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小 牧 豊 山 く ら し の ニ ュ ー ス

創業75年の「よしだ写真館」は昨年11
月にスタジオ名を「フォトスタジオ
アルエット」に改め、
また別に、
今のニーズに合わせたベビー・キッズ
専門店「フォトスタジオ カラン」を3月29日、
堀の内にオープン。
ＳＮＳにアップするなど撮影データは今や欠かせないもの。
同ス
タジオは「写真よりもデータで欲しい」というニーズにお応えし、
撮影データの販売がベースです。データは当日渡しを可能とし、子どもが普段着のまま遊
びながら撮影する「カジュアルフォト」にも特化しています。さらにコロナ禍でも安心して
来店できるよう予約幅に余裕を持たせ、
１組１組を大切にゆっくり過ごしてもらえるよう
配慮されています。
消毒はもちろん、
空気清浄機などの設置も万全です。
【スタジオ】
キッズ向けに空間を作り、
小物の
対象は12歳まで（家族写真の撮影
フォトスタジオ
カラン
小牧市堀の内3-14
配置や高さなどを徹底的にこだわりました。
可能）
。お宮参り、
誕生日の他、
卒入園・ PhotoStudio Calin
堀の内ビル4階
卒入学などこれからの記念撮影にピッタリです。吉田翔マネジャーは「写 ☎(54)2121
真を撮るというイメージではなく、
思い出をつくる体験の中でデータや写 営業時間／9:00〜19:00 水曜定休
真のご提供をするスタジオです。お子さまの成長を、
また家族の愛を形に HP=「フォトスタジオ カラン」で検索
ＨＰ↑
インスタ↑
／photostudio̲calin.komaki
残し、
未来へつなげていきませんか」と話します。

写真データは即日提供

新スタジオ誕生！

お肌とメークの専門店「化粧
品遊」は、マスクをしたままで
きる目元のメークレッスンを行う他、
メークレッスン等に抵抗がある人にはハンドマッサージ
を行うなど、
マスクを外さずにできることを実践しています。
店内は空気清浄機付きエアコンを
完備し、
手消毒や検温、
アクリル製のパーテーションを設置するなどコロナ対策は万全。また小
牧、
豊山、
春日井周辺なら5,000円以上の買い物で、
送料無料の宅配サービスも行っています。 【アルビオン】
外観から少し入りにくい印象を受ける同店。
ちょっと気になっていたけど、
入りにくかった人 ・薬用スキンコンディショナー＝写真㊧
165㎖5,000円（税別）
必見！なんと玄関の取っ手にある「見てるだけ」プレートを付けて入店すると、
ス
ハトムギエキス配合で、
男女年齢問わず
タッフは声を掛けるのを控えるので、
自由に店内を見て出て行けます。社長の長谷 ニキビや肌トラブルに。
・フローラドリップ 160㎖13,000円（同）
川卓也さんは「無理に話し掛けや商品の購入のお薦めはいたしませんので、
ご安心
酵素配合で肌を柔らかくきれいに。
ください。
普通の化粧品屋さんなんです」
。
巣ごもり生活のストレスや季節の変わり目での肌トラブル、
マスクによ （株）QuaLim 化粧品遊 小牧市郷中1‐199
☎(71)7006
る乾燥やメーク崩れ対策などさまざまな悩みに、
美容に関するプロフェッ
ショナルなスタッフが効果的なアイテムやアドバイスをしてくれる店は、 営業時間／10:00〜19:00
水曜定休
女性にとって強い味方。長谷川社長は「コロナ対策をしながら対面の接客 HP=「化粧品遊」で検索
／
LINE↑
インスタ↑
keshouhin̲yu
の良さを実感していただければ幸いです」と話します。

対策万全！今だからこそ対面接客を大切に

理容店「ビューティーボーイ中川」は、新型コロナの感染
拡大防止を図るため、29日から改装に入ります。セット椅
子の３台の間には大きなパーテーション棚を設け、各エリア内にシャンプー台を設置。椅子
からシャンプー台までの行き来を無くしました。また、ブライダルの女性客も利用できるよ
う完全個室のⅤⅠＰルームを作り、利用者同士の距離もしっかり確保。安心して入店もらえ
るようさまざまな対策を施します。オープンは4月23日を予定し、店名も「Re.monsieur」に
変更します。
42年間、多くのスタッフに支えられ、現在は夫婦二人三脚で営みます。改装に至ったのは
改装後にスタッフに加わる息子・正貴さんの意向から。オープン当初から30年近く完全予約
制で、現在も除菌用の消毒液や空気清浄機があり、セット椅子も間隔を空けて営業していま
す。希望者には不織布マスクのサービスも。今月からはキャッシュレス決済も導入し、感染
病予防に努めます。
中川徹男さんは「今まで支えてくだ （有）ビューティーボーイ中川
営業時間／平日 9:30〜19:00
さったお客さまへ感謝の気持ちを込 小牧市中央1-373
土日祝 9:00〜19:00
☎(72)8860
め、少しでもリラックスしていただけ
最終受付 18:00
火曜定休
る空間を提供したい」と話します。

少しでもリラックスした空間を提供したい

【CUT】
4,400円
（税込み）
【顔そり】
2,200円
（同）
【マッサージ】
1,650円
（同）
※ブライダル料金は改装後発表

42年の老舗美
容 院「サ ム ソ ン
＆デリラ イズム」は、
入店時の手消毒や検温を徹底し、
施術中はマスクをし
たまま施術ができます。使い捨てマスクも用意し、
セット後は、
毎回のクロ
ス交換と椅子等の消毒も。店内は大型空気清浄機を新たに4台完備し、
１時
間に１回10分の換気も行います。
また予約数を減らし、
セット台の間隔を取
り、
密にならないよう感染対策に心掛けています。
接触時間短縮のために導入した美容最新機種「CARE DRY」は、
髪を乾かす際のハンドドライからス
タンドタイプの機械が自動に髪を乾かします。
ただ乾かすだけでなく、
熱と風を交互に与えること
で、
熱で髪表面の余分な水分を飛ばしながら、髪内部に潤いを閉じ込める効果も。また、
巣ごもり ゆとりある空間の店内（写真㊨）に
生活で暖房などの乾燥によるダメージヘアにお薦めは、
ケラスターゼトリートメント。髪質診断 大型空気清浄機も完備
後、
その人に合ったオーダーメードトリートメントでケアし、
美しい髪になり、 サムソン＆デリラ イズム
小牧市堀の内3-24 プラスラフネ
気持ちも明るく。
ホームケアもケラスターゼ
（フルイドオレオリラックス100㎖ S＋D isms …
☎(75)3781
月火定休
4,180円税込み）で、
髪質や悩みに合わせて選べるアイテムがそろっています。
営業時間／10:00〜18:30
松本壮史さんは「感染対策を万全にして、
お客さまのきれいになりたいを安心
HP=「サムソンデリラ 小牧」で検索
ＨＰ↑
して喜んでいただきたい」と話します。

きれいになる喜びを安心感と共に提供

半個室だからご安心ください

半個室でゆったり空間↑
【一番人気メニュー】
まぐろ刺盛1,200円（税込み）＝写真㊨

三崎漁港のマグロ専門集団から直送しているマグロを中心とした居酒屋の
「小牧うまいもん食堂」
。マスクの着用や手洗い、
消毒などの衛生管理の徹底、
定期的な換気、
接触削減のための創意工夫が施されています。
従業員の健康チェックと個人の健康、
衛生管理にも努め、
従業員の体温は客
の目の付く所に掲示しています。
また、
店内はゆったりとしたつくりになって
いて、
通路も広々。
客席もボックス席で、
グループ間の安全確保は十分です。
社長の森本康嗣さんは「新鮮なお刺し身を用意しています。皆さんが気兼
ねなく、
お食事ができる日を楽しみにしています」と話します。
「高級食材をお値打ちに！」をモットーに、
看板メニュー「まぐろ刺盛」
などが人気です。
米
feat.まぐろ神社
にもこだわり、
新潟 森本商會（株）小牧うまいもん食堂

県産「こしいぶき」 小牧市間々183-1小牧コロナワールド内B棟2階
営業時間／11:30〜14:30(LO 14:00）
を直送。また、各種
17:00〜23:00(LO 22:30)
酒 を 取 り そ ろ え、
金土祝前日 〜24:00(LO 23:30)
不定休
「ちょい飲みセット
（750円税込み＝写
☎(75)8527
HP=「小牧うまいもん食堂」で検索
真㊤）
」が一押しです。

お家時間をグレードアップ
建築、航空機から身近な
ものまで金属製品全般を自
社で一貫して行う「株式会社セイコー」は、自宅での過ごし方を重視
される今のニーズに答えてくれる自社ブランド「鍛冶屋の頓珍漢」を
製作、
販売しています。既に人気が高まっている中、
人気ユーチューバー
の動画に紹介されて世界的に利用者が急上昇。
焼き面から伝わる
オリジナル商品ミガキ鉄板は、通常出回っている黒皮鉄板と違います。黒皮を剥し、
使
おいしさ
いやすさを追求した溝を加工後に職人が一つずつ丹精し磨いたミガキ鉄板は、
熱伝導率が
良く、
食材の持ち味を引き上げてくれます。実際にステーキ肉を焼いてみると、
表面はうま
【鍛冶屋の頓珍漢】
味を閉じ込め、中は肉の柔らかさを残しジューシーで肉汁たっぷり。「頓珍漢」が使い手 ・ミガキ鉄板はサイズがさまざま（１人はもちろ
の腕も上げてくれます。自宅やキャンプで楽しめるように使う人の要望に合わせたサイズ ん、友達や家族とも十分に楽しめます）。
とセットを多種類取り扱っています。
常務の村下正樹さんは「全社員の声と職人の技術で作り上げた鉄板で （株）セイコー
小牧市三ツ渕原新田433
☎(73)2939
す。
実際に使えば良さを実感していただけます」と話します。
HP=「セイコー 小牧」で検索
※お問い合わせはＨＰまたはお電話で。購入は、
オンライン、
アマゾン、
ヤ
／kajiyanotonchinkan
フー、
au PAYマーケットで。

職人技術が結集された逸品

[2]

プラスチック部品全般を取り扱う総合樹脂成型メーカーの「株式
会社サイトー」は、
「小牧市から自社製品を」と、
主婦目線で実用的な
オリジナルのコロナウイルス対策グッズを開発。
昨年10月から販売しています。
第1弾は「ポチゆび」
。誰が触ったか分からないＡＴＭやセルフレジなどのタッチパネルや、
エレベーター、
自動販売機などの操作も気兼ねなく使用できる優れものとして人気の商品。
ネックストラップに伸び縮みする60㌢のリールが付き、さらに本体は取り外しも可能。
第2弾は「マスクハンガー」
。日常生活の必需品となったマスクをさまざまな場面で外す機
会があり、
置き場に困ったことはありませんか。そんな時の便利グッズが登場。
コンパクトに折り畳みができ、
付属の吸盤を机や携帯画面にペタッと貼ってマ
スクを引っ掛けるだけ。運転中や歯医者、
美容院、外食時など行く先々で活用
できます。室内干しも可能。どちらも邪魔にならないサイズで、
抗菌材を使用。
中性洗剤で洗うことも消毒液で拭くこともできます。
社長の齋藤健実さんは「実用的な商
小牧市池之内2346
（株）サイトー
品なので使ってもらえたらありがた
☎(54)7337
HP=「サイトー 小牧」
い。
ご意見ご要望があれば、
ぜひお聞か
／saitou̲tokuhan ※使い方など詳しくご紹介あり。
せください」と話します。

主婦目線で生まれた便利グッズが登場

【ポチゆび】
6種 1個 650円
（税込み）
＝送料別
【マスクハンガー】
（同）
＝送料別
・6種 1個750円
・新シリーズ 7種
（和柄、
動物シール付き）
（同）
＝送料込み
1個1,530円
※お問い合わせはＨＰまたはお電話で！インター
ネットショッピング、ヤフーショップも展開中！

新登場！オシャレにおいしくテークアウト
昨年12月に新しい生活様式を取り入れたテークアウトブー
スが登場。テークアウトも「オシャレにおいしく」をモットー
に、
おうち時間が楽しくなるようにと考案されました。
折り紙式の容器は折り目を延ばしていくと、
お皿になる優れもの。また、
パ
スタは麺とソースを別にしてあるので、
麺がのびる心配もなし（14:30〜の一
部の商品に限る）
。テークアウトはランチメニュー、
ディナーメニュー共にあ
り、
ランチは週替わりのメニューに。ランチのテークアウトはモダーンラン
チ、
パスタランチの2種類、
各￥1,000（税込み）
。11:45〜受け付け可。【ランチ
タイム 11:30〜14:30/ディナータイム 14:30〜】
イタリア料理をベースに独自のアレンジを加えたメニューが自慢の同店。
今一押しのデザートはレモン香る「大人プリン」と本場イタリアのティラミス
をアレンジした「大人ティラミス」
。
主婦からビジネスマン、
若い世代と幅広い
層に人気です。さらに扉は常に解放し、空気清浄機付き換気扇により感染対
策もバッチリ。地域に密着したふと立ち寄りたくなるようなお店です。

※テークアウトは
電話での事前予約
がスムーズです。
当日可。
14:30～のテークアウトメニュー
アマトリチャーナ 960円
（税別）
、
MODERNSドッグ 800円
（同）
コーヒー 350円
（同） ※テークアウトは一部できないものあり。
パラダイス

カフェ

モダーン

ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＣＡＦＥ ＭＯＤＥＲＮＳ

小牧市中央1‐190さくら大栄ビル１階
☎(65)7308
営業時間／11:30〜22:00
(LO 21 :00 ）木曜定休
／paradise̲cafe moderns

鉄、
アルミ、
ステンレス部品の加工
から組み立てまで一貫生産の「株式会
社マルエス機工」は、
コロナウイルス感染対策として金属製のハンドディスペンサーを開
発しました。
同ディスペンサーは、
必要な量のアルコールが優しく手に自動噴射される赤外線センサ
ー使用の非接触式です。
耐久性も抜群で、
電池交換が不要のコンセント式。
ラベルやラッピ
ングなどでオリジナルデザインも可能です。製作の音頭を取る水野康行社長は、
仕事での
海外訪問も多く、
世界と日本のコロナ感染状況を比べ「消毒が効果的」と捉えていました。
同時に、
けがで通院した時に見掛けた手押し、
足踏み式の消毒では「ある程度、
力が必要で
不便」とも感じていて、
自動噴射に着目したと言います。
始めは、
従業員の木製の手作り品でしたが、
社を挙げての製作となり、
会社にある素材で
工夫を凝らすなどして完成に。
コロナ禍で液体ポンプの部品が手に入らず自社製に切り替
えたり、
適量の噴射に手こずるなど、
『ものづ
くりのプライド』がうかがえました。水野社長は「人が集 （株）マルエス機工
☎(73)3724
小牧市下末野本347-17
まるところで使ってもらい、
行列防止になればうれしい
HP=「 マルエス機工」で検索
です」と話します。
正式な発売は３月末。

鉄工所が作る手、
心、
自然にやさしいハンドディスペンサー

【非接触式ハンドディスペンサー】
25,000円
（税別）
※液だれ防止トレー付き
※ スタンド、
デザイン料は別途

精密板金やファイバー
レーザーで銅
・アルミ・真
ちゅう
鍮・チタンなどを切断し、
さまざまな金属製商品を扱う「有限会社志村プレス工業所」は、
コロナウイルス対策商品として「非接触ドアオープナー」を製作しました。
金属の中で最も抗菌作用のある純銅製。ドアノブに引っ掛けてドアを開けることがで
き、
ＡＴＭや駅の販売機などでも直接手を触れず、
指代わりに。銅には殺菌効果もあるの
で、
消毒をする必要もありません。お手入れも酢などで軽く拭き取るだけで簡単です。デザインは
トカゲ（36㌘）と軽量タイプのツタ（33㌘）の２種類のモチーフから選べ、
かばんなどに付けてもお
しゃれです。
値段は1,980円
（税込み）
。
肌に優しく、
金属アレルギーを起こさないチタン製のアクセ 【ネット直販】
https://www.titan-design.jp/
サリーも以前から人気で、抗菌効果にも優れ、おしゃれにウイルス対策できます。
【ハンドマーケットアプリminne】
どちらも同社のTi-iroというブランドの製品で、同工場内のショールームでも購入可能です。
https:// minne.com/
「Ti-iro」
で検索
社長の志村正廣さんは「遊び心」と「まだ見ぬ世界の商品化」をモット
ーにさまざまな自社商品を開発し続け、
コロナウイルス感染拡大初期か （有）志村プレス工業所
小牧市三ツ渕原新田371-1
☎(77)0135
ら「透明ボード」という感染対策のパーテーションなどを商品化してい
ショールーム営業時間／8:00〜17:00 土日祝定休
ます。
なお、
今回紹介の商品は、アパレル経験のある娘・芳恵さんが担当
HP=「 志村プレス工業所」で検索
しています。

おしゃれな純銅製非接触ドアオープナー

地域のかかりつけ薬局を目指す「健やか薬局」は、
オンライン服薬指導と
ＬＩＮＥ処方箋受け付けを始めました。
病院で受け取った処方箋の写真を撮り、
ＬＩＮＥで送るとすぐに調剤の準備がされ、
10〜
30分程度で完了通知が届き、
4日以内に来局するというシステム。すでに登録済みの患者か
らは、
「すぐに受け取れて便利」
「すぐにもらえるので他の人との接触が少ないから安心」と
幅広い年齢層から好評です。ＱＲで読み込み、
ＬＩＮＥに登録すれば、
初回の人でもすぐ利
用が可能。
また、
ファクスでも受け付けています。
さらに当局は、日曜日も朝8時から夜8時まで営業しているのも強み。もちろん、ＬＩＮ
Ｅでの予約は夜8時以降も受け付けています。
また、
同一成分で安価な「ジェネリック医薬品」
を500品目以上常備しているところも心強い。
代表で薬剤師の石黒宰司さんは
小牧市小牧1-252 サンシャイン酒井１階
「受け取ったが飲み方を詳しく知り 健やか薬局
FAX (48)1497
たい、
聞き忘れたことなど、
どんな小 ☎(48)1496
さなことでも気軽にＬＩＮＥで聞い 営業時間／8:00〜20:00 祝日定休
LINE ID＝＠164nstcu
てください。
再来、
電話しなくても大
LINE ↑
HP=「健やか薬局」
で検索
丈夫です。
ぜひ利用してください」
。

ＬＩＮＥ予約で薬局を便利に

・
Ｌ
Ｉ
ＮＥ登録でお家薬局が可能に
この機会にぜひ、
ご登録ください。

体と心の
不調に適切
しんきゅう
な施術を行う「フタエボリ鍼灸整骨院」は、
来院時の非接触検温と手消毒を徹底
し、
予約制にして密にならないよう待合室からすぐに個室の施術室へ案内する
よう努めています。
施術室は天井が高く個室ながらとても開放的。
乳幼児との同
伴も可能です。
さらに、
芸能人やモデルも愛用し、
リフトアップ効果や内側から輝く肌がかな
うと話題の美顔器「セルキュア4Tplus」を導入し、
来院時はもちろん、
自宅でも使
えるよう手厚くサポートをしています。他にも、
肌再生で人気の
「Ａ
Ｌ
ＥＸピーリ
はり
ング」の自宅ケアや、免疫力を上げる「おうち灸」
、
「おうち鍼」など一人一人に合
った自宅ケアのサポートが受けられると好評です。
ボディーケアは、
高周波ＥＭＳを使い腰痛予防、
筋力アップ、
ボディーメーク
を行う「ＪＯＹトレ」を行い、
効率よくインナー・アウターマッスルを鍛える施
術が人気。院長の高橋洋さんは「楽しく筋トレが続けられるようサポートしま
す」と話します。鍼灸師の高橋千春さんもまた、
「私たちが実際に体験し、
良いと
思ったものしか取り入れていません」と話し、
各種メニューをお薦めします。

個室施術で安心、
体も心もトータルサポート

【セルキュア】
詳細は要問い合わせ。

【JOYトレ】1回通常2,200円を
初回割引1,300円
（税込み）
に。

フタエボリ鍼灸整骨院

小牧市二重堀570-10-1
☎(44)1037
診療時間／月水木金土
9:00〜19:30(受付終了)
火 9:00〜12:00(受付終了) 日祝定休(不定休）

HP=
「フタエボリ鍼灸整骨院」
で検索

