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約8,340部

約13,790部

約3,310部

約7,470部

新聞折込

新聞折込

ポスティングによる
全戸配布

ポスティングによる
全戸配布

新聞折込

新聞折込

新聞折込

約1,250部

約5,100部

約17,500部

山田町

大槌町

釡石市

遠野市

住田町

約3,820部陸前高田市

大船渡市

約60,000部アド・フライキ!
新聞折込は毎月最終金曜発行。
釡石・大槌エリアのポスティングは、
最終金曜の4日前（月曜）から始まります。

2018.08号 岩手県沿岸、遠野、住田エリア
約60,000部配布!!

広告の掲載、配布日時等、お気軽にお問い合せください。 0120-678-922

盛岡広域  盛岡手づくり村

お買い上げ感謝抽選会
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盛岡広域のうまいものが大集合！ 13日㈪・14日㈫
14:00～

平成３０年平成３０年平成３０年 9:00～
 16:00
9:00～
 16:00
9:00～
 16:008月13日㈪～15日㈬8月13日㈪～15日㈬8月13日㈪～15日㈬

2018

手仕事の技を集めたテーマパーク「盛岡手づくり村」は、夏休み期間
限定の体験教室を開催いたします。ご家族で挑戦してください。

展示即売室にて3,000円（税込）
以上お買い上げの方対象

ジャンボせんべいの
お振舞！

岩手山麓名品展
岩手山麓で製作された素晴らしい
工芸品を展示販売します。

伝統工芸士が製作実演。
鮮やかで確かな手仕事の技
を間近にご覧いただけます。

盛岡広域圏内の特徴豊
かな素晴らしい郷土芸
能をご披露いたします。

新鮮な海産物が勢ぞろい。美味しいもの
を食べて沿岸の復興を応援しましょう。

国指定の伝統的工芸品「岩谷堂箪笥」。工
芸士の技が息づく逸品を希望の価格で
購入できるチャンスです。

盛岡手づくり村 （公財）盛岡地域地場産業振興センター
〒020-0055 岩手県盛岡市繋字尾入野64-102
TEL 019-689-2201   FAX 019-689-2212URL  http://tezukurimura.com/   E-mail  zibasan@isop.ne.jp

お問い合わせ9月・10月 の  イベント案内
9月16日（日）・17日（月・祝）
9月23日（日）・24日（月・祝）
10月６日（土） ～８日（月・祝）

手づくり村職人展
2018盛岡手づくり村工房まつり
盛岡広域・盛岡手づくり村秋まつり2018

10時～16時

10時～16時

9時～16時

■13日㈪ 11時３０分～
　いわてさんさの会 加藤家
■14日㈫ 11時３０分～
　盛岡さんさ踊り清流

　福が舞い込むといわれる縁起の良いおちょこです。
　日本では昔から馬蹄の形は幸福のかたちと伝えられ、万事うま（馬）くいく・交通安全・開運・金運
に良く幸福を招くといわれます。また、西洋の国々でも馬蹄は悪運を避け、幸運を呼び込んだり、魔除
けのお守りとして使用されてきました。
　福おちょこの底には南部鉄器の馬蹄鉄が取り付けられています。この縁起の良いデザインが国内だけ
でなく、外国人にも喜ばれています。

　美しい海と山 に々囲まれた気仙地域で愛されている「気仙椿（やぶ椿）」。そのやぶ椿の葉を80％前後、
発酵された九戸村産の甘茶を20％前後に程よくブレンドし焙煎したほんのり甘く美味しいお茶です。
　椿の葉は丁寧に手摘みして、一枚一枚手で洗浄し、乾燥させ、焙煎しております。ノンカロリー＆ノン
カフェイン、少量のビタミン C が含まれている椿茶はすっきり爽やか。子供にも安全で安心、妊婦産やカ
ロリーを気にされる方にもとても好評です。

　高血圧や動脈硬化の予防、コレステロール値を下げる効果、ダイエットや腸内環境を整えたり胆石を
予防する効果があるアルギン酸をもっとも含むわかめの太茎を美味しく食べていただきたい一心で商品化
したのが「三陸わかめの大黒柱」です。
　精錬食塩（一般的な食塩）と白砂糖（精錬）を使用せず、さらに椿茶（甘茶含む）、華ガツオ、五
段仕込み純米料理酒や羅臼昆布など高級自然素材をふんだんに使い無添加に仕上げました。歯ごたえ
を残して柔らかく仕上げた「あまじょっぱい」味わいが特徴です。

　国花にも指定されている山桜。その中でも樹齢 80 年～100 年の木材を使い、大事な手の握り象を彫
り上げた世界に一つだけの美しい木の杯です。
　かたどりキットをぎゅっと握って象をとり、三次元入力システムでデータに加工した後、ゆっくりと削りあげ
丁寧に塗装して仕上げます。還暦祝い、定年退職、お誕生日などの贈り物として喜ばれ、杯を作るまで
の喜びと出来上がってからの喜び、そして、それを残していく喜びがある逸品です。

【釡石市】
イオンタウン釡石

【大船渡市】
大船渡温泉
サンリア
マイヤ大船渡店
マイヤ大船渡インター店
マイヤ赤崎店
かもめテラス
バンザイ・ファクトリー工場店

【陸前高田店】
一本松茶屋
なかのや
マイヤアップルロード店
マイヤ高田店
イオンスーパーセンター陸前高田店

〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前 7-7
TEL 0192-47-4123  FAX 0192-47-4128

株式会社 バンザイ・ファクトリー

ホームページ http://www.sagar.jp/

岩手県特産品コンテスト入賞
日本おもてなしセレクション特別賞

2017年  新東北みやげコンテスト二位（優秀賞）

「新しい東北」復興ビジネスコンテスト
2015年・大賞受賞

いわてビジネスプラングランプリ 大賞

『三陸椿物語』の商品は全て大船渡に
ある工場で作られています。

福おちょこ

椿茶

三陸わかめの大黒柱

我杯

２Fの産直コーナー
に『三陸椿物語』
の大きな棚が設置
されています。

『三陸椿物語』　取扱店ひとりにひとつを
ありがとう。

岩手三陸の地場産品を使い、
創意工夫で商品を開発し
製造しています。

フライキ＝富来旗（大漁旗）の意。

#48



岩手県釡石市上中島町4-2-4        0120-678-922　FAX 0193-23-2651 Mail : info-m@bz01.plala.or.jp
0120-678-922広告の掲載、配布日時等、

お気軽にお問い合せください。

アド・フライキ！編集部

アド・フライキ!

営 業 時 間 平日9:00～17:00（月～土）
定休日　日曜・祝日

岩手リオンの

補聴器相談会
相談会では、認定補聴器技能者が応対いたします。

宮古店

TEL

TEL
宮古市和見町7-21 0193-63-5133
大船渡店
大船渡市盛町字町10-17 0192-21-1252

TEL花巻店
花巻市大通り１丁目９-27 0198-22-3244

※補聴器を初めて使用される方で過去 3ヶ月以内に聴力低下や耳漏があった方、外耳道内に痛み
や不快感のある方や耳垢が多い方、めまいがあるという症状がある方は、耳鼻咽喉科で補聴器の
使用についてご相談ください。

音がつたえる　いのちの輝き ホームページも
ご覧ください。

会場／野田集会所

ローソン

マイヤ
釡石厚生病院

野田中央公園
（仮設住宅）

野田集会所

HondaCars
283釡 石 野田　野田集会所

8月9日 木 10時から12時まで

大 槌 シーサイドタウンマスト
2階マストホール

パーラールート45

ローソン

シーサイドタウンマスト

ホーマック

会場／マスト２階多目的ホール

45

8月21日 火 10時から12時まで

8月23日 木

釡 石 大町　釡石情報交流センター ２F　　　　（ミッフィーカフェ ２F）

会場／釡石情報交流センター２F
イオンタウン 市営駐車場

ミッフィーカフェ ホテル
サンルート釡石
釡石情報
交流センター

10時から13時まで

10時から12時まで8月6日 月

山 田 山田中央コミュニティセンター
びはんプラザ

保健センター
山田町役場

山田中央
コミュニティセンター

45

会場／山田中央コミュニティセンター

三陸町綾里
8月28日 火

綾里宮野集会センター

14時から15時まで 会場／宮野公民館

JAおおふなと
綾里支店 国保綾里診療所

大船渡市役所
綾里こども園 宮野公民館宮野公民館

10時から12時まで8月29日 水

住 田 住田町農林会館 １F

会場／住田町農林会館

東海精密工業

住田町役場ローソン

住田町農林会館住田町農林会館

45

上有住 上有住八日町集会センター

8月29日 水 14時から15時まで 会場／八日町集会センター

桜井医院上有住郵便局

八日町ストア 八日町集会センター八日町集会センター

167遠 野
8月17日 金

遠野　あすもあ遠野 3F

10時から11時30分まで 会場／あすもあ遠野３F

あすもあ遠野あすもあ遠野

ショッピングセンター
とぴあ

JR遠野駅

10時から14時まで8月13日 月

陸前高田 アバッセたかた A棟
（陸前高田市図書館となり）

会場／アバッセたかた

ファミリーマート
一本松茶屋

ガソリンスタンド

アバッセたかたアバッセたかた

45

三陸町越喜来 越喜来西区公民館

8月28日 火 10時から11時30分まで 会場／越喜来西区公民館

大船渡市立
越喜来中学校

大船渡市役所
三陸支所

越喜来診療所

越喜来西区公民館越喜来西区公民館

45

あんしん５年保証

詳しくはスタッフまでおたずねください。

いつでも
ご加入OK!

手続き
簡単

保証期間中
何度でも

無償
修理

補聴器
専用電池が

会員
価格登場

サポ“おと”プラン

盛岡本店 /花巻店 /北上店 /水沢店 /一関店 /宮古店 /大船渡店


