
受講生募集受講生募集！！！！受講生募集！！
第6回第6回第6回

●事務所の取得費・賃借料・●事務所の取得費・賃借料・
　備品購入費 等（最大100万円）　備品購入費 等（最大100万円）
●広告費（最大50万円）●広告費（最大50万円）

●事務所の取得費・賃借料・
　備品購入費 等（最大100万円）
●広告費（最大50万円）

上記必要経費の1/2（最大150万円）まで
補助金申請可能！

氷見市創業支援事業補助金氷見市創業支援事業補助金氷見市創業支援事業補助金
氷見市では産業の振興、新規雇用の創出 及び 定住促進を図る
ため、市内で創業する方を対象に補助金制度を創設しました。

氷見商工会議所　創業支援事業　氷見市南大町10-1　TEL：74-1200　FAX：74-3511

●相談時間●相談時間●相談時間

・創業サポート室
・創業塾（基本コース・実践コース）
・専門家派遣
・出張創業相談会　等

平成30年度　創業支援事業者補助事業

氷見商工会議所創業支援メニュー

平日  9：00～17：00
※事前予約要 担当／横井・国田・福田

氷見創業支援事業

氷見で
創業

〈主催〉氷見商工会議所  創業支援事業　TEL 0766-74－1200   担当／横井・国田・福田

2018　「創業塾」受講申込書（FAX：0766-74-3511）
電話申し込み可　　申込み締切  １１月１２日（月）　

◎受講料　1,000円（テキスト代 等）　◎場所　氷見商工会館  4階会議室
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　17
（土）

12　
　１
（土）

第1講座：人材育成と雇用のポイント／創業のための融資制度

夢を叶える為の夢を叶える為のカリキュラムカリキュラム夢を叶える為のカリキュラム

第2講座：創業者のための会計／財務の基礎知識

第3講座：創業前の心構え／経営・販売の秘訣

第4講座：ビジネスプラン作成のポイントと補助金

・人材採用と雇用管理の基礎知識　・創業時に活用できる融資制度 等

9:00
  ～12:00

13:00
  ～16:00

9:00
  ～12:00

13:00
  ～16:00

・創業者のための簡単会計　・財務、税務の基礎知識

・創業前に必要な準備　・自分の強みやアイデアを活かし顧客獲得を目指す

・事業計画作成のポイントと補助金活用
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氷見商工会議所では、創業への夢・計画のある方が相談しやすい

専門支援室として『創業サポート室』を常時開設しています。
相談員が親身になってご相談をお受けします。



干もの家　氷見
氷見市比美町 9-8　TEL 50-9593
営業時間　9:00 ～ 17:00（17:00 以降は要予約）
定休日　不定休
駐車場　有　２台
①氷見産・朝どれ地魚を店内の干し場
で干し、干物にして販売しています。
また、店内の干物やみりん干し等は
七輪で焼いて、すぐに食べられます。
お土産や、ご贈答品としてのご利用
もお待ちしております。
②未来の自分・家族・お客様の「笑顔」
を思い浮かべながら、目標や夢に向
かって、一緒に氷見を盛り上げてい
けたら嬉しいです！！

店舗名

■生活関連　 ■宿泊・飲食

■ＰＣ関連　 ■その他

店舗写真 等

住所　TEL 
営業時間
定休日
駐車場

Beer Cafe ブルーミン
氷見市比美町 24-10　TEL 54-6596
営業時間　平日　11:30～14:00／18:00～22:30
　土曜　11:30 ～ 22:30・日祝　11:30 ～ 21:30
定休日　火・水曜日
駐車場　有　１台
①小さなクラフトビール工場＆カフェ。
酵母が生きている無濾過のビールとお
食事・おつまみをご用意しています。
ノンアルコールのカフェメニューやデ
ザートなど、お酒を飲まれない方やお
子様連れもお気軽にどうぞ。
②まずはシンプルに「やりたいこと」を
商工会議所で相談してみてください。
その一歩目さえ踏み出せば、少しずつ
道が開けていくはずです。

それぞれのお店のQRコード
から詳細地図がご覧いただ
けます。

＆ ～アンパサンド～
氷見市窪 243-1 ピールフルインマルジン 103号
TEL 73-2597
営業時間　10:00～20:00
定休日　日曜日（予約があれば対応します）
駐車場　有　１台
①氷見初の完全予約制のプライベート
脱毛サロンです。他店では抜けきれ
なかった残毛用の１回メニューや、
脱毛完了12回コースなどあります。
又、子供メニューや男性メニューな
ど、肌に負担をかけずに脱毛できる
コースもあります。
②いろいろな方との出会いも多く、楽
しく仕事ができ、開業して良かった
と思っています♡

美容室　Vivant（ビバン）
氷見市柳田 3215-2　TEL 91-1553
HP　http://www.vivant-site/
営業時間　平　日　9:00～18:30
　　　　土日祝　9:00～17:00
定休日　月曜日、第一火曜日、第三日曜日
駐車場　有　４台
①オーガニックを中心に、ヘナカラー・
髪質改善トリートメント・ヘッドスパ
などで、健康的な美しさを提供させ
て頂きます。あなたの毎日が、いき
いきとした楽しい時間になるように。
②何をやりたいか、を明確にして商工
会議所の方に相談にのってもらい計
画してみて下さい。頑張って下さい。

移り住みたくなる宿　イミグレ
氷見市小杉 232-1　TEL 92-2200
営業時間　ランチ　11:00～13:00
　　　　ディナー　18:00～20:00
　　　　宿　泊　16:00チェックイン
　　　　　　　　10:00チェックアウト
定休日　月・火・水曜日
駐車場　有　20台
①2018年11月１日にオープンする、泊
まれるレストランです。宿泊はもちろ
ん、ランチ・ディナーでのご予約も承っ
ております。ゆっくりとした時間をお
過ごしください。
②氷見には、応援してくださる大人・仲
間がたくさんいるので、思い切って飛
び込んでみるのもアリだと思います！

Meeelash（ミイラッシュ）
氷見市朝日本町 21-34
TEL 080-4256-2134
営業時間　9:00～20:00
定休日　不定休
駐車場　有　２台
①厳選された純国産成分によるキープ
力にすぐれたグルー（まつげ接着剤）
を使用し、エクステ１本１本、心を
こめて付けさせていただいておりま
す。いろんな方でも気軽に普段から
付けてもらえる様に心がけています。
②創業支援機関の皆さんが熱心にお話
をしてくださいますので、まずは相
談されるといいと思います。

RELUM（リルム）
氷見市柳田 427-1
TEL 080-6366-6454
営業時間　9:00～20:00
定休日　不定休
駐車場　有　１台
①厳選されたオーガニックコスメで
「あなただけの最幸のスキンケア」
に出会おう。あなたも一緒にファン
デーションを卒業しませんか？水を
使わないヘッドスパで、脳に癒しを
与えて深い眠りに導き、心身共に健
康を取り戻します。
②創業に年齢も性別も関係ありません。
氷見市を一緒ににぎやかにしましょう！

オフィス 884
氷見市鞍川1567　TEL 090-6668-7828
営業時間　9:00 ～ 17:00
定休日　不定休
駐車場　有　１台
①ホームページ制作や印刷物デザイン
（チラシ・パンフレット・名刺など）を
承っております。Web マーケティン
グ（インターネットを活用したプロ
モーション活動）も行なっており、制
作から運用までサポートいたします。
②人とのつながりが何より大切だと感
じました。あたたかい氷見の人たち
との出会いを大切に、一緒に頑張り
ましょう！

夢庭カヤノヒメ
氷見市仏生寺 5488　TEL 91-1744
HP　https://www.kayanohime.jp
営業時間　第１～３週の土日のみ営業
定休日　冬期休業　※要HP確認
駐車場　有　５台
①宿根草（自然な草花）を中心としたお
庭のデザインと苔の販売を行ってい
ます。丈夫で寿命の長い宿根草を取
り入れた、無理なく楽しみつづける
草花のある暮らしを提案いたします。
②理想を現実にしていく中で、必ず何
かが起こります。それをひとつずつ
乗り越えていくことが、大切だと思
います。

PLUSICT（プラシクト）
氷見市加納 85-3
TEL 090-9768-7379
HP　https://plusict.com
営業時間　9:00 ～ 17:00
定休日　土・日曜日・祝日
①約10年システムエンジニアを経験し、
趣味でPCの自作やプログラムなども
作成。ホームページ作成・業務の効率
化・個人的なパソコンのお困りごとな
どの相談も受けていますので、困った
ことがあればご相談ください！

②創業はハードルが高く感じるかもしれ
ません。しかし、創業してお客様の役
に立つということは非常にやりがいが
あります！創業を考えている人は一緒
に氷見を盛り上げましょう！

東海機械設計

事業計画見本、創業時届出書作成等
創業時に役立つ情報が満載 !!

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

氷見市窪 1550-1
TEL 090-8965-2523
営業時間　9:00 ～ 17:00
定休日　不定休（状況に応じて）
駐車場　有　１台
①主に工場の省力化機器や搬送設備等
の機械設計と生産技術関係業務
②物作りが好きなので、長年の会社勤
めの経験を元に、機械設計の事業を
始めました。これを生きがいにでき
れば、気持ちに張合いが持て、楽し
そうだ、ボケ防止もできるかも。そ
んな夢をもって創業しました。

紅谷電設
氷見市大野 321　TEL 74-6603
営業時間　8:00 ～ 17:00
定休日　日曜日
駐車場　有　３台
①住宅・店舗等の電気設備工事。家電
販売・取付等。顧客の信頼できる設
計・施工をしています。
②不安な事・大変な事、沢山あります
が、家族や多くの人の支えがあり開
業できました。前を向いて、自分を
信じ、行動してみて下さい。

ベーカリー ごパン
氷見市島尾 86
TEL 090-8265-9890
営業時間　7:00 ～ 17:00
　　　　※商品が無くなり次第終了
定休日　日・月曜日
駐車場　有　10台
①自分が美味しいと思えるものを目指
して、日々パンを焼いています。そ
れらのパンがお客様にとって身近で
あり、大事なものになれれば嬉しい
です。
②いろんな事で悩んだり、迷ったりす
るけど、『初志貫徹』。やりきること
が大切だと思っています。

HALE.Ru hair（ハレル）
氷見市窪 2636-3　TEL 91-7364
営業時間　平　日　9:00～18:00
　　　　土日祝　9:00～17:00
定休日　月曜日、第一・第三日曜日
駐車場　有　３台
①髪質・体調・求める髪色に合わせて、
ヘアカラーを選んでいただけます。
ヘッドスパ・マッサージなど癒しのメ
ニューで少しでも日々の疲れやストレ
スが軽減され、リラックスできる空間
を提供いたします。
②まず一つ行動をしてみて下さい。あとは
目標に向かって進むのみです。分からな
い事は何でも商工会議所の方々が相談
にのってくれます。頑張って下さい！

▲

背景の色はお店の系統ごと
に下記のように色分けして
います。

▲

①…事業紹介（PR）

②…創業を考えている方
　　へ一言

創業支援事業を受け多くの方が氷見で創業されておられます。
自信を持って一歩目を踏み出す支援を実施いたします。
氷見を内から活性化しましょう！！

氷見氷見で創業創業をお考えお考えの方必見！方必見！氷見で創業をお考えの方必見！

トコトン応援します！

氷見商工会議所創業支援ホームページ

（女性限定）


