贈る風味の
ごあいさつ
食欲の秋です！
！
旬の刺身色々…
─本日全品1割引！
！─

魚 のか ね こま

電話3351-4306 FAX3351-4314

食欲の秋のお買い得品

各医療機関の処方箋を
受け付けております。
どうぞ、ご利用下さい。

キズ海苔………………1帖 180円〜
高級海苔の切り落とし 1袋 390円
三重県産 あ お さ……1袋 390円
とり胡麻そぼろ佃煮
1袋500円の所

焼立てを
お届けします

甘栗太郎

フリーダイヤル 0120-259-021

350円

（
）
3351-5607 浜 善
四谷2丁目発展会 9/26 第18号
お茶と海苔の専門店

営業時間／月〜金 9：00〜19：00
土 9：00〜14：00 日・祝＝休業

新宿区四谷2-4 TEL.5369-9021 Fax.5369-9280

甘

2016年

和菓子販売

寛永２年
（1625）
に加賀金沢で創業以来、森八は菓
子づくり一筋に歩み続けてまいりました。
日本３大銘菓「長生殿」
をはじめ「千歳」、
「 羊羹」
などの
伝統の逸品や、熟練職人が一つ一つ手造り仕上た季節
の生菓子など、金沢の本店と変らぬ品揃えと、真心のこも
った接客で皆様のお越しをお待ちしております。

栗

太

郎

検索

地方発送も承ります。ご注文は、電話・FAX・インターネットでどうぞ。

（

四谷密着宣言！
！

）

住宅、
ビル建築・リニューアル工事
テナント、不動産相談等
何でもお気軽にお電話ください。

☎

5361-8131
TEL.03-3357-1612
FAX.03-3357-9501

東京森八

株式会社

新宿区四谷２−９
TEL 03-3353-6741 FAX 03-3353-6672

四谷大通り四谷小学校入口前

四谷2丁目発展会 http://www.yotsuya2.com/

http//www.kiritansu.co.jp
腰痛、肩こり、ひざ痛、神経痛、
関節痛、捻挫、その他種々の痛
みお気軽にご相談下さい。

YPCビルディング
四谷中央法律事務所

地域とのふれあいを大切にし、
皆さまの幸せに貢献いたします。

各種健康保険取扱い

㈶環境優良車普及機構

年金受取・各種ローン等お気軽にご相談下さい。
TEL.03-3359-3781 FAX.03-3359-5785
URL http://www.daiichikanshin.com/

老 、福 、老保、国保、社保、
その他

四谷2丁目 交差点
（四谷小学校入口）
かど

3359-6031

和洋裁用品
衣料品、袋物

受付時間 AM9：00〜PM7：00
（土曜5：00まで）
、
日、祭、休
美味しい牛たん焼きで、一杯いかがですか…

たん焼

忍

たん料理と旬の野菜を味わってください。
皆さまのお越しをお待ちしております。

三栄町16番地

TEL.3355-6338

●北の味紀行と地酒
広大な
た
け
つ
見
で
北の大地
宝物。
海の大地の

北海道四谷店

東急スティ2F

TEL.5363-1851

勉強の親玉

和菓子販売
株式会社

東京森八

新宿区四谷2-9
TEL03-3353-6741

☎3351−6711

☎03-3357-5239

お直し・和服リフォーム
お仕立て・フランス刺繍
輸入雑貨・小物
新宿区河田町4-10 大柿ビル1F TEL & FAX 03-3351-5272

和風居酒屋/焼き鳥/居酒屋、
ビアホール

暖呑酒場 もやん

お口のホームドクター

☎ 5 2 6 9−8 3 3 8
若葉1−13 オタカビル2階

タムラタイチ

酒と料理

ラパン

新宿区三栄町18番地

検索

酌葡哩

区民葬取扱店

四谷

串焼類も
安くて嬉しい♪

☎6380-1503

津乃国屋

新宿区四谷2-13 津乃国屋ビル1階
（四谷税務署入口）
TEL. 3351−0403
（夜間も可） FAX. 3226−6738

森田屋ビル2F TEL.3358-0656

お試しになりませんか。

http://www.yotsuya-tsunokuniya.com/

有限会社 光タイヤ

カレーうどん食堂 のら豚屋

自動車タイヤ販売

大阪は草部（くさべ）
より参りました、手打ちうどん専門
店「のらや」
です。
「初めて来たのに懐かしい」雰囲気に
満ちた店内。
カレーうどん食堂「のら豚屋」
は、
のらやが
プロデュースするカレーうどん専門店。自慢の豚肉と逸
品のカレーうどんをお楽しみください。

スーパーカーから人力車のタイヤまで、技術と安
全をお届けして、四谷で半世紀。多くのユーザー
に信頼されているタイヤの専門店。世界のタイ
ヤとホイールを取り扱っておりますので、愛車の
タイヤの事なら、いつでもご相談をお待ち致して
おります。社用車のタイヤ管理もお任せ下さい。
都内でも数少ない最新の整備機器で最高のサ
ービスをご提供致しております。

※草部うどん／大阪南部、堺の草部という地で発祥
の、もちもち感が好評のおうどんです。

ヘアーサロンＭ

月曜休業

地階 YPCビル管理室

TEL 03 (3357)1557

タムラタイチ歯科診療所

髪切屋でカット＆パーマを

営業時間／平日 9：30〜18：30

SoftBank

末広鮨

四谷2-13-3 大和屋ビルB1Ｆ ☎3351-4392

ヘアーサロンＭ

Tel 03-3355-1058

きくち体操株式会社

ガスライト 四谷

FAX.3363-0283

新宿区四谷2−１1

㈶環境優良車普及機構
㈶環境優良車普及機構

カクテル・ウイスキー等

梓

寛永２年
（1625）
に加賀金沢で創業以来、森
八は菓子づくり一筋に歩み続けてまいりまし
た。日本３大銘菓「長生殿」
をはじめ「千歳」、
「羊羹」
などの 伝統の逸品や、熟練職人が
一つ一つ手造り仕上た季節の生菓子など、金
沢の本店と変らぬ品揃えと、真心のこもった接
客で皆様のお越しをお待ちしております。

ジェーアイシー旅行センター㈱
㈶ユニベール財団

清宮絲店

御会合に2階を御利用下さい。
TEL.3351-0302・3357-6518

ふく
・活魚料理
TEL.3357-7144

大久保・藤井綜合法律事務所

㈶環境優良車普及機構

本日、特価品以外1割引
龍文堂ビル7F

http://www.shinryo.com/

カレーうどん食堂 のら豚屋
新宿区四谷２−１1 大村ビル1F
Tel 03-5367-2133
営業時間/ 昼11:30〜15:00
夜17:00〜23:00
（22:45オーダーストップ）
http://www.noraya.com/noraton/

有限会社 光タイヤ
新宿区四谷２−11

Tel 03-3351-4821 Fax 03-3351-7380
営業時間／平日 9：00〜17：00
日祝休業
http://www.bolanet.ne.jp/hikari̲tire/

エナセーブ史上No.1の
低燃費性能と
ウエット性能

エナセーブ
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