
地元産食材を使ったお料理や、選りすぐりのコーヒーが楽しめるイタリ

アンレストラン＆カフェ。日本初上陸のエスプレッソマシーンをはじめ、

香りを大切にしたメニュー、インテリアやBGMに至るまで、良質と美し

さを追求しています。日々の喧噪を忘れさせてくれる至福の時をどうぞ。

ベストショップコンテスト主催：富山市、富山商工会議所、富山新聞社

富山商工会議所は毎年、管内で新規また

はリニューアルオープンした応募店の中

から、個性あふれる魅力的な店舗を表彰

しています。第71回ベストショップコン

テストの入賞店舗をご紹介いたします。

富山市下新町35-8 076-433-3358

1F／13:00～22:30、2F／11:00～19:30
土曜限定ランチ 11:00～14:00

http://www.sparq.jp/火曜

グランプリ

富山市東岩瀬村 1 076-437-6665

10:00～16:00
12/30～1/3（ランチメニューのみ火・水曜休み）

MUROYA
ムロヤ

コメント
審査員

楽しく食べて、学んで、つながる場所

準グラン
プリ

木でできている迫力のある建物です。
それでいて環境にもいい素晴らしい設備を備えています。

「おいしいもの」を
ご提供するため、

素材選びから、こ
だわっています。

コメント
審査員

酒蔵を意識した事業を行っています。満寿泉の
酒粕を利用した料理など、自然食に特化したお店
です。身障者の方の支援も兼ねています。

富山市新庄本町3-3-33 076-452-0086
月曜

ジーアールガレージ

町いちばんの楽しいクルマ屋さん

準グラン
プリ

コメント
審査員
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Grand Prix

審査委員長 

審査委員長 

スポーツカーに特化したお店で、仲間意識を醸成
するBBQコーナーや、ワインセラーなどの設備が
揃ったショールームです。

バリスタ特製

オレンジマキアート

満寿泉 プラチナ大吟醸
 酒粕使用

酒かすマカロン

オリジナルでレストア
した

チェイサー/MX41
TOYOTA GAZOO R

acing

GR 86

コーヒーリキュールで
大人な味

ティラミス

PARQS 358
パークス サンゴウハチ

大人の至福を楽しむ、イタリアン＆カフェ

事務長
佐治 直さん

カフェ、ショップ、展示・イベントスペースを備えた

多機能型就労新事業所。県産食材にこだわっ

たランチメニューや商品を提供しています。 GRコンサルタント
渡邉 謙太郎さん

トヨタ自動車「GR」シリーズ専門のショールーム。

レストアピットや中庭、キッチンなどがあり、クル

マファンが集い、語らえる溜まり場のようなお店。

GR Garage富山新庄

審査委員長 

MUROYA-145004752768028
https://www.netz-toyama.co.jp/grgarage/

代表取締役
牧 郁基さん

9:30～19:00（平日）、9:00～18:30（土・日・祝日）



富山市東田地方 1-3-19
090-9443-9646

水曜、第3火曜
9:00～18:00

11:00～15:00 （L.O. 14:30）、
17:00～22:00（L.O. 21:00）

薬 10:00～18:30、
カフェ 10:00～17:00

月曜、第1火曜、第3日曜

9:00～19:00、
（日曜 ～18:00）

富山商工会議所
ベストショップコンテスト事務局

　 〒930-0083
 富山市総曲輪 2-1-3

富山市大泉東町 1 - 4 - 7
076-491-5677

月曜

076-423-1171
infotym@ccis-toyama.or.jp

　  http://www.ccis-toyama.or.jp
/toyama/

11:30～14:00、
17:00～23:00

11:30～15:00（   　L.O. 14:00）、
17:00～22:00（L.O. 21:30）

営業部長 石川竜也さん

創業をお考えの方や
創業間もないみなさんを

全力でバックアップします！
お気軽にご相談ください。

このチラシを
持って受賞店に
行ってみよう！

お問い合わせ

大変迫力のある外装でびっくりしました。

古いヨーロッパ風の店内が
素敵でした。

ショーケースの間接照明の色やバランスが良く、
落ち着いた空間の中にも華やかさが。

美味しい焼肉をお手軽に !

大将軍 大泉店
ダイショウグン

富山市二口町4- 5- 3
076-481-6776

定休日なし
11:00～19:30

いま旬なブランド・デザインを

富山市秋吉40-9 コーポ秋吉1F
076-461-5405

水・日曜、祝日

11:30～17:00
（土曜 12:00～）

代表 藤本康子さん

こだわりのワッフル専門店

T&T Waffle
~petite cadeau~

ティアンドティワッフル  プティカドゥ

富山市桜木町 3-11-1F
076-471-8971

不定休

大人の遊び心いっぱいの極上空間

富山市黒瀬 490-1
076-413-7613

月曜

平日 10:00～19:30、
土日 9:30～18:30

代表 土佐将之さん

1ランク上の技術・接客を

TALISE
タリーゼ

審査員コメント

車を、家具なども交えトータルに考えたお店づくり。
人に対する接遇の工夫を感じました。

　　　お店の至る所に、美しくありたいと思う
全ての方に寄り添うオーナーの工夫を感じました。

キラリ賞

コッペパン専門店 黒と白
コッペパンセンモンテン クロトシロ

富山市堀川町 382-8
076-491-3200

キラリ賞

AVANCE SUNNY
アヴァンセ サニー

富山市太田口通り 1-1-1
076-400-8216

日曜、祝日
11:30～14:30  （L.O. 14:00）

キラリ賞

太田口通りカレー
オオタグチドオリカレー

富山市桜町2-2-11
076-471-5877

日曜

キラリ賞

丹霞堂 富山駅前店
タンカドウ

富山市田中町 3 -1- 31
076-464-6648

月曜、日曜
10:00～18:00

キラリ賞

PainAllier
パンアリエ

富山市飯野 10 - 3
076-471-7756

定休日なし

キラリ賞

けんこううどん 上飯野店
ケンコウウドン

サイン・景観賞

サイン
・景観

賞

ライティング賞

ライテ
ィング

賞

色彩・
コーディネート賞

色彩・

コーデ
ィネー

ト賞

優良接遇賞

優良接
遇賞

環境対策賞

環境対
策賞

審査委員長 

審査委員 A

審査委員C

審査委員B

審査委員D

TAKEUCHI BRIDAL
富山本店

タケウチブライダル

代表取締役社長 武内佐忠さん

カフェレストラン ルシェッロ

CAFE RESTAURANT

ruscello

マネージャー
斉藤満須枝さん

薬剤師
竹岸 雅人さん

店長
山影 将士さん

店長
宮前 誠さん

店長
山本  圭さん

店主
森 和宏さん

店長
金森 弘泰さん


