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マーボー君の豆知識：

12月の英語での月名、December（ディセンバー）は、「10番目の月」の意味で、ラテン語で「第10の」という意味の「decem」の語に由来しているんだそうです。 実際の月の番号とずれているのは、紀元前46年まで使われていたローマ暦が3月起算で
（そのため年末の2月は日数が少ない）、3月から数えて10番目という意味なんだって。知ってた？
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「人のためのコンクリート」　　㈲長岡生コンクリート

発行：長岡生コンクリート編集部 tel.055-947-0049

長岡生コンクリートよりご挨拶 
 

平素よりご愛顧をいただきまして、まことにありがとうございます。 

本誌NR-Timesも本号で5周年の節目を無事迎えることができました。 

この5年間にお客様からの励ましのお言葉、また弊社長岡生コンNRに対しての格別のご高配を頂戴したこ

とで、一度も怠けることなく社員一丸となってこれまで継続することができました。 

NR-Timesの趣旨は第一に地域貢献です。 

生コンという産業だけでなく、事業を継続するためには、まずは地域の活性が必要条件と信じています。 

その思いから、伊豆長岡を中心に伊豆の国市、伊豆半島、静岡県、そして日本のためになればと、継続し

てまいりました。 

そして、第二にNRMIX長岡生コンのPRです。 

地域との交流を実感するために、これまで社員全員一丸となって実践してまいりました。 

これからも、10年20年と地域に根差した企業活動を続けてまいりたい所存です。 

本号では、支えていただきましたお客様をはじめとする全ての皆さまにその恩返しができればと、地域活性

も含めてお得な企画をご案内させていただきます。 

今回、この企画が実現できたのも、ご支援ご協力いただきました各地元企業様あってのことでございます。 

まことにありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

これからも永久に皆さまにとって、なくてはならない長岡生コンを目指して、社員一同励んでまいります。 

至らないことございましたら、なんなりと、厳しくお申し付けください。 

皆さまと共に成長できたら望外の喜びに存じます。 

いつもありがとうございます。 

どうぞ、我がまちと長岡生コンを今後ともよろしくお願い申し上げます。 

  

                                           

                                 

                                      代表取締役社長   

                                         宮本 みよ 

 

   

「宿泊補助券」のお問合せ 

伊豆長岡温泉旅館協同組合 

055-948-1666 
平日9:00～17:00まで 

NR Timesをご覧の皆様に感謝の気持ちを込めて、 
記念地元タイアップ企画

その一 得 
伊豆長岡温泉旅館協同組合から、この度来年行われる伊豆の国市源頼朝挙兵830年祭プレイベントといたしまして、6,000人限

定お一人様2,000円宿泊補助券が発行されることになりました。対象宿泊施設は、伊豆長岡温泉28の宿泊施設。皆さんこのチャ

ンスをお見逃しなく。 

 

宿泊補助券をご希望の方は、伊豆長岡温泉旅館協同組合までご連絡下さい。無料で

割引券を発送させて頂きます。ご予約は直接対象宿泊施設にお問合せ下さい。 

尚、有効期限は平成24年5月31日までとなりますが、先着6,000名様限定となりますので、

補助券がお手元にお届きの際は、お早目にご予約下さい。 

その二 得 

1.市内外113の協賛店で独自のサービスが受けられる! 
施設入園料や飲食代の割引、ドリンクのサービス、オリジナル記念品のプレ

ゼントなどなど・・・。 

2.協賛店でスタンプを集めるとすてきな景品と交換できる! 
しかも、スタンプが5個、10個、15個とチャンスが3回。 

3.自動的に地場産品等の抽選に応募できる! 
わずらわしい手続きは不要です。 

4.年に2回パスポートブックが届く! 
伊豆の国市のホットな情報が盛りだくさんで、読み応えもばっちり。 

5.無料入浴券1枚ついてくる! 
極めつけがコレ。立ち寄り湯めぐりも気軽にできますね。 

 

ということで、大変お得なこのパスポート。伊豆の国市観光協会、市役所観

光商工課、市内各旅館などで1部500円にて好評発行中です。 

観光に食事にと、伊豆の国市を満喫するためのお供として、伊豆の国観光

パスポートをぜひご活用ください! 

伊豆の国観光パスポートをご購入された方にはさまざまな「お得」のチャンスがあります。 

「伊豆の国観光パスポート」好評発売中！！1冊500円でうれしいお得がいっぱい！！ 

「観光パスポート」のお問合せ 

伊豆の国市観光協会 

055-948-0304 

伊豆長岡温泉旅館協同組合 
副理事長 

福田儀市さん 

伊豆長岡温泉は温泉の質、料理ともに

全国レベルです。観光のお客様はもちろ

んのこと、地元のお客様も、ぜひこの機

会に伊豆長岡温泉にお越し下さい。 
 

事業実行委員会 
副実行委員長 
稲村浩宣さん 

このパスポートは、国と名の付く伊豆の国市を、国に見

立て作られております。 
観光施設や、商工全般でお使いになれ、様々なサービ

スが受けられます。 
大変お得になっておりますので、観光パスポートを使っ

て、何度でも伊豆の国をお楽しみ下さい。 

簡単なアンケートにお答え下さい。 

Q.伊豆の国と言えば何をイメージしますか？ 

（                                          ） 

Q.NR取扱い商品の中でご興味のあるものに○を付けて下さい。（複数ＯＫ） 
ボトルキープコン ・ 透水性ドライウェイ ・ ステンシルコンクリート ・ NR色合わせ&補修 

コンクリート改質MCタイト/ファイン ・ 流動化処理（LSS）工法 ・ 暑中コン対策ヒートブロック  

ベルトコンベア付きアジテーターネコイラズ ・ 天然軽量骨材スコリア ・ MAPEI製品 

その他（                                      ） 

Q.今後ご使用になってみたいと思いますか？ 

（                                          ） 

宜しければ、ご連絡先をご記入下さい。 

お名前             お勤め先           ご連絡先 

（              ） （               ）（                ） 

                              ご協力ありがとうございました。 

 

NRよりクレームカードをご返送頂いた 

皆様に感謝の気持ちを込めて 

クレームカード第13弾 

副賞といたしまして 

ダイワロイヤルホテルズオリジナル 

 
を抽選で1名様にプレゼント致します! 

お楽しみに！ 

 

 
 

 

得 



　

  

 

※複数の施設、店舗をご利用の方はお手数ですがNRホームページより
NR Times60号を印刷しお持ち下さい。←URL http://www.nr-mix.co.jp/出荷携帯090-1792－9964

E-mail nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jpFAX055-947-0052㈲長岡生コンクリート
長岡・さくら工場

　　　　〒410-2211
　　　　伊豆の国市長岡781

代表055-947-0049 試験室055－047-0051
出荷055－947-6222 NR Mix055-947-0050

「三ません」はイケません！　　　「知りません！　解かりません！　出来ません！」あなたの町の生コン屋さん　　㈲長岡生コンクリート   

記念地元タイアップ企画
その三 得 

原木 韮山 伊豆長岡 田京 大仁 

伊豆半島の入口・韮山にある「蔵屋鳴沢」は、地ビールレストランとやぶきた茶の製造直売を

しております。国の重要史跡 「反射炉」 をとり囲むその敷地は、緑や川のせせらぎのある心

地よい空間です。 

地ビールの名前は地元に親しみのある、太郎左衛門、大吟醸政子、頼朝と

ネーミングしました。様々なランチメニューもご用意しております。観光でお越

しのお客様にはもちろんのこと、地元のお客様もぜひお越しください。お待ち

しております。 
 

蔵屋鳴沢 
稲村秀宣さん 

得 
先着30名様限定 

地ビールレストラン 

お一人様 

700円引きお食事クーポン! 
更に限定終了後も 

1/31まで500円引き！ 
※本券1枚で1名様のみご利用可能 

1グループで1枚のご利用まで 

 送迎の場合はご使用になれません 

 

駿豆線一日乗り放題乗車券『旅助（たびだすけ）』 
駿豆線各駅（原木・牧之郷を除く）およびＪＴＢ各店舗にて発売! 
おとな（中学生以上）1,000円 こども（小学生）500円で 
駿豆線内１日乗り降り可能！ 

伊豆長岡温泉割引乗車券（片道） 
三島駅にて発売! 
おとな450円（中学生以上）こども230円（小学生） 

三島駅～伊豆長岡駅までの片道電車運賃+伊豆長岡駅～伊豆

長岡温泉駅までの片道バス運賃

得 

これからがらんの最盛期です。咲き

誇ったらんの花と共に芳醇な香りも

お楽しみ下さい。伊豆の国にお越し

の際は、ぜひお立ち寄り下さい。 
 

副支配人 
吉川安衛さん 

http://www.yoran.co.jp/  

時之栖IZU・WORLD洋らんパークトロピカリウムでは、四季を通じてのべ

500種2万株ものらんの花が咲きみだれ、様々な植物や小動物たちもご

覧いただけます。その他、伊豆の国ビールレストランでは、和洋中30種

（ディナー50種）の鉄板バイキングが楽しめます。 

    先着30名様限定 

    入園割引クーポン! 

通常大人800円→500円 

小中学生400円→200円 
更に限定終了後は3/31まで 

大人700円小人350円で 

入園出来ます。 
※先着となりますので、定員になり次第終了 

させて頂きますのでご了承ください。 

クーポン1枚に付き10名様まで利用可能 

得 

ロープウェイで行く、富士山や

駿河湾を望む伊豆屈指の絶景

と、伊豆静岡の新鮮な食材を

使った創作料理が食べ放題の、

伊豆旬彩バイキングを、ぜひお

楽しみ下さい。 

営業企画課長 
増田喜一さん 

黒柳 
渡辺精吾さん 

はなぶさ館主 
花房孝光さん 

平成24年新春、新店舗オープン致しま

す。お気軽にお立ち寄り下さい。 
 

保存料を使わず、お客様の健康に気を

使ったまんじゅう作りを心掛けておりま

す。ぜひ、お立ち寄り下さい。 

柳月店主 
渡辺紳太郎さん 

創業大正5年のながお菓まんじゅう

柳月です。伊豆の国にお越しの際は、

ぜひお立ち寄り下さい。 

小さい店ですが、味では負けな

いつもりでやってます。ご来店お

待ちしております。 

あやめ園店主 
稲木貞龍さん 

得 

各店舗先着30名様限定 

（平成24年1/31まで）  

1箱200円引きクーポン! 
※お一人様1箱までとさせて頂きます。 

各店舗先着となりますので、定員になり次

第終了とさせて頂きます。 

また店舗により、箱サイズの制限が御座いま

すのでご了承下さい。 

 

伊豆の国パノラマパークは、ロープウェイで行く大パノラマ、富

士山・駿河湾を一望する絶景と、花や自然を満喫する憩いの空

間。伊豆の新鮮な幸と静岡ご当地グルメ、更にはシェフが腕を

ふるう創作料理が楽しめます。 

伊豆の国パノラマパーク 

TEL:055-948-1525 

http://www.panoramapark.co.jp 先着限定なし! 

ロープウェイ乗車券（往復） 

割引クーポン!（平成24年3/31まで） 

通常大人1300円→1000円 

通常小人650円 →500円 
※クーポン1枚で1グループOK! 

 

 

得 

江間いちご狩り組合では静岡生まれの大粒いちご「章姫（あきひめ）」とその苺から品

種改良された「紅ほっぺ」2種類を食べて頂いております。どちらも、とっても甘くて美味

しいです。皆様に喜んで頂くため、まごころ込めて作りました。是非、美味しい苺をお腹

いっぱい召し上がって下さい。お待ちしております。 

静岡県下最大級！日本一かも！ 

いちごハウス200棟完備！ 

12月10日から開園！ 

 

バリアフリー！車椅子でのいちご狩りも楽しめます（要予約） 

障害者用トイレも完備！平成24年1月２日オープン！ 

お問合せ：江間いちご狩りセンターTEL:055-948-1115 
事務局：JA伊豆の国江間支店TEL:055-948-6060 

お問合せ：伊豆長岡いちご狩りセンターTEL:055-948-6160 
事務局：JA伊豆の国江間支店TEL:055-948-6060 

すべてのハウスで富士山の絶景を眺

めながら、いちご狩りが楽しめます！ 

平成24年1月2日オープン！ 

お問合せ：韮山いちご狩りセンター

TEL:055-949-8215 
事務局：JA伊豆の国韮山支店

TEL:055-949-1342 
 

各センター先着30名様限定 

入園料300円引きクーポン! 
更に限定終了後は期間中100円引き! 
※各センター先着となりますので、定員に 

なり次第終了とさせて頂きます。 

またセンターにより、開園時期が異なり 

ますのでお気をつけ下さい。 

 

 

得 

まんじゅう屋 ひと花 TEL:055-948-1230 
 

温泉まんじゅう本舗 あやめ園 TEL:055-947-2084 ながお菓まんじゅう 柳月 TEL:055-948-0151 

伊豆長岡温泉 元祖温泉まんじゅう 黒柳  
TEL：055-948-0789 

時之栖IZU・WORLD TEL:0558-76-3355 

蔵屋鳴沢 TEL:055-949-1208 
 

先着30名様限定 

地ビールレストラン 

お一人様 

700円引きお食事クーポン! 

更に限定終了後も 

1/31まで500円引き！ 
※本券1枚で1名様のみご利用可能 

1グループで1枚のご利用まで 

 送迎の場合はご使用になれません 

先着限定なし! 

ロープウェイ乗車券（往復） 

割引クーポン!（平成24年3/31まで） 

通常大人1300円→1000円 

通常小人650円 →500円 
※クーポン1枚で 

1グループOK! 
 

 

 

各店舗先着30名様限定 

（平成24年1/31まで）  
1箱200円引きクーポン! 
※本券一枚に付きお一人様1箱まで。 

各店舗先着となりますので、定員にな

り次第終了とさせて頂きます。 

また店舗により、箱サイズの制限が御

座いますのでご了承下さい。 

 

 

  各センター先着30名様限定 

入園料300円引きクーポン! 
更に限定終了後は期間中100円引き 
※各センター先着となりますので、定員に 

なり次第終了とさせて頂きます。 

またセンターにより開園時期が異なります。 

 

 

 

   

施設記入欄 

ご利用人数（   ）日付（   ） 

店舗記入欄 

ご利用個数（   ）日付（    ） 
施設記入欄 

ご利用人数（   ）日付（    ） 
施設記入欄 

ご利用人数（   ）日付（   ） 

施設記入欄 

ご利用人数（   ）日付（   ） 

※裏面簡単なアンケート

にご協力下さい。 

きりとり きりとり 

き

り

と

り 

先着30名様限定 

入園割引クーポン! 

通常大人800円→500円 

小中学生400円→200円 
更に限定終了後は3/31まで 

大人700円小人350円で入園可 
※先着となりますので、定員になり次第 

終了させて頂きますのでご了承ください。 

クーポン1枚に付き10名様までご利用。 

 

 

 

 

 

 

 

NR Timesをご覧の皆様、いつもありがとうございます。

この度、日頃のご厚意に感謝の気持ちを込めて、 

5周年記念地元タイアップまる得キャンペーンを企

画させて頂きました。この企画は地元の様々な産業の

方々の多大なご協力のもと実現いたしました。 

通常の割引よりさらにお得になっております。 

ぜひこの機会に、わが街にお越しいただき、 

お得に伊豆の国を楽しんで下さい。 

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 

                       NR Times編集長 池上 信 

 

得 


	Sheet1

