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顔の見える地域密着サービス
地域の皆さまが笑顔になれる

お役立ちを目指して

営業種目

●小型農業機械  (販売・修理)
刈払機、チェーンソー、管理機等

●農業資材  (販売)

住設配管資材、各種合成樹脂製品
農業用資材、施設農園芸資材・農具

●住宅改修工事
手すり取り付け、バリアフリー工事

●福祉用具  (販売・レンタル)
車いす(自走・電動・介助)、特殊寝台、歩行器
床ずれ予防用具、介護食、大人用紙おむつ
その他 介護用品
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