リモコンに早変わり。
1 壁スイッチ、

10 置くだけ簡単！ そのままポイ！

とったらリモコン！

ダニホテル（２枚組）

日本アトピー協会
推薦品です。
調光タイプ、
ON・OFFタイプが
あるよ！

880円

6,200円〜

（税込）

（税込）

これは便利！お好みの照明器具に接続出来て、
ワイヤレスリモコンの快適操作が実現。ダウン
ライト、ブラケット、シャンデリアにもOKです。
有限会社

2017

西尾デンキ

上野丸之内1-48
（定休日/水曜日）
TEL 0595-21-3372 営 9:00〜19:30

！
2 お部屋に花のいろどりを！
カーテンクリップ

ダニの死骸やフンがアレルギーのもとです。
いくら掃除してもダニはいなくなりません。
ダニを生捕りにして、死骸やフンの飛散を防ぎ
ます。人体に有害な殺虫剤は使用していません。

寝具の店

糸

源

上野車坂町761
（定休日/水曜日）
TEL 0595-21-0434 営 9:00〜19:00

6 伊賀を味わう絶品メニュー

11 今年の夏は浴衣を着ずにいられない！！

赤酒を使って作る
特製の割り下は
絶品です。

今年の夏が
待ち遠しぃ〜♥

伊賀牛すき焼御膳「半蔵」

簡単着付浴衣３点セット

プレゼントにも
喜ばれます

700円

（税込）

2,800円

（税込）

ピンク、イエロー、ブルーの３色のお花でカワ
イイのれん、カーテンクリップ止めを作りました。
手作りなので１コ１コ違うデザインです。
お部屋のアクセサリにピッタリ！！

牛骨を長時間煮込んで作った自家製の割り下を
使い、伊賀牛ロース肉をすき焼きにしてお届け
します。お造りや煮物、茶碗蒸しもついたちょ
っと贅沢な一品をご堪能下さい。

クローバーガーデン

伊賀上野シティホテル／上野みやび

！
3 倒れても水がこぼれない！

7 食べて健康お茶チョコクッキー

上野丸之内149-1
（不定休）
TEL 0595-23-7773 営 11:00〜19:00

魔法の一輪ざし BIJOU（ビジュー）

上野魚町2874

（ホテル）
営 ランチ11:00〜14:00
TEL 0595-22-0101
0595-22-0100（みやび） ディナー17:00〜21:00（日祝20：00まで）

茶々＆ほうじ茶ちょこっと

5,980円

（税込）

『 こんなに簡単に着れちゃうの！？』思わず感
激！！気軽に着こなせる浴衣です。３点（浴衣・
帯・下駄）揃ってお求めやすい価格です。
もう今年の夏は着るしかない！

きもの座かたおか

上野車坂町823
（定休日/水曜日）
TEL 0595-21-0256 営 10:00〜19:00

12 お目目パッチリ！ スマホもラ〜クラク♡ ガンバレ！ お目目！
オキソピタンＤＸ内服液ゴールド

さっぱり飲みやすい
マンゴー味

空間に癒しを与える
おしゃれなアイテム

540円

（税込）

忍者猫茶々のおすすめ
お土産にいかがかにゃ

400円

1本

（税込）

432円

（税込）

飲み終わったペットボトルに取り付けて花の一輪
ざしに変身！お手入れらくらく、繰り返し使え
ます。ペットボトルに装着するだけなので忙しい
時でもお手軽に楽しめます♡

老舗茶屋と忍菓ちょいまるのコラボが実現★上煎
茶とほうじ茶をふんだんに使用したチョコクッ
キー。お茶の栄養丸ごと食べて健康に♪無添加
の本物のお味をお茶のお供にん

スマホやタブレット端末の普及で現代人の目は
かつてないほど酷使されています。頑張っている
目に栄養補給して、目の疲れを改善します。
「目が疲れたな」と感じたら、これを１本！

フラワーブティック こさか 上野丸之内55

むらい萬香園（ばんこうえん）

ハヤシ薬局

8 ピッタリフィットで誰でも熟睡！

13 タンパク質が足りないよ！

TEL 0595-23-2516 営 9:30〜19:00（定休日/日曜日、火曜日16:00まで）

4 究極の牛丼！
牛丼定食

伊賀牛と伊賀米コシヒカリの
究極のコラボ！

1,000円

TEL 0595-21-1173

上野小玉町3130
8:00〜20:00
（木曜日のみ不定休）
営 9:00〜19:00
（喫茶営業）

ピローグランデ

一流ホテル仕様の
大きな枕でぐっすり
スヤスヤ夢心地♡

（税込）

伊賀牛のうす切肉を約100g使用し、甘辛の秘伝
のタレに絡めて、召し上がって頂きます。
すりごまの風味とともに高級な味わいで、当店
の看板メニューです。

喫茶・軽食

シャコンヌ

上野丸之内62-2

TEL 080-3620-2299（店主携帯） 営 5:30〜17:30（L.O/不定休）

5 ふろしき？ 金封だって！

（税込）

30包

（税込）

認知症
予防も！

9,234円

（税込）

頭の形に合わせて枕が自動調節。老若男女を問わ
ずお使い頂けるオーダー枕のようなフィット感！
通気性抜群で、夏は蒸れにくく、冬は硬くならず
に１年中爽やかな寝心地です。

栄養とカロリーの区別はついていますか？カロ
リーだけを気にした食生活をしていては健康には
なれません。髪も皮膚も粘膜も血管も骨も……！
？
私達の体はタンパク質で成り立っているのですから。

森下ふとん店【マニステージ伊賀】上野忍町2592

薬局ヘルスショップ としみ 緑ケ丘本町757-3

9 まるで作りたて！ こんなオーブントースターほしかった！

14 ５年に１度は健康診断を！！

TEL 0595-21-0135

営 9:00〜19:00
（無休）

ヘルシオ グリエ
ウォーターオーブントースター

860円〜

ステーキ500g、豆腐４丁
食べないと足りないよ！

いつものトースト、
買ってきたお惣菜もごちそうに！

営業日/火・水・金・土曜日
TEL 0595-23-5075 営 10:00〜19:00（ 土曜日18:00まで ）

羽毛ぶとんの健康診断
傷み

39,800円

（税込）

保温力低下、
羽毛飛び出し、
ヘタリ、痛み、汚れ

ヘタリ
ヘタリ
出し
飛び
羽毛

お買い上げ金封の
表書の代筆無料

プロテインプラス✚
（１袋タンパク質11.3g）

臭い
低下
保温力

小ふろしき金封

18,442円

上野田端町920-7
（定休日/日曜日）
TEL 0595-21-0884 営 9:30〜19:00

無

料

汚れ

日本製風呂敷を使った祝儀袋です。
金封としてご使用いただいた後は、風呂敷として
利用できます。

昨日のパンも焼きたてのおいしさに。冷えた天ぷ
らも揚げたて、できたてに。
モーニングセットを一度に調理手間いらず。
（トー
スト＆目玉焼き＆焼き野菜同時調理）鶏のから揚
げ、フライドポテト等、ノンフライ調理もOK。

ご愛用の羽毛ぶとんはお元気ですか？羽毛ぶと
んはお手入れ次第で、快適寿命を延ばせます。
ヘタリ、保温力低下など、気になっても、なら
なくても、まずは健康診断を！
！

紅

マツオカ電器

伊賀市下友生2229
榎ふとん店 （名阪友生イ
ンターすぐ）榎ふとん店

屋

上野本町通り

（定休日/火曜日）
TEL 0595-21-1481 営 9:00〜19:00

銀座通り・上野恵美須町1543
（定休日/木曜日）
TEL 0595-21-1148 営 9:00〜19:00

TEL 0595-21-3886

検索

営 8:30〜19:00
（不定休）

