お彼岸に備えて、お墓をすっきり綺麗に
墓石クリーニング・お墓参り代行
対応エリア
神奈川県・東京都・静岡県
墓石クリーニング 3 万円〜
お墓参り代行 1 万 2800 円
※献花はサービス。諸経費・
消費税別途。

お気軽にお問い合わせ
ください

「今日は家事をしたくない」
そんな“わがまま”に応えます

お墓が遠かったり、多忙や身体が不自由
だったり……お墓参りに行けない方の代行
サービス、除草・清掃・コーティングなど
の墓石クリーニングを、真心込めてさせて
いただきます。ご確認いただけるよう、施
工前・施工後の写真もお渡しいたします。

石のクリーニングいながき
〒 250-0865
神奈川県小田原市蓮正寺 133-4
TEL 0465-43-7733
URL http://www.inagaki2.com

家族のためのリフレクソロジー
心のケアとしての笑顔セラピー

東京 23 区が中心。他エ
リアについてもご相談を

NPO 健康支援協会
〒 108-6028 東京都港区港南 2-15-1A 棟 28 階
TEL 03-6717-4246 FAX 03-6717-4247
MAIL smile@npohsa.org URL http://www.npohsa.org/
受付時間 10：00 ～ 17：00 定休日 土曜・日曜・祝日

故郷からのお墓の移転などでお悩みは
メモリアルアートの大野屋で解決
お墓の移転（改葬）は引越のよう
に簡単には済ませられません。何
をすればよいのかわからず手つか
ずのままという方も多いのでは。
そんな方にお勧めなのが、メモリ
アルアートの大野屋が編集した
「お墓の移転の手引き」。墓石業界
墓石業界最大手のノウハウを結集 最大手のノウハウを結集し、費
用・手続き・注意点など誰もが知りたい内容をわかりやすく解説し
た一冊です。本書を読んで改葬された方からは、「近くなったので
いつでもお参りが出来る」などの声が続々。今回創業 70 周年を記
念して、
本書を無料でプレゼント。ご希望の方は当社までご連絡を。
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〒 131-0045 東京都墨田区押上 3-22-21
0120-999-017
URL: http://www.house-support.jp
営業時間 9:00 ～ 18:00（土曜・日曜も休まず営業）

あなたの不用品お売りください
関東で年間 4,000 件超の実績

高 齢 者、 糖 尿 病 の 他、 株式会社ジャパンユニティ（販売代理）
透析用もございます
〒 339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻 2-2-9
0120-989-223
URL http://www.miwacp-saitama.com
受付時間 9：00 ～ 17：00

不用品回収など何でもお任せ
困った時の片付救急隊パワーヘルパー

不用品の出張買取・処分、引越、遺品整理、
買物代行、墓掃除代行、草刈、各種調査、
部屋の片づけ、留守番、ペットの世話、植
木の水やり、行列並び代行などの便利屋作
業を承ります。見積は無料につき、お気軽
にお問い合わせを。
特別割引などの特典があ
るネット会員も募集中

生活応援隊
〒 270-2214 千葉県松戸市松飛台 157-2-1F
TEL 047-311-5564 FAX 047-311-5565
MAIL info@ouentai.info
URL http://ouentai.info/

「人生に大切なこと」が詰まった
青春感動ノンフィクション

早くも映画化が決定。
定価 1,500 円（税込）

サッカーボーイズ 明日への絆 君のためならがんばれる
清水久美子・著／株式会社カンゼン 発行
〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-7-1 開花ビル 4F
TEL 03-5295-7723 FAX 03-5295-7725
ISBN 978-4-86255-051-4

4 月入学にまだ間に合う
学校見学は 3 月中随時受付中

たった一日で綺麗さっぱり。 片付救急隊パワーヘルパー
神奈川・東京全域出張可
〒 252-0815 神奈川県藤沢市石川 1-9-2
0120-24-3753
URL http://itpro.co.jp/
受付時間 9：00 ～ 20：00

あなたの身のまわりのお困りごと
便利屋「東京アットマン」が解決
遺品整理・ハウスクリーニング・引越・不
用品回収……どこに相談したらいいのかわ
からない、ちょっとした身のまわりのお困
りごとは便利屋「東京アットマン」にお任
せください。24 時間受付、お見積も無料
です。お気軽にお問い合わせを。
東京を中心に近辺都市
まで出張可能

スムーズなお墓の引越の
ためのポイントチェック

日本健康医療専門学校
〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 3-31-5
0120-81-1349
URL http://www.niken.jp
資料請求の際、「TV ホスピタルを見た」とお伝えください。

便利屋

東京アットマン

〒 106-0047 東京都港区南麻布 2-2-28
0120-060-848 FAX 03-6674-0363
MAIL info@attoman-bs.com
URL http://www.attoman-bs.com/

パソコンサポート、即日出張で何でも解決
個人・中小企業のお客様を格安サポート

柔道整復師・鍼灸師は独立開業の出来る国
家資格です。開校以来、国家試験合格率は
平均 90％以上を誇っており、求人倍率も
6 倍を超えています。資格取得後に活かせ
るαゼミ、スポーツトレーナー養成コース
を開講。学校見学は 3 月中随時受付中。
バルセロナ五輪柔道金メダ
リスト・古賀稔彦が校長

どこよりも相談のしやすい街の法律家を目
指しています。遺言・相続、贈与売買等不
動産名義変更、相続（遺産）放棄、担保抹
消、会社設立、敷金返還ならお任せくださ
い。オンライン申請で全国対応。夕方・土
日祝日の相談、自宅への出張も可能です。
北千住駅西口より徒歩 3 分。
所長は 32 歳 1 児の新米パパ

横浜で創業して 10 年。パソコンのことな
ら何でもご用命ください。故障修理はメー
カーの半額。新品パソコンの販売も量販店
より格安。動きが遅くなったパソコンでも、
サクサク動くようにメンテナンス。横浜市
内は出張料無料。市外・夜間も対応します。
TV ホスピタルをご覧の
方は初回 3,000 円割引

修理・設定・データ救出・LAN・買取

パソコンサポート マルタネット
〒 235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町 17
TEL 045-750-4517
営業時間 8：00 ～ 24：00（夜間出張可）

司法書士ふたば事務所 代表・認定司法書士 渡辺隆之
〒 120-0034 東京都足立区千住 4-26-3
TEL 03-6273-1757 FAX 03-6273-1797
MAIL futabajimusyo@tempo.ocn.ne.jp
「北千住 司法書士」で WEB サイト、ブログが検索出来ます。

「あなたにお願いしてよかった」
この言葉が私たちにとって最大の喜び

不用品回収から引越・ハウスクリーニング・
害虫駆除・遺品整理・家屋解体までご家庭
のお困りごとは全てパワーヘルパーにお任
せください。女性やご高齢の方もお気軽に
ご用命ください。見積もりは無料。お電話
一本で即対応いたします。

脳腫瘍に冒されながらも、ピッチに戻れる
ことを信じて、壮絶な闘病生活を送った
サッカー少年と、彼の懸命な姿にエールを
送り続けた家族と多くの仲間たち。スポー
ツの真髄と本当にあった物語だからこそ心
に深く響き渡る感動ノンフィクション。

メモリアルアートの大野屋
〒 216-0004
川崎市宮前区鷺沼 1-8-5 エトワーレ・オトール鷺沼 1F
0120-32-5188 FAX 044-866-5881
URL http://www.ohnoya.co.jp
受付時間 9：00 ～ 17：00 定休日 水曜
「暮らしの中の仏事」
「お墓の移転の手引き」
W プレゼント。

株式会社ハウスサポート

どこよりも話しやすい司法書士事務所
遺言・相続、会社設立ならお任せを

カロリー制限食、減塩食、嚥下食など様々
な治療に対応したお弁当をご用意。レンジ
で過熱するだけで、火を全く使用すること
なく調理出来るので安全・安心です。詳し
いメニューは WEB サイトでご確認くださ
い。

体調が優れない時や忙しい時のお掃除は、
億劫でつらいもの。そんな時はすぐに頼め
るお掃除サービスのハウスサポートにお
任せください。お電話一本で気持ちがいい、
そして心と時間にゆとりのある生活をリー
ズナブルな料金でご提供いたします。

家族のための、自分のためのリフレクソロ
ジーをお伝えしています。健康の維持・増
進、リラクセーションの手段としてご活用
いただくことが出来ます。心から笑えない
時でも、まずは笑顔を作ることから始めて
みませんか。笑顔セラピーも実施中。
笑顔は最高のリラク
セーション

レンジで加熱するだけの
栄養管理弁当。初回は 500 円引き

経験豊富なスタッフを揃え、探偵業界内で
最大規模の全国ネットワークが男女問題の
解決からストーカー対策、人探し、盗聴器
盗撮器の発見、裁判証拠収集など、様々な
調査に対応。アフターフォローとして調査
後のカウンセリングも万全。
ひとりで悩まずにお気
軽にご相談を

総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前
〒 221-0834 横浜市神奈川区台町 8-14 ベイシティ滝川 602 号室
0120-45-2244（24 時間対応）
MAIL info@galu-agency.co.jp URL http://www.galu-agency.co.jp/
届出番号 神奈川県公安委員会第 45080124 号

安心、安価、そして充実のサービス
障害者・高齢者住居ならマーメイドケアー
マーメイドケアーでは訪問介護は
もちろん、病院への通院時に便利
な定額制送迎サービス（タクシー
券利用可）や障害のある方や高齢
者の方向けの賃貸住宅も 6 室用
意。全室セコム完備・24 時間管
理と安全面も万全です。完全個室
で共用スペースも充実していま
見学・相談受付中
す。面会・外出・外泊なども自由。ご希望の方には無料で一般食も
ご用意出来ます。家賃は何と 7 万 3000 円～（光熱費込）とお手
頃価格を実現。ご相談・ご用命は株式会社マーメイドケアーまでお
気軽にご連絡を。

株式会社マーメイドケアー
〒 235-0011
神奈川県横浜市磯子区丸山 1-15-25
TEL 045-750-0750
FAX 045-750-0751
URL http://mermaidcare.izm.cc/index.html
介護保険事業所番号 1470700210
スタッフ募集中

ドライバーはケアスタッ
フが兼務なので安心
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