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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。）

●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！≫

当所で作成し、内容の確認・修正の上で掲載となります。

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ＦＡＸ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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幸せが息づく『庭園レストラン』
季節の味をお楽しみください

　高志の国文学館内にある、いつでも来
られる、ちょっとした特別感のあるお店。
　四季折々の富山の豊かな食材を中心
に、フランスや国内各地の旬の食材を加
え、フランス料理の技法で調理。美しい
庭の風景とともにフランスの田舎料理の
美味をお楽しみいただけます。

　デザートからオードブルまで、おうち時間を
素敵にするテイクアウトメニューも。

富山市舟橋南町2ー22
高志の国文学館内
☎076ー431ー0533

■営業時間
　ラ ン チ 11：30～14：00
　ディナー 18：00～20：00
※テイクアウトのお引き渡し

11：00～19：00
■定 休 日　火曜

☆予約受付中！
☆

☆予約受付中！
☆

・クリスマスケーキ
5号 4,320円（税込）

・クリスマスオードブル
1人前 2,700円（税込）

・おせち　　 　24,000円（税込）
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老舗のお茶で
ステイホームでもほっと一息

　創業130年の老舗のお
茶屋です。看板商品「長江
の友白髪」は、かりがねに
加工用ではない本物の宇治
抹茶をまぶしてあり、こだ
わりの製法は門外不出とな
っております。
　最近はコロナ禍もあり、
「長江の友白髪」のティー

バッグの需要も多く、マイボトルでの
使用も大人気。上質な
味と香りを楽しめま
す。是非、ご賞味くだ
さい。

富山市柳町2ー2ー11　
☎076ー432ー2696

■営業時間　9：30～18：00
　　　　　 （土曜～17：00）
■定 休 日　日曜・祝日

(有)長江商店

長江東生園 ▲

HP　
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おなかにやさしい、
ほっこりおいしいくつろぎカフェ

　母娘、親子で楽しく手
作りしています。
　自家製大豆のお味噌と、
農家さんから直接仕入れ
たお米、季節に合わせた

旬の野菜で、手間暇かけた家庭の味を
ご提供します。デザートも手作り。
　お一人様でも気軽にお越しいただけ
るくつろぎカフェです。ぜひ、デザ
ートまでお腹いっぱいお召し上
がりください！

富山市向新庄216ー1　
☎076ー400ー8327

■営業時間　
　月～木曜 9：00～15：00（金曜～14：00）
　金・土曜のみ 夜17：00～22：00
■定 休 日　水曜、日曜、祝日

 おすすめメニュー
ママランチ・娘ランチ（日替わり）
　各880円（デザート・ドリンク付1,150円）
牛すじカレー（サラダ付）730円

つき乃カフェ
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富山宝石工房
★

ホームセンター
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中川原（東）

中川原（南）

世界で一つ、オリジナルの
指輪を作ってみませんか？

　大切な人やお友達とご一緒に、自分だ
けの指輪作りを体験してみませんか？
もちろんひとりでも大丈夫！ 不器用だ
から少し心配……という方でも、職人
が丁寧にサポートしますのでご安心く
ださい。
　所要時間2～3時間で簡単に出来て、
その日のうちに作品をお持ち帰りいた
だけます。最後
は職人が仕上げ
ますので、驚く
ほどキレイな出

来栄えになります！
　結婚指輪や大切な方へのプレゼン
トにも。ささやかですが皆さまの幸
せをサポートいたします。
■営業時間
　10：00～19：00（予約制）
■定 休 日　不定休

富山市中川原193ー6　
☎076ー460ー9384
https://thoseki.jp
ご予約はホームページから！

事業所名 所在地

（株）エーライン 布瀬本町４－１２

（株）オリーブ保険サービス 堤町通り１－３－３

（株）Infinity 西荒屋４１０
リバーサイドヴィラD棟１０２

スナック ルージュ 総曲輪１－３－１０
サンシャインビル３F

リパイユ 本町４－１６

口福ダイニング しあわせの香り 桜町１－６－１８－２F

村田タクシー 向新庄町１－３２－３

あおき接骨院 あおき鍼灸院 新庄町１－５－２８

スナック 佳子 桜町２－１－１６

ホットトットクラブ 桜町２－３－１８

Piano ino music 常盤町１０－３ 竹林ビル１F

日本料理 丸の内 丸の内２－３－３

C・Smile factory 古志町３－４４

麺蔵 中老田店 中老田８２６－３

MOA Creation 新根塚町１－２－２０

エステティックジュビラン
ポシェール 大町８－３

ジョンの英会話教室 綾田町３－１１－１０

久保瓦工業 千成町１７－７

お出かけタクシー エイトビイト 加納２６４－２

典興 堀川町２９４－１

富山宝石工房 中川原１９３－６

写真のカイダ 新根塚町２－９－９
ツカサビル２F

■お問い合わせ先
　当所会員サービス課　☎423－1112　 F 423－1114　

　　　　　　　　　　　　 infotym@ccis-toyama.or.jp

お知らせください

　貴社の名称や所在地、代表者等に変更があったときは、当所

会員サービス課へお知らせください。

※様式は自由です。FAX・郵便・Eメール等でお知らせください。

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

足術&素肌サロン そうま 足もみサロン そうま

新入会員のご紹介
ご入会いただきありがとうございました

（順不同）
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新富観光サービス（株）
行こう！ キャンピングカーで

“くるま旅”
　9月17日から、新たな事業
としてキャンピングカーレン
タル事業を開業しました。
　貸出車両は３台。お客様の
ニーズに沿った『新たな旅行
形態』の一つとしてキャンピ
ングツーリズムをご提供しま

す。県内各地の『自然』と『食』、
『体験』をキャン
ピングカーでご
満喫ください。ご
利用月の3ヵ月前
の1日から予約受
付可能です！

富山市上野322　
☎076ー428ー5544

■受付営業時間
　月・火・木・金　9：00～16：00
■貸出・返却時間
　年中無休　9：00～18：00

詳しくはこちらを
ご覧ください

レンタル料金
9時間

￥9,000～


