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★

sugar love photo atelier
シュガーラブフォトアトリエ

小さなフォトアトリエで残す
      心あたたかくなる一枚

当店では「日常に寄り添う写
真」をコンセプトに撮影を
行っております。

そんな心あたたかく
なるような写真を残
してみませんか？

ふと写真を見返すだけで、当た
り前の日常の幸せが感じられた
り、過去と今を振り返ることで
いろいろな想いに気づいたり。

富山市古沢410ー2
https://sugarlove.jp/

■営業時間　10：00～18：00
■定 休 日　なし
　　　　　　 (年末年始のみ休みあり)

お問い合わせは
WEBから

★

R８
新屋

飯野

上飯野

ココス

ブックマーケット
mayu・maru

クスリのアオキ

ぬくもり・あったか・ほっとする味。
手作りパンとスイーツのお店

　国産小麦粉や富山産米粉、白神こだま酵母を用いて、素朴
でやさしい味のパンとスイーツを手作りしています。アレ
ルギーのある方も安心して食べられる卵乳製品不使用のパ
ンや、米粉のおやつなどもございます。体にほっこりやさし
いお惣菜（にちめし）もご用意。ぜひ一度、お越しください！

富山市上飯野2ー50
（HAIR SALON WARMTHさん隣）
☎090ー8094ー7769
　 手作りパン&スイーツmayu・maru

■営業は第１・３日曜のみ（OPEN 11：00～）
　　　　※なくなり次第終了
　　　　※１/３（日）は休み

マユ・マル

 
 
 
 

 ウィズコロナ
応援キャンペーン

料金はいっさい
かかりません！

　このコーナーでは、会員の皆さまからお寄せいただき
ました新製品の開発や新分野への進出、会社・支店の設
立、各種サービス、おすすめの商品など、様々なニュー
スや話題についてご紹介いたします（掲載内容に関する
お問い合わせは各事業所に直接お願いします。）

　コロナ感染症の影響を受け厳しい状況下で頑張ってい
る事業所を応援するため、今月号より当コーナーをパ
ワーアップし、増ページ・増枠してより多くの事業所の
ＰＲをお手伝いいたします。近年中に掲載されたことの
ある事業所でもＯＫ！ ぜひお申込みください！

●期　間：2021年4月号（3/19発行）まで
　　　　 （※期間内に1事業所1回まで）
●お問い合わせ先：当所総合企画課
　　　　☎076-423-1112　FAX076-423-1114
　　　　✉infotym@ccis-toyama.or.jp

 詳しくは http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/
　　　　　magazine/plaza/plaza.html

≪カンタン申込！≫

校正の確認・修正を経て…

当所で作成します！

掲　載

①内容送信
・�アピールポイ
ントの箇条書
きでもＯＫ！

・�手書きのＦＡ
ＸでもＯＫ !

②画像（2～3点）送付
infotym@ccis-toyama.
or.jpまで

撮影に伺うことも
可能です！
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ウッドライフ
ホーム

セブンイレブン

イセ株式会社

★
スポーツ
緑地広場

至空港

刑務所

萩原

神
通
川

包装資材・機械のイセ（株）から
ロボットによる業務効率化の新サービス ! 

ＲＰＡという技術でパソコンを使っ
た業務を自動化します。
　Robotic:ロボットに
　Process:業務を覚えさせて
　Automation:自動化すること
年間2500時間の業務削減を成功させ
たノウハウを元に、お客様の社内へ
の導入、定着までしっかりサポート
いたします。

包装では環境対応素材で新商
品の製造を開始しました。
お米を原料とした「ライスレ
ジン」、石灰石を原料とした
「LIMEX」などを扱っており、
二酸化炭素の排出量削減に貢
献します。

富山市西荒屋543
☎076ー429ー7353
　 ise-rpa@isekabu.co.jp
http://www.isekabu.co.jp/

080ー8696ー5236／小川まで
お問い合わせ先

★ 西
町

荒
町

総曲輪
ウィズ

グランドプラザ前

総曲輪通り

徳風幼稚園
本願寺西別院

至富山駅

eyelash
salon
limi

大和

eyelash salon  limi 
アイラッシュサロンリミ

総曲輪グランドプラザ２Ｆ
まつ毛パーマの専門店
　丁寧なカウンセリングと豊富な
パーマロットから、あなたの理想の目
元を実現。お買い物ついでの短時間
で、ナチュラルで上品なカールを仕
上げます！
　まつ毛に関するお悩みを何でもご
相談ください。
　初めての方もぜひご来店ください！

Jump maruyama
富山市総曲輪3ー6ー15ー18
グランドプラザ2階
☎076ー464ー5637
　 eyelashsalonlimi

■営業時間　10：00～20：00
■定 休 日　なし(年末年始は休み)

・まつ毛パーマ（上）
・まつ毛パーマ（下）

各5,000円（税込）
・シングルラッシュ80本

4,400円（税込）

おすすめメニュー

　お店の方で行っていただくのは出荷作業のみ。
　ＥＣ３大モール（amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo！ショッピン
グ）への出店･販売まるごと代行サービス「miicha.」をスタート。
　出品、在庫管理、お客様対応など、様々な業務をすべて代行。
1ヵ月あたり3,000円(税別)で貴社･貴店のネッ
ト販売のはじめの一歩を応援します。
　HPでは【１分でわかる動画】も公開中です。

ネット販売の
はじめの一歩を
応援する

どんなサービス？

商品の出品や在庫数量管理、
お客様対応など

様々な業務をすべて代行 ショップで販売

ショップで販売

ショップで販売

お店

出品後、お店の方で
行っていただくのは
出荷作業 のみ 発送

富山市赤田761ー1
☎076ー274ー4550

詳しくはHPをご覧ください

EC事業部

（株）河村産業所 富山工場

メイドイン富山で感染防止対策！
　ウイルス対策、衛生管理に最適なステンレス製の消毒液ス
タンドです。足踏み式ですので、ポンプに触れることなく消
毒できます。学校・病院・イベント会場・店舗・事務所等の入
口への設置にいかがでしょうか。強度試験も実施しており、
300万回の耐久テストもクリアしています。

富山市八尾町保内3ー6
☎076ー454ー3900

足
踏
み
式
消
毒
液
ス
タ
ン
ド

※薬用ボトルは付属しておりません。

■衛生的

重量
4.4kg

材質
ステンレス

高さ
109cm

（本体97cm）

ペダルを踏むと消毒液が出るため
ポンプに手を触れずに消毒できます。

■場所を選ばない
電源不要でどこでも設置可能。
スリムな形状で場所を取りません。

■タイムラグ無し
瞬時に液が出るので人が大勢
いる場所でも混雑しません。

容器のサイズに合わせて
高さを自由に調節可能！
↖

耐久試験
100万回
クリア

耐久試験
300万回
クリア
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富山商工会議所  tel :076-423-1112

（公社）とやま被害者支援センター

　あなたの不要になった本・Ｃ
Ｄ・ＤＶＤ・ゲームソフトが、
犯罪被害に遭われた方々への支
援活動に活用されます。
　犯罪被害に遭って身体や心を
傷つけられたり、大切なものを
失ったりして苦しんでいる方た
ちが安心した生活を取り戻せる
ように、あなたの本などをご寄
附ください。買取金が支援活動
に利用されます。

本で
ひろがる
支援の輪

まずはお電話ください

事務局☎（076）413-7820

わ
た
し

たち
はあなたを応援

し
ま
す
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あ
な
た

のこ
ころに寄り添う

支
援
を

富山県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人 とやま被害者支援センター

ISBNコードが
付いているものが
対象です。

規格品番が
付いているものが
対象です。

本の場合 CD・DVD・ゲームの場合

このような本などが支援につながります

ご入会いただきありがとうございました

新入会員のご紹介

（順不同）

事業所名 所在地

（株）薬日新聞社 向川原町４－２４

（株）富山管機 二口町２－11－２

（株）NFA R&D 横内１４７

（株）マツノ 高岡市問屋町３８

ザ・正体 弁慶
町村１１９－２
サンコレクトビル２－B

colitool VeLe 根塚店
新根塚町１－９－４５
BNKビル１F

手作りパン＆スイーツ
mayu・maru

上飯野２－５０

Neos Ego Order Suit 山室１３０－６（２F西）

古田塗装 上冨居３－６－２１

会員データ変更のご案内

◎事業所名の変更……（敬称略）
旧事業所名 新事業所名

（有）中尾運送 （株）オールロジスティクス

　当番組では会員の皆様を日替わりでご紹介しています。
　無料で自社PRや商品・サービスのPR、イベントやキャンペーンの開催告知など
にご利用いただけます。
　事前収録なので、録り直しや編集が可能。ご都合に合わせて事業所へ収録にお伺
いいたします。収録は番組パーソナリティの質問にお答えいただくだけです！

番組概要

放送時間：毎週月曜8：10～

再 放 送：同日（月曜）17：10～、金曜8：10～、17：10～（週4回放送）

収録場所 御社（富山市内）、当所会議室、富山シティエフエムスタジオなど

所要時間 30分～１時間程度

収録日時 毎週月・火曜の14時以降　※その他要相談

収録内容

番組パーソナリティからの質問形式になります。事前に
打ち合わせをしてから、収録いたします。
≪内容≫①御社について（事業内容など）
　　　　②PRしたい商品やサービスなどについて
　　　　　（特徴、強み、お客様からの声など）

そ の 他
・出演者は代表者、担当者など問いません。人数は2～3名様まで可能です。
・ 多くの事業所を紹介するため、出演は原則として1事業所につき1回ま

でとさせていただきます。

 出演者大募集！！　 富山商工会議所のラジオ番組

「ふれあい情報交差点（10分番組）」に出演しませんか？

▲�収録の様子

♪バックナンバーを
 視聴できます！

過去の放送分をネットに掲載して
います。是非お聴きください！
http://www.ccis-toyama.or.jp/
toyama/

商工とやま　2021.1……26


