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新築＆リフォームフェア

聞いて納得
　　なるほど相談会 江別うまいもん マルシェプチ

10：00～10：00～
　　17：00　　17：00

10：00～10：00～
　　16：00　　16：00

４月１日 ４月２日
10：00～10：00～
　　17：00　　17：00

10：00～10：00～
　　16：00　　16：00

４月１日 ４月２日
10：00～
　　17：00

10：00～
　　16：00

●主 催 ： 江別商工会議所・江別消費者協会　●後 援 ： 江 別 市
【お問い合わせ】江別商工会議所：江別市4条7丁目1番地 011-382-3121

４月１日 ４月２日

第4回第4回
江別うまいもん江別うまいもん
マルシェマルシェ

第17回第17回
新築＆リフォーム新築＆リフォーム

フェアフェア

第3回第3回
聞いて納得聞いて納得
なるほど相談会なるほど相談会

第4回
江別うまいもん
マルシェ

第17回
新築＆リフォーム

フェア

第3回
聞いて納得
なるほど相談会

問題解決！問題解決！
みなさんのお住まいの事はみなさんのお住まいの事は

お任せくださいお任せください

お悩み解消！お悩み解消！
専門家の“無料”相談が専門家の“無料”相談が

受けられます受けられます

“江別の美味しい”“江別の美味しい”
を厳選 を厳選 

“江別の美味しい”
を厳選 問題解決！

みなさんのお住まいの事は
お任せください

お悩み解消！
専門家の“無料”相談が

受けられます

会場：江別市民体育館会場：江別市民体育館（江別市野幌町9番地）（江別市野幌町9番地）会場：江別市民体育館（江別市野幌町9番地）

プチ

お待たせしました！ 4年ぶりに開催します！ お待たせしました！ 4年ぶりに開催します！ お待たせしました！ 4年ぶりに開催します！ 

フェアフェアフェア

会場のご案内

土 日土 日

新型コロナウイルス感染防止対策として、会場内で長時間会話を
する際はマスクの着用をお願いします。
また、当日は会場内に消毒液を設置しておりますのでご自由に
ご利用ください。



住まいのトラブル等各種相談

　住宅リフォームのトラブルは、全ての工事が
終わった後に発覚するケースが多く、リフォーム
のトラブル事例や失敗しないためのノウハウな
どご相談してみませんか。

　相続対策など確認準備はできていますか。
　借金問題、交通事故
などお困りのことはあ
りませんか？

　相続税や贈与税、土地・建物
を売却したときの税金など
事前に確認しませんか？

木造住宅の耐震化・空き家について

　遺言や相続登記など、財
産の承継についてご準備
は出来ていますか？
　リフォームの際の登記
関係について、ご不明な
点はございませんか？

遺言や相続について 遺言や相続、リフォームの登記関係について

税金の対処法などについて

司法書士清水崇史事務所・
　　　　　黒壁健司法書士事務所

 (江別法律事務所・のっぽろ法律事務所)

●木造住宅の無料耐震診断や耐震化に
　かかる補助制度について
●空き家等の適切な維持管理について

のっぽろ法律事務所のっぽろ法律事務所
弁護士  弁護士  成田 騎信成田 騎信

江別法律事務所江別法律事務所
弁護士  弁護士  西脇 崇晃西脇 崇晃

のっぽろ法律事務所
弁護士  成田 騎信 司法書士  司法書士  清水 崇史清水 崇史 司法書士  司法書士  黒壁 健黒壁 健司法書士  清水 崇史 司法書士  黒壁 健

江別法律事務所
弁護士  西脇 崇晃

お悩み解消！専門家の〝無料〟相談が受けられます

聞いて納得
なんでも相談会

( (

 (江別消費者協会)

(税理士対応)  (江別市建設部建築指導課)

ル カルムのシフォンケーキは
江別産の小麦粉と卵を使用しています。

ル カルム
ピッコ・ベーカリーピッコ・ベーカリー

㈱曲〆林数男商店㈱曲〆林数男商店㈱曲〆林数男商店

あすかのごませんべい

江別あすか福祉会江別あすか福祉会
NPO法人NPO法人

江別あすか福祉会
NPO法人

菓子工房笑くぼ菓子工房笑くぼ菓子工房笑くぼ

ノース ライブ コーヒー

㈱石川組 011-385-3336 江別市上江別西町42-6㈱石川組 011-385-3336 江別市上江別西町42-6

4月1・2日両日4月1・2日両日

廃棄物収集運搬処分料
20％割引券

廃棄物収集運搬処分料
20％割引券

廃棄物収集運搬処分料
20％割引券 差し上げます！

先着各3名様限定！

旭川ガス㈱江別支社 011-382-4211  江別市野幌末広町38-2旭川ガス㈱江別支社 011-382-4211  江別市野幌末広町38-2

㈲浜野金属工業  011-384-0262  江別市野幌末広町8-6㈲浜野金属工業  011-384-0262  江別市野幌末広町8-6

屋根、外壁工事の
ご相談はお気軽に。
屋根、外壁工事の
ご相談はお気軽に。

リフォームフェア期間限定
屋根工事特別割引いたします
リフォームフェア期間限定
屋根工事特別割引いたします

㈱保科工務店  011-386-0001  江別市大麻新町23-5

地元工務店だから出来る安心の性能と価格

お見積り依頼でプレゼントを
ご用意しております。

お住まいの事なら何でもご相談ください！

新築・リフォームプランをご提案致します。
是非この機会に弊社ブースへお越しください！
新築・リフォームプランをご提案致します。
是非この機会に弊社ブースへお越しください！

Ｋペイント  011-382-6385 江別市野幌住吉町25-47Ｋペイント  011-382-6385 江別市野幌住吉町25-47

ご成約の方にもれなく
ホームタンク塗装・外窓ガラス清掃を
サービスいたします

ご成約の方にもれなく
ホームタンク塗装・外窓ガラス清掃を
サービスいたします

●サイディング　●コーキング　●モルタル補修　●換気フード取替

㈲インテリア ナガオ 0120-933-750 江別市緑町西１丁目56

●クロス・ジュータン張替（材料30％OFF）

●カーテン40％OFF
●襖・障子１枚4,400円から（税込）

●ブラインド30％OFF（取付費は別途かかります）

●ブラインド修理（ひも取替等）6,600円から（税込）

㈲インテリア ナガオ 0120-933-750 江別市緑町西１丁目56

来場者
もれなく

道東ハウス工業㈱江別支店

200,000円（税込）

道東ハウス工業㈱江別支店
011-383-2229 江別市上江別西町2-3011-383-2229 江別市上江別西町2-3 三菱霧ヶ峰GVシリーズ

MSZ-GV4022S
200V 15A
暖房11～14帖　冷房11～17帖

特価

お見積特典・ご成約特典をご用意しております！

工事費込み

限定10台

地域密着！豊富な施工実績！安心してお任せください！
新築・建替え・リフォームまで幅広く対応いたします！

㈱藤原板金  011-383-1293  江別市江別太686-10
http://www.yoiyane.com

㈱藤原板金  011-383-1293  江別市江別太686-10
http://www.yoiyane.com

金属・樹脂 サイディング 板金・防水

リフォーム
工事＆

北登建設工業㈱  011-385-0225  江別市野幌住吉町37-9北登建設工業㈱  011-385-0225  江別市野幌住吉町37-9

新築・リフォーム相談会

新築のご相談、アンケート記入で粗品プレゼント新築のご相談、アンケート記入で粗品プレゼント

㈲斉藤畳店 011-382-2956 江別市野幌住吉町13-9㈲斉藤畳店 011-382-2956 江別市野幌住吉町13-9

畳工事  合計金額8万円以上（税込）

ご成約のお客様 5％OFF!
畳工事  合計金額8万円以上（税込）

ご成約のお客様 5％OFF!

各日先着各20名！
●小学生以下限定で子供工作体験行います。

●御見積依頼頂いた方には、弊社敷地内コインランドリーの
　洗濯チケット（500円分）プレゼント！

●小学生以下限定で子供工作体験行います。

●御見積依頼頂いた方には、弊社敷地内コインランドリーの
　洗濯チケット（500円分）プレゼント！

住まいに関することなら小さな仕事でもします。 安心を売ります。お電話下さい。

適性価格
見積無料

建築屋が本職です。絶対にごまかしません。
技能士のいる店。自社大工が直接施工します。

江別市元江別本町20番地1（3番通り6丁目角）

先着各2名！

㈲アシスト北海道 011-382-6371 江別市上江別南町25-12㈲アシスト北海道 011-382-6371 江別市上江別南町25-12

安心のスチールカーポート安心のスチールカーポート

748,000円（税込）
●雪積2m対応　２台用カーポート
　CPA-520（丸柱・角柱）

700,000円（税込）
●雪積1.5m対応　２台用カーポート
　CPA-510（丸柱）

748,000円（税込）
●雪積2m対応　２台用カーポート
　CPA-520（丸柱・角柱）

700,000円（税込）
●雪積1.5m対応　２台用カーポート
　CPA-510（丸柱）

江別市一番町24-1
011-382-5652㈱サイトウ塗装

藤塗装工業㈱

㈲星谷塗装工業

㈱サイトウ塗装 江別市一番町24-1
011-382-5652

江別市幸町29-5
011-384-3710藤塗装工業㈱ 江別市幸町29-5
011-384-3710

江別市東光町37-17
011-383-6403㈲星谷塗装工業 江別市東光町37-17
011-383-6403

江別うまいもん　　マルシェプチ

ご相談の際は「建築図面」をお持ちいただくと便利ですご相談の際は「建築図面」をお持ちいただくと便利です

快適な暮らしを応援します快適な暮らしを応援します快適な暮らしを応援します

ご相談の際は「建築図面」をお持ちいただくと便利です

新築＆リフォームフェア新築＆リフォームフェア
問題解決！みなさんのお住まいの事はお任せください問題解決！みなさんのお住まいの事はお任せください

新築＆リフォームフェア
問題解決！みなさんのお住まいの事はお任せください


