
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「商工とやま」編集部
　　　　☎076-423-1112　FAX076-423-1114
　　　　✉infotym@ccis-toyama.or.jp

≪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！

しあわせ創庫

　コロナ禍を受けたトレンドは少人数の「家族婚」や「フォ
トプラン」などの格安プランの盛り上がりです。しかし、単
純に簡素化されたかと言えばそうではありません。一方で「バ
ルーンリリース」や「フラワーシャワー」「シャボン玉シャワー」
「カラードリップウェディングケーキ」などのインスタ映えす
るような演出も増えています。また「プロフィールムービー」
などの画像・映像を使用した演出が特
別なものではなくなり、自作の「ムー
ビー」が一般化。スマホでムービーを
制作してアップロードされるお客様
も。結婚式のお世話をさせていただく
と、１組１組結婚式に対する想いが異
なります。特に「自分たちらしさ」を
求める方が増えています。しあわせ創
庫では、皆様の想いをしっかりと受け
止めさせていただきます。一度お店を
覗いてみてくださいね。お待ちしてい
ます。

アフターコロナは
家族婚にフォト婚が旬！

■営業時間　10：00～19：00
■定 休 日　火曜、水曜

富山市舟橋南町6-13
☎076ー471ー5115

しあわせ創庫

★

高志の国
文学館

舟橋南町

安住橋

松川松川

河上内科
医院

県
庁
前

Acton Hairdressers

　当店では、ロンドンでヘ
アカット技術を修練したス
タイリストが、骨格/輪郭/顔
のパーツ/ライフスタイル/身
長など様々な角度から、あ
なただけの“似合わせStyle”
をリーズナブルな価格でご

提案します。今までどこに行っても満足できなかった方
や、新しい自分に出会いたい方、お待ちしています。
Price
カット（学割あり）
カラー　　　　　　
パーマ　　　　　　
トリートメント　　
ヘッドスパ

大人の髪の悩みを
「ヘアカット」で解決！

■営業時間　10：00～18：00
■定 休 日
　月曜、第3日曜

富山市南田町1ー2ー16
1階
☎076ー422ー1599

5,000円～
6,500円～
7,000円～
4,000円～
4,000円～

（すべて税込み）

↓ご予約は
　こちら！

★

富山市ガラス
美術館

池田屋安兵衛
商店

大和
富山店

R
41

Acton
Hairdressers

荒
町

西
町

上
本
町

駐車場はお店の道（花水木通り）
を挟んで向かい側に2台有

富山観光遊覧船株式会社

松川で楽しむ「粋」な時間
　松川の価値は “お花見遊覧”だけではありません。水
面幅は約10mとヒューマンスケール、海や湖のように
波が立つこともなく「まち遊び」「まち着」の連続性で
親しんで頂ける場所。皆様に、この貴重なまちなかの水
辺空間にもっと親しんでいただきたく、
さまざまな企画を開催しています。
＊10月16日（日）10:00～
　あさいやすえ先生と秋冬のお着物談義

＊10月16日（日）13:30～ 
　柳家さん生師匠の落語クルーズ　
　
＊10月30日（日）10:15～
　牧野宏美先生と楽しむヨガクルーズ
　
Produced by 月刊グッドラックとやま
【お問合せ＆ご予約】
☎076-425-8187
　mizube-asobi@goodlucktoyama.com

≪松川遊覧船≫
■営業時間　10：00～17：00
■定 休 日　月曜

富山市本丸1-34

3,000円

3,000円

3,000円

★

県
庁
前

ANAクラウン
プラザホテル富山

富山城址公園

R
41

日医工

松川遊覧船

松川松川

商工とやま　2022.10……商工とやま　2022.10……1414



TESとやま

　「省エネをしたいが新しい設備は買えないのでムリ」と思
い込んでいませんか。
　私たちは設備更新をしない省エネ提案を主とし、ご使用中
の機器がムダ使いしている点と量を見つけます。
　エネルギーの見える化からムダの発見、効果の数値化、対
応策のご提案までを経験豊富な診断員がワンストップで実現
します。公平な立場、省
エネコンサルタント専業
ですので機器の売り込み
もありません。まずはお
気軽にお問い合わせくだ
さい。

省エネと見える化でコスト削減
と環境対策を応援します！

　
■定 休 日　不定休

富山市八町5647ー3
☎080ー8704ー9859

↓公式サイト

【省エネ診断】
★簡易診断　
　主に中小企業様、中小規模の事業
場を対象としております。
　御社の業務内容を伺い、事業場見
学をさせていただき、後日、ご報告
いたします。
★精密診断　
　今までの省エネ活動の概要、現状
の課題、今後の設備投資計画などを
伺い、省エネ対象機器に計測器を設
置し、より精度の高い効果をご提示
させていただきます。

TESとやま

八町

UDトラックス

八幡小学校

八幡地区
センター

和合保育所

至四方

★
富山高岡

バイパス

株式会社グッドラック

松川茶屋で和菓子作り体験を
楽しんで頂けます

　菓子匠『平安堂』さんとコラボして、松川遊覧船オリジナ
ルデザインの【DIY自分で作る♫和菓子作り体験キット】が
できました！可愛い練り切り上生菓
子を、手順書、作り方動画を見なが
ら自分で作ってみる、道具付きの
セットです。キット単体１つ600円、
お抹茶とセットは1,000円です（製
作所要時間は約15分）。キットは常
時ご利用頂けます。また、和菓子作
り体験をお手伝いするサポートス
タッフは10月2日（日）・23日（日）茶
屋在店予定です（10～14時：要事前
予約）。ハロウィンの和菓子キット
も登場予定です。和菓子作り体験、
楽しんでみませんか？
Produced by 月刊グッドラックとやま
【ご予約】
☎076-425-8187
（株）グッドラックまで 

≪松川茶屋≫
■営業時間　10：00～17：00
■定 休 日　月曜

富山市本丸1-34

★

県
庁
前

ANAクラウン
プラザホテル富山

富山城址公園

R
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日医工

松川茶屋

松川松川

↑着色したあんこや型抜き済み
のパーツを使用し、粘土遊び
の感覚で、写真のような上生
菓子に完成させていきます！

■お問い合わせ先
　当所産業振興部　☎423−1170　　 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、
当所産業振興部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。

事業所名 所在地

（株）カワノ 牛島本町 2 − 3 −23

（株）クノップ 二口町 1 − 2 − 7

（株）阿部電気 宮成71− 4

Tilly 米田町 1 − 5 −24

リュードゥロワ 秋吉120− 5

プラチナキッズ絵画 茶屋町134− 4

after glow 月岡町 4 − 8 − 5

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）

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

丸三製薬バイオテック（株） バイオゾーン メディカル（株）

久保瓦工業 （株）久保瓦工業

◎所在地の変更……（変更後のみ）

事業所名 新所在地

（株）大起工業 婦中町蔵島50− 6

満丸（株） 黒崎38− 6  インタービル201

髙島社会保険労務士事務所 高屋敷833− 1
タカサンビル 2 F− 6

1515……商工とやま　2022.10……商工とやま　2022.10


