渋池28
TEL/FAX 0247-62-6161

営業時間8：00～19：00［不定休］

〒963-3401 田村郡小野町大字小野新町字中通1
TEL.0247-72-3141（代）

0120-72-3141

http://www.r-kushida.comリフレクシダ 検索

▪介護用品レンタル・販売

教育事業

▪個別指導学習塾の運営
　（郡山市・福島市）

リフォーム工事事業

▪住まいのリフォーム

▪水回り・空調設備工事
▪住まいトラブルの解決

▪浄化槽の定期点検

設備工事事業

不動産事業

▪不動産所有・売買仲介
▪宅地分譲

介護事業

▪LPガス・灯油事業
▪ガソリンスタンド事業

▪オール電化
▪太陽光発電

エネルギー事業

田村の皆様にとって身近で親しみやすい相談所田村の皆様にとって身近で親しみやすい相談所

弁護士　橋本隆亮弁護士　橋本隆亮

〒963-4312 福島県田村市船引町船引字砂子田79-1
TEL.0247-61-6910

たむら法律事務所たむら法律事務所

Relife Works

新たな住生活を共に考える

DIY資材のご相談も 店舗名松本建材へ
福島県木材業者登録 第21124号 次世代照明「スカイライトチューブ」取扱店

太陽光照明 検索

〒963-4433 田村市船引町北鹿又字堂地前60-1
TEL.0247-82-3114　FAX.0247-82-3795

木 材 建 材 住設機器 リフォーム相談

〒963-4602 福島県田村市常葉町字古御門59-3

時計・眼鏡・貴金属・補聴器
カメラ・写真・無線機販売

ゼンマイ式時計の修理も承っております

平沢時計店平沢時計店平沢時計店
0247-77-3058

総合建設業

〒963-4312 福島県田村市船引町船引字平舘75-2
TEL.0247-82-0336 FAX.0247-82-0364

有限会社  光栄建設

TEL.0247-82-2802
〒963-4312 田村市船引町船引字中島19-1

〒963-4433 田村市船引町北鹿又字沼ノ下121-261-2
TEL.080-8216-4714　FAX.0247-61-7548

オーダー
家具制作

店舗什器
制作Always want to modest.

菅野木工店
～思いを形にするお手伝い～

お持込みの材料も加工致します。
お気軽にご相談ください。


