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｢あぴお｣は
ラテン語で
「つなぐ｣という意味
―― まちと人 ――
みんなの夢と笑顔を
無限大につなげます
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｢2018フレッシュあげお｣メンバー決定！
▲

人見知りを克服して
生まれ育った上尾を
もっと知りたい！

上尾に帰ってくると
元気になる︒今度は

■あそう・ゆい／大学生 ★趣味・特技：歌・ダンス
★将来の夢：雑誌編集者、空港グランドスタッフ
■私は毎年、上尾夏まつりで町内の御神輿のお手伝い
をしています。本部テントにいる｢フレッシュあげお」
を見て､ いつか私もやってみたいなと憧れていました｡
ようやく規定の年齢に達したので、応募させていただ
きました。上尾市のＰＲをがんばりたいと思います。

今村 圭希さん

■いまむら・たまき／大学生 ★趣味・特技：映画鑑
賞､ ピアノ､ 旅行､ グルメ ★将来の夢：航空業界の仕事
■高校、大学と都内へ片道約１時間の通学ですが、学
校で辛いこと悲しいことがあっても、上尾に帰れば不
思議と安心して「明日からまたがんばろう！」と元気
になります。 あなたに元気をおくるまち･上尾 〜今
度は私が､ 上尾の皆様に元気をおくりたいと思います｡
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★｢あぴお｣は、本紙･180号で創刊15周
年を迎えました。今後も紙面向上に努
めますので、末永くご愛読ください！

これから１年間､よろしくお願いいたします！
私が元気をおくる側に

ずっと憧れていた
﹁フレッシュあげお﹂
心を引き締めて⁝⁝
阿相 優衣さん

●配布地域：ポスティングにより、上尾市･桶川市･伊奈町
の全戸､ および､ さいたま市の一部に配布しています。
●ポスティングに関するお問い合わせは、
㈱埼玉ロジスティックス(TEL.048-726-9240)
までご連絡ください。

写真は試着のため、
実際とは若干仕様が異なる場合があります

上尾商工会議所青年部が､ ｢2018フレ
ッシュあげお｣を選出・決定しました｡
今回もたくさんの方から応募があり、
書類選考等を経て最終選考会に臨んだ６
名の中から､ 厳正なる審査のうえ､ 第20期
となる３名のメンバーが選出されました｡
昨年６月、
『キラリ☆あげおＰＲ大使』
に任命された｢フレッシュあげお｣。今年度
は、上尾市市制施行60周年に加え、上尾
商工会議所創立50周年、上尾商工会議所
青年部創立40周年という大きな節目を迎
え、その役割はさらに重要となります。
青年部＜平成30年度・遠山将央
（まさ
お）会長＞の新スローガン ｢時勢〜みんな
でつくろう上尾ＹＥＧ〜｣のもと、 あげ
おの顔 として、上尾市の魅力を広く市
内外に発信･ＰＲする｢2018フレッシュあ
げお｣の活躍に､ どうぞご期待ください！
■上尾商工会議所 青年部 公式サイト
http://www.ageocci.or.jp/yeg

2018年
（平成30年）
4月１日発行 Vol.180

鈴木 彩乃さん
■すずき・あやの／専門学校生 ★趣味・特技：音楽
鑑賞､ バスケ､ ダンス ★将来の夢：エステティシャン
■私は人見知りで、初めて会う人に話しかけるのが苦
手。みんなを笑顔にするエステティシャンになるため
に、それを克服しようと応募しました。大宮周辺には
よく出かけるのですが、地元ならではの特色や魅力な
ど、上尾のことをもっと詳しく知りたいと思います。
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４/１(日)から｢自転車保険加入｣が義務化
埼玉県

条例施行

埼玉県では､ ｢埼玉県自転車の安全
な利用の促進に関する条例｣を改正し、
自転車利用者等の自転車損害保険の
加入義務化および学校等における保険加入確認の努力
義務を規定しました。

■全国各地で高額賠償の事例が！
自転車事故の加害者に高額賠償を命じる判決が全国
各地で出ています。
●高額賠償｢9,521万円｣の事例
(神戸地裁 2013年７月４日判決)
自転車に乗っていた11歳男児が、歩いていた62歳
女性と正面衝突。女性が頭部を骨折し、意識が戻ら
ない状態となった。
被害者救済や、加害者になってしまったときの経済
的負担軽減のために、自転車保険に加入しましょう！
■おもな自転車保険
個人賠償責任保険

自転車向け保険
自動車保険の特約
火災保険の特約
傷害保険の特約

団体保険

会社などの団体保険
ＰＴＡの保険

共済 ( 全労災、市民共済など )
TSマーク付帯保険(自転車の車体に付帯した保険)
クレジットカードの付帯保険
★自動車保険等の特約として付帯している場合があり
ます｡ 現在加入している保険内容を確認しましょう!

■自転車事故の責任は軽くない！
ルール＆マナーを守って事故防止
自転車での買い物やポタリング(まちなか散策）
が楽
しい季節となりました。お花見がてら、サイクリング
で遠出したという人も多いのではないでしょうか？
環境にやさしく、健康づくりにも役立つと人気の自
転車ですが、一方で、利用者のルール違反やマナーの
悪さが大きな問題となっています。自転車に乗るとき
は、交通ルールを守って安全に利用しましょう！

｢自転車安全利用五則｣
を守りましょう！
一、自転車は、
車道が原則、
歩道は例外

自転車は、道路交通法上
「軽車両」
と位置づけられて
います。そのため、歩道と車道の区別がある道路では
「車道通行」
が原則です。 ※[罰則：３カ月以下の懲役
または５万円以下の罰金]
■歩道を通行できる場合
★道路標識や道路標示によって歩道を通行することが
できるとされているとき
★13歳未満の子ども ★70歳以上の高齢者
★車道通行に支障がある身体障がい者
★車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の
安全を確保するため、歩道を通行することがやむを
得ないと認められるとき
二、車道は左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければ

｢ＴＳマーク｣がリニューアル
賠償責任補償の限度額が１億円に！

ＴＳマーク付帯保険は、公益財団法人
日本交通管理技術協会が主管となって普
及している自転車向け保険です。
｢赤色ＴＳマーク(写真左)には、傷害補
償と賠償責任補償、被害者見舞金がセッ
トになっているので、もしものときに安
心です。昨年10月１日から、賠償責任補
償の限度額が5000万円から１億円に倍増
し、さらに安心が広がりました。プロの
手による自転車の点検・整備が受けられ
るので安全性も高まります。有効期間は (有)谷津サイクル 代表取締役
自転車安全整備士・自転車技士
１年ですので、毎年１回、忘れずに更新
佐藤 公治さん
してください｣(谷津サイクル･佐藤さん)
■取材協力／谷津サイクル
上尾市谷津2-2-4 TEL.048-771-6631
★営業時間／９時〜19時
★定休日／毎週火曜日・第３月曜日

三、歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し
なければなりません。また、歩行者の通行を妨げるこ
とになる場合は、一時停止をしなければなりません。
※[罰則：２万円以下の罰金または科料]
四、安全ルールを守る

★自転車も飲酒運転禁止 ※[罰則：５年以下の懲役
または100万円以下の罰金
（酒酔い運転の場合）
]
★ふたり乗りの禁止 ※[罰則：５万円以下の罰金]
運転者が16歳以上で幼児
（６歳未満）
を乗せる場合、
２人または３人で乗ることができる
（安全規定遵守）
★並進の禁止 ほかの自転車と並んで通行することは
できません
（｢並進可｣の道路標識がある場合を除く）
※[罰則：２万円以下の罰金または科料]
★夜間はライト点灯 ※[罰則：５万円以下の罰金]
★信号は必ず守りましょう！ ※[罰則：３カ月以下の
懲役または５万円以下の罰金]

五、子どもはヘルメットを着用

児童・幼児以外の人も乗車用ヘルメット着用を！
このほか、傘さし運転や、
携帯電話・イヤホン等の使用
も禁止です[違反は罰則!]｡
夕暮れどきから夜間にかけ
て、交通事故の発生件数が
急増します。ライトは早め
▲埼玉県マスコット
に点灯しましょう！

｢コバトン｣と｢さいたまっち｣

■資料出典／埼玉県公式サイト＜自転車の交通安全＞
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya
★詳細については上記サイトをご参照ください！

上尾アブセック｢ぐるサイ クラブ｣が
町谷区公民館で
「自転車の乗り方・
楽しみ方講座」
を開催！
上尾アブセック｢ぐるサイ クラブ｣では、自転
車保険義務化の県条例施行に先立ち､ ２月９日、
上尾市･町谷区公民館にて､ ｢自転車の乗り方･楽
しみ方講座｣を開催しました。同講座は｢自転車
のまちづくり市民協働事業｣の一環として行なわ
れたもので、町谷地区での開催は、
2014年６月
に続き２回目｡ 今回は34名の方が参加しました。
高齢者の自転車事故が増加傾向にある中、事
故軽減を願って、ぐるサイ講師・野口岩男さん
が自転車の安全で正しい乗り方やマナーを伝授
し(写真左)､ 自転車保険についても詳しく紹介。
続いて上尾中央総合病院･理学療法士･岩楯大輝
さんによる｢健康づくり講座｣も行なわれました。

▲

ＴＳマーク付帯保険は、このマークのある
お近くの自転車安全整備店で！購入したお店
でなくても、点検・整備を受ければ年齢に関
係なく、どなたでも入れます
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なりません。※[罰則：３カ月以下の懲役または５万円
以下の罰金
（右側を通行した場合）
]

●実施期間／４月６日(金)〜４月15日(日)
●埼玉県重点／子どもと高齢者の歩行中の
交通事故防止
●上尾警察署では､4月3日(火)10時から、
ウニクス伊奈･イベント広場にて、
「交通
安全フェア｣を開催！★栄北高校･ダンス
部が出演します。ぜひご来場ください！
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■AGEO MEDICS OFFICIAL WEBSITE http://www.achs.jp/medics

言葉の力

〜ことばのちから〜

「 縁」
今、目の前に存在する

戦い終えて−吉田監督からのメッセージ

人や物事、
このご縁のありがたさに

１点､１セット､１試合の重みを痛感！
｢あなた｣のチームとして新リーグへ挑む
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▲12月２日、兵庫・加古川大会にて

ひとつひとつの
ご縁を大切に。
揮毫・文／書道家

こだわりのグルメ＆
ショップをご紹介し
ます。各 店 提 供 の
「読者プレゼント」
も
お見逃しなく！

本格インド料理カレー！

アジアンダイニング

ライスとナンはお替り自由で食べ放題です！

●ファン投票、Ｖリーグ推薦を
経て、
３月24日(土) ･ 25日(日)、
東京・大田区総合体育館にて
開催の｢2017/18Ｖリーグオー
ルスターゲーム」
に、冨永こよみ
選手、青柳京古選手、カルカセ
ス・ケニア選手の３名が出場決
定しました
（3月22日付 発 表）
。
上尾メディックス選手たちへご投
票いただいた皆様へ、心より御
礼申し上げます。今春、新戦力
も入団します。ご期待ください！

ランチタイムは、カレー・ナンまたはライス・サラダ・ドリ
ンクがセットになった
「ランチセット」
（790円〜）
、日替わ
り特製カレー＆6種のカレーから選べるランチタイム弁当
（ワンコイン500円ランチ）
もあります。ディナータイムは、
甘口から辛口まで30種類のカレーから選べる
「ディナー
セット」
（1,060円〜）
、お子様にもおすすめなマイルドな
カレーもあり家族連れでも楽しめます。
あぴお特典・読者限定サービス
ディナー…10％OFF or
本誌切抜持参で ランチ…デザート1品！ ソフトドリンク人数分
有効期限：平成30年4月末日

2名様から40名様まで各種パーティ承ります。
（
「食べ放題
＋飲み放題」
の2時間コース・お一人様3,000円〜）
お持ち帰
りもできます。ディナータイムはスープをサービスします。

アリオ

市民体育館
大平中

●住所／上尾市地頭方401-1 ●TEL／725-7778
●定休日／年中無休 ●駐車場／有
●営業時間／ランチ11:00〜15:00 ディナー17:00〜23:00

アジアンダイニング

ニューデリ

エネオス

マクドナルド

■読者プレゼント❶／お食事券
（1,000円）
を10名様

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ヤマダ
UD
トラックス 電機

※ディナーのみ

わざ

整備の業は父譲り
工の道を一筋に ！

私は昭和 年
︵１９４０年︶
︑
東京・深川生まれ︒東京大空
襲の少し前︑川島町の母の実
家の縁故で上尾
︵平方町︶
へ疎
開︒出征していた父も無事復
員し︑新生活が始まりました︒
もともと自動車工場で整備の
仕事をしていた父は︑私が小学
２年の頃︑自営業を開始︒中学
生になると︑自転車で出張修理に
出かける父について行き︑自動車
整備の仕事を手伝っていました︒
弟４人︑妹１人が生まれて大家
族となり︑家計が苦しい中︑県立川
越工業高校
︵川工︶
機械科へ進学︒
卒業後は︑母校 川工の校歌にあ
るとおり︑工
︵たくみ︶
の道一筋です︒
忘れられない思い出が︑平成
年
︵２０００年︶
７月︑上尾ライオ
ンズクラブ主催の上尾南中学校で
の講演会︒
﹃私と職業﹄
をテーマに︑
各メンバーが営む事業の特色など
を紹介したのですが︑私の講演を
聴いて︑自動車整備士になった生
徒さんがいるんですよ︒わが社に
は川工卒業生もいます︒工の道を
継承させることが今後の目標です︒
15
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香ばしく、甘すぎないもっちり食感が大人気です。
おだんご革命で検索していただくと当店のHP
が出てきます(風月庵上尾店)でみてください。
フェイスブックでさきたま風月庵で検索してい
ただくとお店の情報がみれます。
●住所／上尾市柏座2-3-29 ●TEL／773-3207
●営業時間／7：00〜18：30頃
(商品がなくなり次第終了です)
●定休日／月曜日

おだんご革命 .COM 検 索

質
格
期
短納 高品 低価

私達の技術で、人の想いをカタチにします。

柏座二丁目

上尾駅西口

谷津観音

入場無料・
お申込み
不 要 で す！

す こ や か 教室

心臓病とリハビリについて

〜 体力を回復させる心臓リハビリについて学ぼう〜
講師：リハビリテーション技術科
日時：平成30年4月21日（土）15：00〜16：00
場所：上尾中央総合病院 臨床研修センター 1階
【お問い合わせ】
上尾中央総合病院 総務課
℡：048-773-1112 URL：http://www.ach.or.jp

〒362-0011 上尾市平塚 1988
3

ジョナサン

■読者プレゼントの応募方法／応募方法／①ハガキに、希望するプレゼントの
番号と名称＜例・①お食事券＞１点と、本紙へのご意見・ご感想、住所、氏名、
年齢、連絡先電話番号を明記のうえ、＜〒362-8703 上尾市二ツ宮750 上尾商
工会議所｢あぴおトレンドあらかると」プレゼント係＞宛にご郵送ください。
②上尾商工会議所HP（http://www.ageocci.or.jp/）の応募フォームよりご応
募ください。
★申込締切／4月16日㈪必着 ★締切後、各賞品ごとに厳正なる抽選を行ない
ます。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご記入いただいた個人情報は、抽選および発送にのみ使用いたします。

ビジネスフォーム印刷
ム印刷
商業印刷全般
事務用品
OAサプライ

TE L . 0 4 8 - 7 7 1 - 3 6 5 7

さきたま
風月庵

■読者プレゼント❷／おだんごの詰合せ
（1,000円相当）を10名様

お客様のこまった！を解決します。印刷のことなら 何でもおまかせあれ！

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

上尾中央
総合病院

上尾駅

上尾自動車工業株式会社
代表取締役
上尾ライオンズクラブ
元会長(第35代)

髙井 晶さん

ポスティング
スタッフ募集‼

さきたま風月庵

1日50本の限定品
特製こがしきなこだんご

･
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おすすめ

ニューデリ

上尾メディックス 吉田敏明 監督

おだんご革命

■創業53年！ 上尾自動車工業株式会社
本社／上尾市小敷谷724
TEL.048-725-2222
http://www.ageji.com
●ダイハツ上尾店 ●アゲオ車検
所在地は本社と同じ
予約専用ダイヤル：0037-6000-3855
営業時間／10時〜19時
定休日／販売：火曜日
サービス：火曜日・祝祭日
●フォルクスワーゲン上尾
上尾市緑丘4-4-7 TEL.048-778-7777
http://www.volkswagen.jp/ageo
営業時間／10時〜19時
サービス受付：18時まで
定休日／月曜日＜月曜日が祝日の場
合は翌日・火曜日休み＞

株

武田双雲

上尾駅

Ｖ・プレミアリーグ開幕戦︒ 月 日︑仙台大会

2017/18Ｖ･プレミアリーグ レギュラーラウンドでの
ご声援ありがとうございました。残念ながら、７位で
リーグ戦を終了しました。振り返れば、接戦を勝ちき
れなかった痛い試合がいくつかありました。１点、１
セット、１試合の重みを痛感することになりました。
この反省を今後に生かします。
トップリーグは、次なるシーズンから試合方式が変
わり、東地区６チーム、西地区６チーム、合計12チー
ムで行なわれます。上尾メディックスは、東地区チー
ムとして参戦します。ホームゲームが増え、上尾でも
試合が開催される予定です。
▲
「あなた」
に体育館で応援していた
だけるチームになります。
今後ともご声援のほど、何卒よろ
しくお願いします！

気づけるかどうか。
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主菜

材料
（2人分）
生鮭の切り身80g …1切れ
塩…………………… 少々
こしょう…………… 少々
●ソース
白ワイン…………小さじ1
マヨネーズ………大さじ2
玉ねぎ…………… 1/8個
レモン果汁… 小さじ1/2
パセリ……………… 少々
こしょう…………… 少々

0.6g

①

生鮭を半分に切り、塩・こしょうをして、アルミカップに入れる。

②

玉ねぎ・パセリをみじん切りにする。

オーブントースターで 10 分焼く。

④

オーブントースター
がなければ、
コンロの魚焼き
グリルで焼けます。
機種によって火力が
違うので焦がさない
ように焼きましょう。

材料（2人分）

大根を
おいしく
食べよう

①

大根、人参、きゅうりは、せん切りにする。

②

混ぜて、味をなじませる。

●水分が多い頭の部分は、
サラダや和え物などにするのに最適
●柔らかい真ん中部分は、おでんや煮物に
●一番辛いおしり部分は、火を通してあげると辛味が
和らぎます。味噌汁・炒め物などに

0.5g

わたしたちはパートナー

〜身体障害者補助犬の受け入れを〜

年金相談・お手続きの際は必ず
「予約」
をお願いします

ご予約いただくと…

身体障害者補助犬法では、不特定多数の人が利用する民間施設を身体障害者が利用す
る場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならないとされており、
2020年東京オリン
ピック・パラリンピックに向けて共生社会づくりを進めるため、飲食店や商業施設等不
特定多数の人が利用する施設は身体障害者補助犬の同伴を受け入れる義務があります。
※ほじょ犬(身体障害者補助犬)とは、身体障害者の生活を手助けする
「盲導犬」
「介助犬」
「聴導犬」
のことです。
■ほじょ犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせは…
各都道府県・指定都市・中核市の障害福祉担当課まで
■身体障害者補助犬法等の関係法令や通知・ほじょ犬ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/hojoken/index.html

①スム−ズに相談できます
②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します

大宮年金事務所
ねんきんダイヤル

作り方

大根………………… 50g
人参……… 13g（1/12本）
きゅうり………… 1/2本
味付け中華くらげ（市販）
……… 1/2パック（60g）

年金相談の予約 ご存知ですか?

予約の申し込みは…

小松菜を加えて 1〜2 分煮る。

電子レンジで先に下ゆですることで彩りよく仕上がり
ます。

★☆☆

食塩相当量

作り方

●調味料
② 油揚げはザルにのせ熱湯を回しかけ油抜きし、大きめのせん切りにする。
しょうゆ …大さじ1/2
（9g）
みりん ……大さじ1/2
（9g）
砂糖………… 小さじ1
（3g） ③ 鍋に油揚げ、合わせた調味料を入れて火にかけ煮立ったら蓋をし、4〜5 分煮る。
だし汁 …………… 100㏄

調理レベル

22㎉

0.7g

小松菜 ……… 2茎
（100g） ① 小松菜は、洗い、3cm の長さに切り、水気を切らず皿にのせる。
ラップをして電子レンジ（600w）で 1 分加熱し、水で冷まし、水気を絞る。
油揚げ ………… 1枚
（20g）

中華くらげのいろどり和え

1人分のエネルギー

食塩相当量

材料（2人分）

③ ソースの材料を混ぜ合わせ、①にかける。

④

69㎉

1人分のエネルギー

作り方

アルミカップ…………2枚

副菜

食塩相当量

小松菜と油揚げの煮びたし

★☆ ☆

151㎉

★☆ ☆

調理レベル

1人分のエネルギー

副菜
調理レベル

春を彩る!

鮭のマヨネーズ焼き

048-652-4718
0570-05-1165

〇予約相談の実施時間帯は、
8:30〜18:00(月曜日)、
8:30〜16:00(火〜金曜日)、
9:30〜15:00(第2土曜日)となります
〇予約相談希望日の１ケ月前から受付しています
〇ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください

新鮮な肉、野菜、豆腐、魚を提供しています
お待ち す！
〜
してま
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春爛漫!

4月のイベント情報

第
｢ ６回あげお良いとこ探しフォ
トコンテスト ︿｣上尾の四季 風
･ 景部
門 ﹀佳 作 ／ 桜
｢ の 散 歩 道 ︵｣上 尾 丸 山
公園︶撮影者・ゆみいちゃん
写真提供／上尾市観光協会

梅に続いて桜が見ごろとなり、待ち
に待った春爛漫の季節となりました。
「上尾さくらまつり」
は４月１日（日）
で終了とな

2018 無線山さくらまつり

りましたが、まだまだ桜たちの美しさは健在。
上尾市文化センターでは、ぼんぼりの点灯期間
を４月８日(日)まで延長する予定です。春を満
喫しに まちなか散策 に出かけませんか？
月末にはＧＷ（ゴールデンウィーク）
も始まり

▲

ます。春から初夏へ､ レジャーシーズン到来です!

2018 プロ野球イースタン･リーグ公式戦

埼玉西武ライオンズ
対
東北楽天ゴールデンイーグルス

▲

2015年撮影。上尾
市文化センター・芝
川沿いの桜並木

ＧＷ最後の日曜日、新緑萌える上尾市民球場でイースタン・
リーグ公式戦が開催されます。対戦チームは、埼玉西武ライ
オンズ
（ホーム･後攻）
と東北楽天ゴールデンイーグルス
（ビジ
ター･先攻）
。プロ野球の醍醐味、スピードとパワーを間近で
観戦できる絶好の機会です。市内飲食店が参加する
「グルメ
フェア」
も同時開催されますので、ぜひご来場ください！

2018年、西武ライオンズは埼玉・所沢の地に
誕 生 し て40周 年 を 迎 え ま す。節 目 の 年 に、
＜仲間をつなぐ｡ 未来へつなぐ｡ コミュニティ
プロジェクト｢Ｌ-ＦＲＩＥＮＤＳ｣ ＞がスター
ト！ 県内の小学生約30万人に球団オリジナル
のキャップをプレゼントするなど、さまざまな
活動を通じて野球振興･こども支援･地域活性に貢献します。
プロ野球パ・リーグ、イースタン・リーグともども、
地元の雄･埼玉西武ライオンズを応援ください!

上尾市 市制施行60周年記念事業

佐藤一美
オカリナファンタジー
コンサート
クラシックから
日本の名曲まで……。

響きをお楽しみください

オカリナ奏者
佐藤 一美さん

■公演日時／６月17日(日)
14時開演 ＜13時30分開場＞
■会場／上尾市コミュニティセンター ホール
■出演／佐藤一美(オカリナ)
前田圭代(ピアノ)
小針寛史(パーカッション)
■チケット代／2,000円＜全席指定＞
★未就学児童の入場はできません

４月８日(日)９時から
チケット販売開始！

●主催／公益財団法人 上尾市地域振興公社
●後援／上尾市、上尾市教育委員会、テレ玉
●協賛／上尾商工会議所、上尾市観光協会
■問合せ／公益財団法人 上尾市地域振興公社
TEL.048-776-3311・776-8986
http://www.ageo-kousya.or.jp
★詳細については上記サイトをご参照ください！

■チケット取り扱い
●販売場所／上尾市コミュニティセンター、
上尾市文化センター、イコス上尾
●ＷＥＢ予約 ★予約後、お近くのセブン-イレブ
ンでチケットの受け取りと料金の支払いがで
きます ★詳細は下記サイトを参照ください
■問合せ／上尾市コミュニティセンター
TEL.048-775-0866
http://www.ageo-kousya.or.jp/community

不動産無料相談
相 談 日

4月 3 日㈫
4月 25日㈬
5月 1 日㈫
6月 5 日㈫
6月 27日㈬

場

上尾市役所
桶川市役所
上尾市役所
上尾市役所
桶川市役所

所

不動産の売買・賃貸
土 地 など の 相 談
上尾市役所 市民相談室 (第3別館1階)

毎 月 第 一 火 曜 日 午後1時〜4時
市民相談室
※事前に電話で予約してください。
（一人30分）
仮設庁舎 相談室 TEL : 048(775)4643
市民相談室
桶川市役所 ※４月のみ仮設庁舎、６月から新庁舎
偶数月第四水曜日 午後1時〜4時
市民相談室
※事前に電話で予約してください。（一人30分）
新庁舎 相談室
TEL : 048 ( 786) 3211

毎週月・水・金曜日 午前１０時〜正午、午後１時〜３時
※祝日・年末年始・本会の休業日を除く。
※予約は行っておりません。
※文書・電子メールでのご相談は受付けておりません。

す
してま
お待ち

お急ぎの方は、協会本部でのご相談もしており、お電話またはご来所にてご利用いただけます
さいたま市浦和区東高砂町６−１５ 埼玉県宅建会館２階

無料相談所専用電話 048(811)1818

埼玉県宅地建物取引業協会 彩央支部
TEL:048(778)3030
5
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■開催期間／３月24日(土)〜４月８日(日)※
10時〜20時 ＜雨天中止＞
★18時よりライトアップ
■場所／無線山桜並木
伊奈町大字小室752-1 他
(埼玉県立がんセンター北側)
■イベント情報
●会場内では模擬店のほか、地元野菜や各種特
産品、伊奈町観光協会推奨土産品を販売します
●３月31日(土)10時30分〜11時30分
さくまひできが歌う
「伊奈備前守忠次公イ
メージソング」発表
●３月31日(土)・４月１日(日)両日開催
太鼓演舞やＹＯＳＡＫＯＩソーランなどの郷
土芸能が披露されます

※開花状況に
より変更あり

■アクセス
●ニューシャトル：大宮駅から｢志久駅｣下車徒歩５分
●朝日バス：上尾駅東口から伊奈町役場行きにて｢が
んセンター北口｣下車すぐ
●けんちゃんバス：上尾駅東口から蓮田駅西口駅行き
(蓮田駅西口から上尾駅東口行き)にて｢日本薬科大
学前｣下車すぐ
★開花状況により日時は変更となる場合があります
★詳細は下記サイトをご参照ください！

ときに穏やかに、
ときに情熱的に演奏さ
れるオカリナの美しい

▲

■日時／５月６日(日)13時試合開始
＜11時開場予定、雨天中止＞
■場所／上尾市民球場(上平公園内)
■入場料＜全席自由席＞
●内野席／一般：当日1,200円(前売り1,000円)
小・中学生：当日600円(前売り500円)
●外野席／共通：500円(当日券のみ)
★未就学児童は無料(席を必要とする場合は有料)
★当日券は、上尾市民球場で９時より販売
■前売り券発売期間
４月１日(日)〜５月５日(土･祝)＜売り切れ次第終了＞
★発売時間：販売場所の営業時間等による
■前売り券販売場所／上尾市民球場、(有)横田運動
具店、ローソン北上尾店、リカー館スダ、上尾市
観光協会、イコス上尾、上尾市コミュニティセン
ター、上尾市文化センター、上尾市自然学習館(上
尾丸山公園北口)、上尾市役所１階売店

公益社団
法
人

緑のトラスト

■問合せ／伊奈町観光協会
TEL.048-724-1055
http://www.inakanko.com

｢お楽しみ会｣ 会員募集！
健康と仲間づくりに！
｢日帰り散策｣でご一緒しませんか？
■平成30年度・５月以降の開催予定
●５月19日(土)／ ｢深大寺｣と､ バラフェスタ開催
中の｢神代植物園｣ 散策
●７月６日(金)／夜行日帰りで行く｢伊豆大島｣巡り
●９月(日程調整中)／日帰りバスツアーを予定
●11月23日(金･祝)／紅葉の｢大山詣り｣
●H31.２月23日(土)／観梅の｢小田原城址公園｣と
｢著名人の別荘｣散策
■問合せ／｢お楽しみ会｣ 井原 TEL.090-9812-9801
※上記宛に電話またはショートメールでお願いします

大宮ゴルフ・友の会
新規募集のお知らせ
【バーディ・クラブ】
募集期間／平成30年4月8日㈰〜平成30年4月22日㈰
応募方法／FAX及びクラブハウス内専用受付（電話での受付は致しません）
（FAXの方は①郵便番号 ②御住所 ③御氏名
④電話番号 ⑤会員の種類をご記入ください）
募集人数／ゴールド会員（火曜日〜金曜日、土・日・祝日利用） 若干名
若干名
Ａ 会員（火曜日〜金曜日、日・祝日利用）
200名
Ｂ 会員（火曜日〜金曜日の平日利用）
ジュニア会員（火曜日〜金曜日、土・日・祝日利用）
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます
実施期間／平成30年7月1日〜平成31年6月30日
バーディ・クラブ会員プレーフィ
ジュニア会員 ゴールド会員
平

日

土 曜 日
日・祝日
年 会 費

Ａ会員

Ｂ会員

3,800円 7,752円 7,752円 7,752円
3,800円 10,668円
3,800円 9,912円 9,912円
16,000円 84,800円 63,200円 41,000円

※上記はセルフ料金です。キャディ付の場合、お一人様 3,456円／4B 加算となります。
ジュニア会員は非課税料金となります。70歳以上の方は下記料金より利用税1,100円が割引となります

緑豊か,フラットな林間コース《昭和34年開場》
上尾市中分6-40

TEL：048-771-2377
（代） FAX：048-775-3657
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商工会議所からのお知らせ

●拡げよう会員の輪 高めよう地域への貢献●

上尾ライオンズクラブ

※当日 9 時から 11 時 30 分まで電話予約受付。1 人 20 分、
先着 9 人で連続相談不可 ★契約、金銭貸借、相続、遺言、
離婚、調停 ･ 訴訟手続きなど

【日本政策金融公庫】※午後1時〜3時
●3日㈫・10日㈫・17日㈫・24日㈫

金 融

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●20日㈮ 午後1時〜4時

★販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など

従業員からがんになったと報告がありまし
た。どのように対応したらよいでしょうか？

LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB

診断を受けたばかりであれば、多くの不安
を抱えていることでしょう。治療費が一定
額に抑えられる高額療養費
（限度額適用認定証）
に
ついて案内しておくと、経済的不安が軽減される
と思います。
がんと言っても症状や治療方法は人それぞれで
す。今は通院で治療できる人も増えていますので、
治療スケジュールの見通しが立った段階で、体調
や治療の計画、配慮すべきことなどを確認し、必
要に応じて主治医や産業医の意見も聴きながら、
今後の働き方について検討しましょう。職場内で
情報を伝える範囲についても、事前に本人と相談
しておいてください。
治療と仕事の両立については、厚生労働省から
ガイドラインが出ています。産業保健総合支援セ
ンターでも相談支援が受けられますので、ご活用
ください。
両立支援制度を導入する事業主には、助成金が
創設されています
（障害者雇用安定助成金／障害・
治療と仕事の両立支援制度助成
コース）
。助 成 金 の 詳 細は ハロー
ワークへお問合せください。
●今月の回答者

山岸社労士事務所
社会保険労務士 山岸 玲子

TEL.772-8398

■ 求人情報
事業所名（所在地）

★ご希望の方は直接事業所にお問い合わせください。
職種

勤務時間

㈱松島工業 土木工事･ 8時30分〜
(南)
溶接
17時30分

募集人員

申込先☎

その他

若干名

775-6783

委細面談

この補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計
画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取
り組みや、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効
率化
（生産性向上）の取り組みを支援するため、それ
に要する経費の一部を補助するものです。
対象者： 小規模事業者［商工会及び商工会議所による
小規模事業者の支援に関する法律（平成5年法律第
51号）第2条を準用］
業

種

常時使用する従業員数

卸売業 ･ 小売業

5人以下

サービス業 ( 宿泊業 ･ 娯楽業以外 )
サービス業のうち宿泊業 ･ 娯楽業

20人以下

製造業その他

●
「OB・現役 本気のビジネス交流会」
を開催
3月5日㈪東武バンケットホール上尾で
「ＯＢ・現役 本
気のビジネス交流会」
を開催、ＯＢ19名・現役メンバー
37名・合計56名が参加しました。様々な業種の会員で
構成される青年部のＯＢ
とのとの繋がりを作るこ
とが目的で、６グループ
に分かれて有意義な交
流が図れました。

対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の支援を受
けながら実施する販路開拓等のための事業
対象経費：機械装置等費、広報費、展示会等出展費、
旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門
家謝金、専門家旅費、車両購入費（買物弱者対策事
業のみ）、設備処分費（補助対象経費総額の1/2が上
限）
、委託費、外注費
第5回
「上尾まちゼミ」
補助率･補助額：補助対象経費の2/3以内・上限50万
−15会員が参加・17講座を開催−
円（①従業員の賃金を引き上げる取組を行う事業者
お店の人が講師になりプ
②買物弱者対策の取り組み③海外展開の取組は上
ロならではの専門知識やコ
限100万円）＊複数事業者が連携の場合には、上限
ツを無料で提供する少人数
は100万円〜500万円です。
「上尾まちゼミ」
を当
受付締切：平成30年5月18日㈮［最終日当日消印有効］ 制ゼミ
所主催で開催。第5回目の今
※日本商工会議所
（補助金事務局）への申込書類一式の送
付締切。※詳細はhttp://h29.jizokukahojokin.info/まで
回は15会員が参加店舗とな
※ご不明な点は上尾商工会議所（TEL.773-3111）までお
り、
2月1日〜2月28日の期間に17講座が開催されました。
問い合わせください。

■求人情報掲載申込先…上尾商工会議所 FAX.775-9090 TEL.773-3111

現場管理者・施工スタッフ募集中！

経験・未経験
未経験問いません
未経験問
問
！

外壁塗装・屋根塗装

小規模事業者持続化補助金

2月2 7日㈫ 、
２月定例会・通
常 総 会 が開 催
され、平成30年
度役員・事業計
画及び収支予算が承認され
ました。遠山将央30年度会長
よりスローガン
「時勢〜みんな
でつくろう上尾ＹＥＧ〜」
と所
30
信・方針を表明され、総会に
は来賓で畠山稔市長・神田博一会頭が出席、遠山会長
へ神田会頭より認証状を交付しました。
＜上尾商工会議所青年部 平成30年度理事＞
会長
遠山将央 上尾二ツ宮郵便局
直前会長 関口恭史 行政書士あげお市民法務事務所
副会長
秋元宏章 ㈱住タック
副会長
島村典泰 島村電業㈱
副会長
林
隆 ㈲京屋
副会長
平井善顕 DINING BAR CREW
専務理事 髙橋吉博 ㈱上尾経営センター
委員長
臼田総一郎 臼田産業㈱
委員長
小野寺圭介 ㈱小野寺建工
委員長
小島 徳
㈲上尾清掃
委員長
斎藤修弘 プルデンシャル生命保険㈱
委員長
高尾周太郎 ㈱ベルコンピュータシステム
委員長
中込英久 ㈱上尾サービスセンター
出向理事 北川健一 北川企画

年

【税理士：佐藤 孝】
●13日㈮ 午後1時〜4時
★消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など

税 務

●平成30年度新体制スタート

遠山将央平成
度会長

【社会保険労務士：山岸 玲子】
●17日㈫ 午後1時30分〜3時30分
★労働保険･社会保険の諸手続、人事･労務管理に関する
こと、公的な障害年金など、お気軽にご相談ください。

労務・年金

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

【弁護士：福地 輝久】
●4日㈬ 午後1時30分〜4時30分

法 律

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

= 一般市民の方も相談できます =

上尾商工会議所青年部−12月定例会を開催−

検索

▼

商工会議所の4月無料相談日

春の旅行キャンペーン

•幹事さんのお悩み（プラン・費用など）解決します。
•1泊バス旅行のご契約で「あぴおを見た」
とお話くだされば特典プレゼント！

。
ください
せ
わ
合
お問い
無料
お気軽に
積もり

見

詳しくは

http://sato-toso.com/

〒362-0073 上尾市浅間台3-29-1 ☎048-777-1721

上尾商工会議所広報紙

あぴおの紙面に
貴社の広告を掲載しませんか
2市1町への全戸配布で常に注目されている上尾商工会議所の広報
誌「あぴお」に広告を掲載してみませんか？企業紹介、販売促進・
売出し情報、求人広告など、貴社の企業活動にお役に立てると確信
しています。このタイミングに是非ご活用ください。
【発行】 毎月1日、13万部
【規格】 タブロイド判 8頁 オールカラー
【配布】 ポスティングによる全世帯配布

メリーランド・トラベル travel@merryland.link
全国旅行業協会正会員：埼玉県知事登録第3-821号

〒362‑0001埼玉県上尾市上661‑3 TEL.048‑771‑8060
営業時間 9:00〜19:00（時間外でも対応いたします） FAX.048‑771‑8093

プチパーティプラン

！！
幹事さんに、おすすめ
駅チカから0分！！

（上尾市・桶川市・伊奈町の全戸、
さいたま市の一部）

■広告掲載料
1 コマ

ボーノ

3,300

3,800

33,480

2,480

46,440

3,440

1 段 2/3

53×164.3

64,800

4,800

77,760

5,760

2 段 1/3

109.125×80.6

64,800

4,800

77,760

5,760

3 コマ

1 段 1/2

53×248

97,200

7,200

123,120

9,120

4 コマ

1 段 2/3

109.125 ×164.3

128,520

9,520

154,440 11,440

6 コマ

2段

109.125×248

189,000 14,000

227,880 16,880

377×248

399,600 29,600

464,400 34,400

写真はイメージです

ピエーノ

円 プチパーティープラン＜ピエーノ＞

シェフの気まぐれサラダ ／ チキンの煮込み
白身魚のポワレ ／ 豚ロースのチーズ焼きトスカーナ風
おまかせパスタ ／ ミックスサンドウィッチ
フルーツカクテル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（7品・ワンドリンク付き）

円

オードヴル盛り合わせ ／ シェフの気まぐれサラダ
ポークストロガノフ ／ サーモンのムニエル
若鶏のコンフィ オレンジ風味／ おまかせパスタ
ミックスサンドウィッチ／ 季節のパンナコッタ・・・・
（8品・ワンドリンク付き）

JollyTable

ご予約

●ご利用時間は、平日・土日祝日に関わらず15：00〜21：00の間で2時間とさせていただきます。

じょりーてーぶる

柏座1-1-21上尾東武ホテル3階(東口0分)

050 -3619-1293

〒362-0064 上尾市小敷谷 730-5
電話 048-726-2133 FAX 048-726-2123
Mail：info@fujitaku.net
HP：fujitaku.info
営業時間：9：00〜19：00 定休日：毎週水曜日
6
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非会員料金（税）

53×80.6

2 コマ

プチパーティープラン＜ボーノ＞

会員料金（税）

1 段 1/3

+1,500円でフリードリンクプランに変更できます！

写真はイメージです

（単位、円・消費税込）

規格（サイズ・単位 mm）

8頁

/

全紙（最大）

《掲載条件》1面掲載割増10%（会員207,900円、非会員250、668円）

お問合せ／上尾商工会議所 TEL.773-3111 FAX.775- 9090

4月号

2018/03/23 1 :19

●あなたのげんきのおてつだい・上尾商工会議所●

Topics

…………………………………………… 上尾商工会議所が実施した主な事業をご紹介します

平成２９年度 永年勤続優良 従業員表彰式を開催！
2月23日㈮、東武バンケットホール上尾にて平成29年度
「永年勤続優良 従業員表彰式」
を開催しました。この事
業は会員企業の従業員を対象とした合同表彰式で、永年にわたり勤務され社業の発展に尽力された従業員の功
績を称えることを目的に毎年開催している事業で、今回は14事業所55名を表彰しました。

高齢者支援

家事手伝い

代理当番

技 能
植木剪定、大工仕事、ふすま、
障子、網戸張り
屋内外の軽作業
掃除、除草、片付け運搬
事 務
一般事務、経理事務、学習教室

平成29年度 被表彰者・氏名一覧
（合計55名様／順不同・敬称略）

▼永年勤続優良従業員〜5年以上10年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭表彰
㈱アドバンス・石井恭一／同・柴山綾／同・亀井永全／同・原口正俊／トヨタカローラ埼玉㈱・守屋美津
子／㈲嶋田食品工業・中村洋子／同・西尾ギタ／同・嶋田好基／同・大川明子／同・鈴木亜矢子
（以上、
10名）
▼永年勤続優良従業員〜10年以上15年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭表彰
アースロジスティックス㈱・川島とよ子／同・下川志津子／同・浅沼明日香／㈱アドバンス・清水聖也／同・
平田雅彦／同・笠井真美／埼玉総合ビル管理㈱・花田多美子／同・杉山恒子／同・村松広美／㈱サイタマ・
ユウセイ・原田順子／同・轟百合子／同・矢澤聡／同・佐藤亮文／同・八木悦雄／㈲嶋田食品工業・石橋シ
ゲ子／同・菅井真由美／同・金井香織
（以上、
17名）
▼永年勤続優良従業員〜15年以上20年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭表彰
㈱アドバンス・石田有弥／同・上満和江／㈱大塚・今井眞枝／㈲岡田製作所・見城洋子／㈲嶋田食品工業・
千葉和子／同・松本敦子
（以上、
6名）
▼永年勤続優良従業員〜20年以上25年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭・上尾市長連名表彰
㈱上尾グリーンガーデン・菅野誠／同・濱田幸寿／同・小林正樹／㈱アドバンス・宮内朗／同・野澤明彦
／埼玉総合ビル管理㈱・有馬泰彦／同・田原勇／㈲嶋田食品工業・小川克巳
（以上、
8名）
▼永年勤続優良従業員〜25年以上30年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭・上尾市長連名表彰
㈱アドバンス・澤野仁志／同・杉中敦子／トヨタカローラ埼玉㈱・阿久澤景子／㈱埼英スクール・佐々木
誠／同・柏木和美／同・三川哲史
（以上、
6名）
▼永年勤続優良従業員〜30年以上の皆様 ※日本商工会議所会頭・上尾商工会議所会頭・上尾市長連名表彰
いまいとうふ店・田村喜代子／埼玉総合ビル管理㈱・鎌田純仁／㈱サイタマ・ユウセイ・大橋明子／㈱島
村工業・奥貫悟／千代本興業㈱・細田広行／同・井田敦史／㈱トウヨーネジ・鈴木育夫／㈲嶋田食品工業・
釣千恵子
（以上、
8名）
記念祝賀パーティでは、アトラクションとして上尾市出身のマリンバ奏者・小針彩菜さんと小西沙帆さんが
演奏を披露され、マリンバとスティールパンという楽器の音色で受賞者をお祝いしました。
（写真右から2番目）

育児支援

家事援助
窓ふき、室内掃除、植木の水やり
サービス
毛筆筆耕、あて名書き、
チラシ配布

ーあなたの豊かな知識と経験を活かしませんかー

大谷支部
「迎賓館赤坂離宮」見学会
国賓を迎える国宝建造物を見学

大谷支部（野瀬将正支部
長：UDトラックス㈱）は、3
月6日㈫、東京都港区の「迎
賓館赤坂離宮」見学会を実
施し13名が参加。明治42年
に建設され、日本唯一のネオ・バロック様式の西洋風
宮殿建築で、外国の首相等の歓迎晩餐会などに使用さ
れる本館内部と主庭の美しさに魅了されました。

ＪＲ東日本の新幹線清掃会社を変革した
矢部輝夫氏を講師に
「商業講演会」開催

2 月1 6 日 ㈮ 、東 武 バン
ケットホールで
「商業講演
会」を開催し31名が出席。
合同会社おもてなし創造
カンパニー代表（元㈱JR東日本テクノハートTESSEI
おもてなし創造部長）
矢部輝夫氏を講師に
「奇跡の職場
のつくり方〜新幹線清掃の会社はこうして最強のチー
ムに変わった！〜」
をテーマに講演頂きました。

上尾商工会議所の新入会員をご紹介します。商工会議所に入会し、地域で信用ある企業の登録を

オリジナル刺繍加工・オリジナルワッペン製作

木製建具・襖
手摺取付販売

個人の
お客 様 歓 迎！

お気軽にお電話ください

ハカマダ建具

有限会社

上尾市大字上 643‑4

上尾市西門前 368-2
TEL.048-637-0804

TEL.048‑628‑9636

プラザオオノの 新しい提案
女性らしく美しい旅立ち

地域の皆さまに、感謝の気持ちで
心優しいサービスを

最後を飾る粋な出で立ち

レディースプラン 男の旅立ち

心に残るお別れ

28

一式

● オリジナル棺

「ドリーム」

● 骨壷

女性らしい美しい姿で 最後の旅立ちを華麗に飾ります。 見積を取って

「鳳凰 金襴覆」
● 諸道具一式

他社と比べて
ください。

おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します http://www.plaza-oono.com/

プラザオオノ
3つの地域密着型メモリアルホール

プラザオオノ上尾店

365 日
24 時間
受 付

上尾市緑丘 2-5-2

フリーダイヤル

総額 ……… 685,000 円［+税］
■

必要経費の内容

●棺

●案内看板 ●塔婆類

●仏衣

●忌中看板 ●受付用品 ●ドライアイス

●骨つぼセット

●布団

●会葬礼状 ●果物

●枕飾り

●納棺具一式 ●会葬帳

●供物

●カラー写真 ●香典帳

●ロウソク ●火葬場案内

●式場看板

●線香

●位牌

●清めセット
●後飾り

etc

※一式税別費用※詳しくはお問い合わせください

「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。

0120 -33-7475

プラザオオノ桶川店
7
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万円

※税別

● 旅支度一式

※税別

250,000 円［+税］
30,000 円［+税］
● お料理（2 日間）通夜・火葬場・本膳 185,000 円［+税］
● お飲物（2 日間）通夜・火葬場・本膳
30,000 円［+税］
●返礼品………………… 120,000 円［+税］
● その他諸道具・費用 ……… 70,000 円［+税］
……………

●霊柩車……………………

● 羽織ちりめん

万円

会食所は会葬にいらしてくださった方々と
ゆっくりと故人の思い出を語りあうことができます。

29

の

万円コース 葬儀費用

● 必要経費

一式

お見送りするご遺族の想い、
故人を想う気持ち。その想いを
大切に心のこもった葬儀を贈ります。

25

プラザオオノ
会葬者 50名

桶川市若宮 1-1-19

プラザオオノ北本店

北本市山中 1-115

4月号

2018/03/23 1 :18

http://www.hakuba-saitama.com/
会員登録で未公開物件を盛りだくさん！
！

エステート白馬 上尾駅前店

ベ ル ボ ス コ

［建築条件付売地

上尾西宮下

土地

全 23 区画・今回販売20 区画］

「上尾」駅徒歩15分

土地価格

JR 高崎線

№10
106.00㎡

№13
№16
№15
№14
107.05㎡ 105.79㎡ 105.80㎡ 105.79㎡

№5
105.76㎡

№8
124.94㎡

№6
130.26㎡

№3
104.30㎡

№2
120.18㎡

4.0

№1
120.19㎡

№4
131.71㎡

№11
112.58㎡

約4.7M道路

Land plan

約3.1M道路

№7
110.00㎡

M道路

4.7

№20
116.22㎡

万円より

約

路
M道

№19
103.02㎡

№9
113.31㎡

M道路

約

№18
103.03㎡

成約

清掃施設

3.5

№17
103.24㎡

№24
102.45㎡

1,890

成約

№23
102.44㎡

約

№22
102.45㎡

申込

約4.0M道路

№21
111.00㎡

30 坪〜39坪 全 24 区画の大型現場

非分譲
№12
124.28㎡

※実測図ではございません。

［物件概要］
●交通／JR高崎線「上尾」駅歩15分●土地／102.44㎡
（約30.98坪）
〜131.71㎡
（約39.84坪）
（№9〜№20、
№24：他私道持分310.02×1/13有）
●用途／第1種住居地域●地目／宅地●建ペイ率／60％●容積率／200％●土地価格／1,890万円〜2,330万円●最多価格帯／1,900万
円台
（6区画）
2,000 万円台
（6区画）
●接道／約 4.7m 位置指定通路●設備／東京電力、
都市ガス、
公営上下水道●所在／上尾市西宮下 2-48＜専任媒介＞●売主／株式会社ベルエアランド、
パトラビホーム株式会社※
「建築条件付売地」
とは、
土地売買契約後に売主または売主の指定する
建築業者との間に建築請負契約を3ヶ月以内に締結することを条件として販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定したとき、
又は建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、
受領した金額は全額返却されます。
本物件は、
開発許可が不要な物件です。
その為、
建築確認申請時期に制限がありますので、
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※ご成約の際は3％+6万円の消費税が別途かかります。
※図面と現況が異なる場合は現況を優先とさせていただきます。
※広告制作中に売却の際はご容赦ください。
※広告有効期限／平成30年4月末日

営

No. 3 - 0 0 1

谷津の中古 3

中古戸建

,180

万円

No. 3 - 0 0 2

価格変更

中古戸建

2 ,7 80

（税込）
万円

業

★お知らせ事項がございます
★上尾駅まで徒歩8分
★13帖の主寝室と広いルーフバルコニー ★南西道路の整形地で陽当り良好
★ハウスクリーニング済み
★積水ハウス旧施工の軽量鉄骨造

●交通／ JR 高崎線上尾駅徒歩 8 分
●土地／151.51㎡（45.83坪）
●建物／102.45㎡（30.99坪）
●間取／5LDK（平成8年2月築）
●所在／上尾市谷津1丁目

3

●交通／ニューシャトル線羽貫駅徒歩12 分
●土地／201.53㎡（60.96坪）
●建物／125.06㎡（37.83坪）
●間取／4LDK（平成12年5月築）
●所在／伊奈町学園3丁目

No. 3 - 0 0 3

売 地

No. 3 - 0 0 4

アリオまで約130m1,190万円 原市駅徒歩2分2

中古戸建

,099

（税込）
万円

★建築条件有★間取りは自由に設計できます ★全居室南向き★LDKは広めの18帖
★リビング掃出し窓はトリプルガラス★アリオが近く便利 ★駅2分で通勤の負担を軽減

課
営

コンパクトハウス完成 2

新 築

,7 80

万円

リフォーム済のためキレイな室内にご期待ください♪

広々とした30㎡の専用庭付きのお部屋です（専用庭使用料3,000円/月）♪

No. 3 - 0 0 6

No. 3 - 0 0 7

No. 3 - 0 0 8

売 地

,5 80

万円

北西角地の58坪 2

売 地

,6 80

万円

業

★角地、都市ガス、本下水
★食洗器と床暖房付き

お好きなメーカーさんで理想のお住まいを建てましょう♪

建物はお好きなメーカーさんで建築できます♪

No. 1 - 0 0 2 売りマンション

No. 1 - 0 0 3

No. 1 - 0 0 4

万円

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩3分
●専有／62.84㎡（19.01坪）
●バルコニー／6.79㎡（2.05坪）
●間取／2LDK（昭和58年7月築）
●管理費／6,200円●修繕積立金／10,440円
●所在／上尾市谷津2丁目

1

●交通／ JR 高崎線上尾駅徒歩 8 分
●土地／72.07㎡（21.80坪）
●建物／87.09㎡（26.34坪）
●間取／4LDK
（平成30年3月完成済）
●建確№／第17UDI1W建06240号
●所在／上尾市富士見1丁目

リフォーム済のためキレイな室内にご期待ください♪

,3 80

完成しました。いつでもご覧になれます

売 地

★建築条件つき

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩22分
●土地／146.3㎡（44.26坪）
●用途／無指定●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／160%
●所在／上尾市大字西門前
●現況／古屋あり

注文住宅建築用地として！

東南角地の新築 2

新 築

,4 80

万円

課

★カースペース2台分★角地の50坪
★シューズクロークも食品庫もある家

営

No. 2 - 0 0 1

ヘーベルハウスの注文住宅 4

中古戸建

,5 00

万円

業

★太陽光パネルつき
★屋上スカイバルコニー
★軽量鉄骨造★都市ガス・本下水

ステイツ上尾 2

,4 80

（税込)
万円

No. 2 - 0 0 3

築7年の注文住宅 1,6

中古戸建

90

万円

万円

★建築条件有★都市ガス・本下水
★フリープランにて建築可

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩21分
●土地／134.43㎡（40.66坪）
●用途／第一種低層住居●地目／宅地
●建ぺい率／50%●容積率／100%
●所在／上尾市今泉一丁目●現況／更地

西小学校まで210m 並列駐車で2台まで

No. 1 - 0 0 7

地元工務店責任施工 2

,7 90

万円

●交通／ニューシャトル線羽貫駅徒歩15分
●土地／203.85㎡（61.66坪）
●建物／105.57㎡（31.93坪）
●間取／3LDK（平成30年3月完成予定）
●建確№／第17UDI1S建02546号
●所在／上尾市平塚2丁目

広い庭をお求めの方へ♪

新 築

新築 駐車場2台分1,980 万円
★耐震等級取得の家
★第三者保証付き

●交通／JR高崎線上尾駅バス停歩15分
●土地／132.10㎡（39.96坪）
●建物／89.63㎡（27.11坪）
●間取／4LDK（平成29年11月完成済）
●建確№／第HPA-17-06921-1号
●所在／上尾市大字平塚

全14区画の分譲地

ライオンズマンション上尾 2

,880

万円

フルリノベーション 3月中旬に完了してます

No. 2 - 0 0 5

売 地

80

★南と北の両面道路★安心の20年間地盤保証
★キッチン裏にはパントリー

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩9分
●専有／94.25㎡（28.51坪）●バルコニー／11㎡（3.33坪）
●間取／3LDK+S（平成2年6月築）
●管理費／15,100円●修繕積立金／16,970円
●所在／上尾市上町2丁目

プライスダウン

49坪の整形地1,7

（税込）
万円

★ユニットバスもキッチンも交換済み
★新築のようなお部屋

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩16分
●土地／126.00㎡（38.11坪）
●建物／90.67㎡（27.42坪）
●間取／4LDK（平成30年1月完成）
●建確№／第13号
●所在／上尾市上平中央2丁目

No. 2 - 0 0 4

,980

No. 1 - 0 0 8 売りマンション

新 築

★カースペース2台分あり
★交通量の少ない立地

フラット35S 金利Aプラン対応 ミニストップまで徒歩2分

万円

中古戸建

平成12年築の再生住宅1,980 万円

（税込）

★内装リフォーム済み★陽当り良好 ★可変型間取り★ウッドデッキあり ★建築条件なし★公園まで徒歩2分 ★内装リフォーム済み★屋根裏収納あり
★生活至便★現況空室、即入居可
★都市ガス・本下水エリア★大石小・中学区 ★全居室6帖以上★都市ガス・本下水
★駐車スペース2台可
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩5分
●交通／JR高崎線上尾駅バス10分停歩2分 ●交通／JR高崎線桶川駅徒歩19分
★都市ガス・本下水
●専有／66.67㎡（20.16坪）
●バルコニー／8.17㎡（2.47坪）
●間取／3LDK（平成4年3月築）
●管理費／11,840円●修繕積立金／14,670円
●所在／上尾市仲町1

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩19分
●土地／100.30㎡（30.34坪）
●建物／70.38㎡（21.29坪）
●間取／1SLDK（平成23年7月築）
●所在／上尾市東町2

2

●交通／ JR 高崎線上尾駅徒歩19 分
●土地／157.06㎡（47.51坪）
●建物／141.4㎡（42.77坪）
●間取／4SLDK（平成24年9月築）
●所在／上尾市川2

No. 2 - 0 0 2 売りマンション

●交通／JR高崎線桶川駅徒歩28分
●土地／171.15㎡（51.77坪）
●建物／109.3㎡（33.06坪）
●間取／4LDK（平成30年6月完成予定）
●建確№／第30SHC100376号
●所在／北足立郡伊奈町小室

0

敷地61坪超の新築 2

新 築

No. 1 - 0 0 5

売 地

南西向き道路の土地1,880万円 フリージアコートB区画 1,95

No. 1 - 0 0 6

ヨーカドーまで徒歩1分 南向きで人気のB棟

★一部リフォーム施工★キレイな室内にご期待ください
★南西向きの角部屋★ペット飼育可（細則有）

夏は涼しく冬は暖かい、
エコハウス仕様です♪

●交通／JR高崎線桶川駅徒歩14分
●土地／192.48㎡（58.22坪）
●用途／第一種中高層住居●地目／宅地・山林
●建ぺい率／70%●容積率／160%
●所在／桶川市鴨川1丁目●現況／更地

★ペット飼育可
★最上階の登場です

（税込)
万円

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩12分
●専有／65.97㎡（19.95坪）●テラス／12.60㎡（3.81坪）
●間取／3LDK（平成20年3月築）
●管理費／12,500円●修繕積立金／15,700円
●所在／上尾市緑丘2丁目

●交通／ニューシャトル線原市駅徒歩8分
●土地／205.01㎡（62.01坪）
●用途／第一種住居・第二種住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／160%
●所在／上尾市大字原市●現況／古屋有

ソフィアB棟最上階 2

,190

●交通／ニューシャトル線原市駅徒歩2分
●土地／125.35㎡（37.91坪）
●建物／100.21㎡（30.31坪）
●間取／3LDK（平成17年6月築）
●所在／上尾市大字原市

★建築条件なし★南東道路の整形地 ★建築条件なし★ベニバナウォークまで約600m
★陽当り良好★静かな住環境にご期待を ★都市ガス・本下水★更地のため即着工可能

No. 1 - 0 0 1

パテラスクエア上尾 2

●交通／JR高崎線上尾駅バス11分停歩4分
●土地／115.50㎡（34.93坪）
●用途／第一種低層住居 準住居●地目／畑
●建ぺい率／50・60%●容積率／80・200%
●所在／上尾市大字小敷谷●現況／更地

62坪の土地 2

上尾駅まで徒歩8分 いつでもご見学承ります♪

No. 3 - 0 0 5 売りマンション

●土地／162㎡（49.01坪）
●用途／第二種低層住居 第一種低層住居●地目／雑種地
●建ぺい率／50%●容積率／100%
●所在／上尾市中分1●現況／更地

●土地／123.29㎡（37.30坪）
●建物／90.72㎡（27.44坪）
●間取／4LDK（平成12年12月築）
●所在／上尾市泉台3

初めてのマイホームにもお薦めです

お好きなメーカーで建てられます

No. 2 - 0 0 6

リフォーム完了しました 2

中古戸建

,4 98

（税込）
万円

No. 2 - 0 0 7

一条工務店施工 2

中古戸建

,6 3 0

（税込）
万円

課

★LDK約17.7帖★2F洋室にロフト ★東南角地★内装リフォーム実施済み
★カーポートつき車庫★ヤオヒロまで徒歩8分 ★マミーマートまで200m★都市ガス・本下水
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩20分
●土地／131.30㎡（39.72坪）
●建物／109.12㎡（33.01坪）
●間取／4LDK（平成11年7月築）
●所在／上尾市二ツ宮

ハイグレードな室内をご覧ください

嬉しいペット飼育可です

一見の価値あります

●交通／JR高崎線桶川駅徒歩26分
●土地／195.43㎡（59.12坪）
●建物／120.89㎡（36.57坪）
●間取／4LDK（平成16年9月築）
●所在／桶川市坂田東1

木のぬくもりが伝わる北欧風住宅

区画整理完了地内です

店舗案内図
上尾東武
ホテル

西口ロータリー

駅
尾

上

ライオンズタワー
上尾
・マクドナルド

丸広
図書館
分館

当社5F
イトーヨーカドー

※取引態様の記載のない物件は媒介です
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