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 ９/６ 組合まつり 
 
第９回 協同組合まつりが、９月６日（日）ソフトピアセンター ソピアホールに於いて、開催されます。 

第１部として、学会午前の部終了後、まつり会場を開放し、指定業者による医療機器、衛生用品等の展示、

特売会が行われます。 

 接骨学会終了後、まつり最大のイベントであります大抽選会が行われます、第２部を開始します。大抽

選会では、協同組合特別賞として、２名の方に５万円の旅行券が当たります。今年も指定業者各位の御

厚意により、豪華賞品を提供して頂き、協同組合理事長賞、社団会長賞等、多数の賞品が用意されてい

ます。又、「○×予想クイズ」最多正解者には、５千円の賞品券が贈呈されます。上位正解者にも、賞品を

用意してあります。 

今年の組合まつりも、昨年同様、盛大に行われますように、組合員の皆様の参加、御協力よろしくお願

い致します。                                         

 
 

2009．9．1   第 57 号 
協同組合ニュース 
岐阜県柔道整復師協同組合 
〒501-8385 岐阜市下奈良 1-17-1 
TEL058-277-5044 

賛  助  会  員 出 展 景 品 

（株）日本メディックス 名古屋支店 商品券 

関西放射線機器 トーツーバンド 

日本超音波工業（株） 商品券 

東和ハイテック（株） 商品券 

愛知奥田家下呂膏販売（株） CD 付ラジオ 

（株）メディカルシステム ？？？？？ 

岐濃事務機（株） 商品券 

（有）インクリース 商品券 

（株）吉田養真堂 クーリングパッチ 

アリコ･ジャパン（代）アースプラン 商品券 

エース損害保険（株） 商品券 

東京海上日動火災保険（株） 電化製品 

西尾衛生材料（株） NS テープ 

AIU 保険会社（代）アースプラン 商品券 

（株）エス・エス・ビー 商品券 

ニチニチ製薬（株） ？？？？？ 

警備保障イセット（株） お楽しみ袋 

東京海上日動あんしん生命（株） 電化製品 

（株）損害保険ジャパン（代）アネシス 商品券 

マクターエンジニアリング（株）中部 ？？？？？ 



圏存住唱 平成23年6月1日から設置が義務化

建物火災による死者の約90%は
住宅火災が原因です。

燃え広がる前に煙を敏感に
キヤッチ。警報音と運動する
赤色LEDを装備。聞こえやすい
周波数帯を使用した大音量
ブザーを採用しています。

取 付 け簡単
付属のネジ2本をドライバー1本
で取付け可能です。面倒な配線
工事も必要ありません。
壁への取付けもできます。

醐顧》L璃農嚇瑠ヨ嚇

消防法施行令に基づいた、具奄海客鰍霊
簸

夜中や早朝に電池切れ警報を
出しにくくする機能です。
夜中の睡眠を妨げないように
配慮しています。

その他の商品 ・サービスも
多数取り揃えております。
お気軽にご来場下さい。
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岐阜県社団で1番お使いいただいているレセコンがレセナビです。 

 

     

           全国で約１，５００件の実績 
        セキュリティは万全（パスワード機能・レセナビロック） 

        診察券・領収書・各種書類の印刷機能・電子マニュアル・近接部位チェック 

        福祉用紙・大垣老人にも完全対応・WEBにてバージョナップも可能     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Vista／XP／2000 対応     http://www.resenavi.com/ 
【販売元】                 【開発元】 

       株式会社 ジェイ・エス・エス 

岐阜 〒502-0076 岐阜市長良友瀬81-1   本 社 〒920-0058 金沢市示野中町2-115 

TEL:058-296-6175              TEL:076-223-7361            

 

レセナビスケール 好評発売中 
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レ契約している保険内容がわからない…・

卜こんな時、保険はおりるの?

卜事故があつたら、手続きはどうすればいいの?etc
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・動産総合

団体割引 実施中r

その他各種保険取り扱っております。

エース損害保険‖代理店

l■lフセヤ保険事務所
〒501…6006岐阜県羽島郡岐南町伏屋4-134

TEL 058-247-4506 FAX058-247-4532

魏  如seyal(Dviolin.ocnjp 担当 松波



0120-54-3622
受付時間 ：午前9：00～午後5：00（平日・土曜日） ファックスフリーダイヤル（常時受付）

0120-84-3622FAX
株式会社メディカルパートナーシップ 東京・福岡・岡山・矢掛工場

お問い合わせ・ご注文は

http://www.medical-ps.co.jp
swat@medical-ps.co.jp

［エネルギー］ 0㌍　　　 ［たんぱく質］ 0mg　　 ［脂質］ 0mg　
［炭 水 化 物］ 0mg　　 ［ナトリウム］ 0～4.0mg
（栄養成分：1パックあたり）　※品質保持期限は常温で6ヶ月です。

内容量 ： 1パック180ml   内　容 ： 水・水素    ＰＨ値 ： 中性

■希望小売価格

1本300円〈税込〉
【10本セット】  3,000円
【30本セット】  9,000円
【50本セット】15,000円
【100本セット】27,000円 （90本で10本サービス）

トッププレイヤーが
『体調管理』のために
愛飲している
高水素濃度ウォーター
SWAT



 

ホワイトシート（施術用ﾃｰﾌﾟ）100 ｼｰﾄ 200枚入 
 

天然植物成分９種類配合。 

つらい部分に貼付してください。      （雑貨） 

 

 

奥田家下呂膏 ID液 80ml 
 

インドメタシン１％製剤。 

塗り心地爽やか。          （第 2類医薬品） 

お問い合わせ 

ご用命は 









        ◇ ◇ 新規賛助会員 ◇ ◇  
 

創建設計株式会社  〒502-0912 
                               岐阜市西島町 3-9 
                          TEL（058）296-4077 

 

            岐阜県柔道整復師協同組合指定業者      平成21年9月1日現在 
会 社 名 所 在 地 電話番号 

001 日本メディックス 名古屋支店 〒465-0054 名古屋市名東区高針台１丁目201 052-704-1616 

002 関西放射線機器 〒910-0003 福井市松本1丁目26番8号 0776-23-8888 

003 日本超音波工業（株） 〒504-0831 各務原市蘇原瑞穂町3丁目66 0583-83-1244 

004 （株）セイヨウトレーディング 〒501-6133 岐阜市日置江7丁目7番地の10 058-279-0811 

005 カスガ医科（株） 〒486-0801 春日井市上田楽町1914-3 0568-83-1774 

006 東和ハイテック（株） 〒464-0856 名古屋市千種区吹上2-4-25 トラフィック吹上 052-741-0075 

007 愛知奥田家下呂膏販売（株） 〒465-0097 名古屋市名東区平和ヶ丘2丁目126 052-779-2650 

008 （株）メディカルシステム 〒921-8064 金沢市八日市5丁目439 076-269-2002 

009 岐濃事務機（株） 〒500-8289 岐阜市須賀1丁目12番地 058-271-0053 

010 （有）インクリース 〒502-0076 岐阜市長良友瀬81-1 058-296-6175 

011 （株）吉田養真堂 〒634-0077 橿原市南八木町3丁目8番 0744-22-2374 

012 三井住友海上火災保険（株） 〒500-8842 岐阜市金町7-11-1 058-265-6471 

013 （株）日本柔整医療研究所 〒272-0143 市川市相之川4丁目6番3号 0473-97-9777 

014 丸大食品（株） 〒557-0063 大阪市西成区南津守2-1-10 06-4398-3038 

015 アリコ・ジャパン（代）アースプラン 〒509-0131 各務原市つつじが丘3-152 058-379-2011 

016 エース損害保険（株） 〒500-8318 岐阜市桜通6丁目25番地 058-251-0447 

017 ベストウェスタンホテル高山 〒506-0026 岐阜県高山市花里町6-6(高山駅前) 0577-37-2000 

018 東京海上日動火災保険（株） 〒507-0831 多治見市新町1-6 林ビル２０３号 0572-56-6633 

019 西尾衛生材料（株） 〒451-0074 名古屋市西区万代町1-10 052-522-5251 

020 ＡＩＵ保険会社（代）アースプラン 〒509-0131 各務原市つつじが丘3-152 058-379-2011 

021 （株）サンケイコーポレーション 〒568-0004 大阪市福島区玉川2-3-4 阪神玉川ビル4Ｆ 06-6445-0688 

022 （株）エス・エス・ビー 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル6 03-5825-0346 

023 ニチニチ製薬（株） 〒518-1417 三重県阿山郡大山田村富永２３９番地の１ 0595-48-0201 

024 Rio フジワラ カントリークラブ 〒511-0522 三重県員弁郡藤原町篠立３１１１ 0594-46-3111 

025 警備保障イセット（株） 〒500-8381 岐阜市市橋３丁目４番２１号 058-273-8500 

026 (株)エフワン ｢ケアマネっ子｣事業部 〒500-8844 岐阜市吉野町３丁目８番地 058-266-9069 

027 （株）信陽 〒500-8384 岐阜市藪田南５丁目１０番５ 058-278-5125 

028 東京海上日動あんしん生命（株） 〒507-0831 多治見市新町1-6 林ビル２０３号 0572-56-6633 

029 ジブラルタ生命保険（株）岐阜支社 〒500-8402 岐阜市竜田町2-2 058-262-7153 

030 マイクロアルジェコーポレーション(株) 〒500-8148 岐阜市曙町4-15 058-248-1822 

031 メイシス 〒457-0841 名古屋市南区豊田3-1-14 ラ・トウール御替地101 052-691-7333 

032 （株）損害保険ジャパン（代）アネシス 〒501-0322 瑞穂市古橋1427-1 058-328-8011 

033 サンメッセ（株）岐阜支店 〒500-8289 岐阜市須賀1-1-5 058-274-5011 

034 （株）メディカルパートナーシップ 〒700-0945 岡山市新保1315-4 086-805-0877 

035 マクターエンジニアリング（株）中部 〒465-0053 名古屋市名東区極楽4-1417-207 052-702-7118 

036 （株）ファロス 〒590-0048 大阪府堺市堺区一条通20-15 072-282-5537 

037 日本システムクリエイト（株） 〒144-8721  東京都大田区蒲田4丁目25-7 03-3736-1151 

038 損保ジャパンひまわり生命（株）（代）アネシス 〒502-0322 瑞穂市古橋1427-1 058-328-8011 

039 創建設計株式会社 〒502-0912 岐阜市西島町3-9 058-296-4077 


