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やわら整骨院ミスターマックス院

■所時津町左底郷1832-1
■℡095-881-2261
■営平　日9：00～20：00
　土日祝9：00～14：00
■休土日のいずれか
■Ｐ  1,000台有

各お店情報の右上にある
QRコード®をお手持ちのス
マートフォンなどで読み取る
と、もっと詳しいお店の情
報を動画と一緒にお届けし
ています。ぜひアクセスして
みてください!!

QRコード®は(株)デンソーウェーブの登録商標です

西そのぎ商工会

AUTUMN VOL.84
2020.10.25

【事業所独自のコロナ対策】
コロナウイルス対策7箇条
・受付、フロアにアルコール
　消毒設置
・ベッドは患者様ごとに消毒
・換気の徹底
・スタッフのマスクの着用
・手洗い、うがい、消毒の徹底
・毎朝スタッフ全員の検温
（※37.5℃以上は入室不可）
・キッズルームの少人数
　での対応

㈲長崎井上

■所長与町高田郷3779-4
■℡095-883-3457
■営9：00～17：00　■休日曜日
■Ｐ  有（売店裏）

【事業所独自のコロナ対策】
・店内の定期的な換気
・カゴやトングなどのこまめな消毒
・従業員の常時マスク着用
・アルコール消毒の常設
・パーテーションの設置
・蒲鉾の袋包装

フラワーギャラリーオランダヤ時津店

■所時津町浜田郷301-10
■℡095-865-9260
■営平　日10：00～19：00
　土日祝10：00～18：00
■休火曜日（店休日も随時電話受付）
■Ｐ  有

【事業所独自のコロナ対策】
・ご来店時の消毒のお願い
・スタッフのこまめな手洗い・うがい
・マスクの着用義務
・店内換気
・スタッフ出勤前の検温
（※37.5度以上は自宅休み）
・自宅時間が長くなっている
　今、自宅でできる
　アレンジキットの販売
・自宅時間にリラックス効果を生む生花、ドライ
　フラワー、観葉植物など”花のある暮らし”の提案

eyelash salon kukka

イオン時津店もこんな対策をしています！

■所長与町吉無田郷1162-8-Ｂ
■℡080-3221-4332
■営9：00～18：00最終受付
■休不定休（日祝休み）
■Ｐ  有

【事業所独自のコロナ対策】
・手指消毒
・来店時の検温
（37.5℃以上施術不可）
・フェイスシールド、マスク
・空間除菌
・スリッパ、タオルの交換
　（1人1人）
・室内換気をこまめに
　行っています
・お客様の施術時間が
　かぶらない様にして
　おります

・「デジタルサイネージ」で、「新たな買物スタイル」の提
案を行う。
・「お買物カート・カゴのアルコール消毒」。従業員も定期
的にアルコール消毒を実施しておりますが、お客さま
が安心してショッピングして頂けるために、お客さまご
自身でアルコール消毒が出来る様準備しております。
・衣料品では、使い捨て用のメジャーを準備。お客さま
ご自身で、サイズを計測出来るようにしております。

■所時津町浜田郷751-5
■℡095-882-5191
■営9:00～22:00（直営店）
　※専門店の営業時間は
　それぞれ異なります。
■休無し　■Ｐ  有

美パーマCa'M

■所時津町浦郷272-3
■℡095-882-8071
■営9：30～18：30
■休月曜日・第二・第三火曜日
■Ｐ  有

【事業所独自のコロナ対策】
・検温、空気清浄機、除菌噴霧器
　を設置しての受け入れ
・お客様への除菌、除菌シート
　での手拭き、手荒れ予防の
　ハンドクリームの塗布
・コロナで来店できない方へ
　の訪問美容（予約制）
　（カット、パーマ、洗える設備
　があればカラーもＯＫ）

　その他の対策は
　ぜひ動画で！

道の尾温泉

■所長与町高田郷284
■℡095-856-2631
■営9：30～23：00閉店
　（最終受付22：30）
■休木曜日
■Ｐ  25台有

【事業所独自のコロナ対策】
・手すりやドアノブに抗ウイルス
　機能テープを装着
・飲食コーナーの各テーブル
　上にアルコール消毒薬の設置
・脱衣所の壁に抗ウイルス機能
　付きの壁紙を採用
　(長崎インテリアさん施工)
・休憩室天井に抗ウイルス機能
　付きの漆喰塗料を採用
　(プレシャスさん施工)

『ムービーdeうぉっちんぐ』では、情報を動画でもお届けしちゃいます！『ムービーdeうぉっちんぐ』では、情報を動画でもお届けしちゃいます！
看板が目印！看板が目印！

道の尾温泉

（10月5日現在）



おーい！おーい！おーい！

新規商工会員になられたお店を紹介するコーナーです。(順不同)

店舗ですヨ！お客さん！店舗ですヨ！お客さん！店舗ですヨ！お客さん！

西彼杵郡時津町浦郷428-14 西そのぎ商工会「うぉっちんぐ」係
TEL：882-2240  FAX：882-0521 〒851-2105
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

新

表面『ムービーdeうぉっちんぐ』特集
掲載店の動画の最後に入っている
キーワードを集めて応募してください。
ヒント ： コ○○に○つ
★応募者の中から抽選で、10名様に
　商品券(1,000円分)をプレゼントいたします!

西彼杵郡時津町浦郷428-14 西そのぎ商工会「うぉっちんぐ」係
宛   先

・浜田　美樹 様 ・中西　政子 様
・石川　和彦 様 ・米澤　隆子 様
・濵口　信教 様 ・向島　義紀 様
・小野　さやか 様 ・藤田　京子 様
・出水　明子 様 ・中村　律子 様

〈
第
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号
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者
〉

 おめでとうございます。  おめでとうございます。 
①クイズの答え　　
②長与・時津にて取材して欲しいお店や
　人物など
③うぉっちんぐの感想
④お名前、住所、電話番号、年齢
　　　(締切／11月2日㊊必着)

下記事項を記入の上、E-mail、FAX、
官製はがきにて下記までご応募ください。応募方法

西彼杵郡長与町吉無田郷1162-8-Ｂ　【代表者】 伊東　未希
【営業時間】 9：00～18：00最終受付（完全予約制） 【店休日】 不定休（日祝休み）

eyelash salon kukka

☎080-3221-4332

まつエク、まつパーを気楽
にリーズナブルで通いや
すいプライベートサロンが
OPEN☆東京で経験を積
み、培ったまつ毛を大切に
する技術提供をこだわっ
てしております。

長崎市滑石5丁目1-22　滑石ショッピングセンター内
【代表者】 城谷　桂哉　【営業時間】9：00～18：00　【店休日】 日曜日
長崎市滑石5丁目1-22　滑石ショッピングセンター内
【代表者】 城谷　桂哉　【営業時間】9：00～18：00　【店休日】 日曜日

元気野菜直売所 のんのこ

☎095-855-8607☎095-855-8607

旬の採れたて野菜・果物
の他、鮮魚、精肉、惣菜な
ど、たくさんの商品を取
り揃えています。
少しでも多くのお客様に
笑顔になって帰っていた
だける店舗作りを目指し
ています！

西彼杵郡時津町浦郷260-6 白井ビル2階　【代表者】 谷　純子
【営業時間】 17：30～　【店休日】 日曜日

酒楽 さざ波

☎080-7823-6246

「楽しいお酒と、お食事
の店」。毎日新鮮な魚を
ご用意してお待ちしてい
ます。カウンターで食べ
て、呑んで、笑って・・・。
女性一人でも気軽にお
立ち寄りいただけるお店
です。

西彼杵郡長与町嬉里郷1292-1　【代表者】 藤　公俊
【営業時間】 9：00～18：00　【店休日】 日曜日（事前に連絡いただければ対応可）

みくしあ合同会社

☎095-801-2420

お一人での通院、買い物
など困難な方、私達が経
験を生かしサポートさせ
ていただきます。
車椅子のままでの乗車
も可能ですのでお気軽
にお問合せください。時
間外も対応できます。

書き忘れに
注意してネ! 

　   会員
募集中!
　   会員
募集中!
お気軽に

お尋ねく
ださい

☎095-88
2-2240お気軽に

お尋ねく
ださい

☎095-88
2-2240

西そのぎ

商工会

福祉タクシー

チラシやパンフレット
WEBサイトに動画で

ムービーdeうぉっちんぐ
撮影・編集しています！

プラス！！情報
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