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武田みゆきさん

〒719-1126 岡山県総社市総社1丁目8-14　TEL 0866-94-0966

【代表者】武田みゆき　【創業】平成13年　【業務内容】ペットトリミングサロン

■営業時間／9：00～18：00（完全予約制）　■定休日／日曜日

 dog salon miyuki　ドッグサロンみゆき

総社市の旧商店街にあるアットホームな雰囲気の
ドッグサロン
トリミングサロンを開業した経緯
今からおよそ20年前、実家のポメラニア
ンのカットをお願いするとき、いつも2ヶ月
程度待たなければなりませんでした。私自
身、元々動物が大好きだったということも
あり、当時勤めていた会社を辞め、ドッグ
美容スクールに通い始めたのが、創業に至
るきっかけです。
アルバイトをしながらスクールに通って
いましたが、その期間に結婚と出産の両方
を経験し大変な時期もありましたが、ある
程度融通の利く学校であったため、卒業し
て平成13年7月にドッグサロンを開業しま
した。

当店の特徴
現在の店舗へ移動して10年程度経ちま
すが、当店ではワンちゃんのグルーミング
(シャンプー、ドライ、カット)を行っていま
す。
特にカットについては、時代時代に合わ
せて新しいスタイルを確立するのが難し
く、現在も本を読んだりして勉強していて、
ワンちゃんに合わせたスタイル・カットを

するように心がけています。
グルーミング利用者にはペットホテルも
取り扱っています。アットホームな雰囲気
にこだわっており、ワンちゃんが落ち着け
る環境であるように気を付けています。
当店は自宅兼店舗ということもあり、
ペットホテルのご利用があっても私が眠る
までは面倒を見ることができるので、ワン
ちゃんもご家族も安心していただけるの
が強みだと感じています。

地元(総社市)のお客さまにご利用いた
だいていますが、口コミで岡山市の方から
もお客さまにお越しいただき非常にあり
がたいことだと感じています。
また、ある程度年の老いたワンちゃんは
動物病院での預かりやトリミングに関して
ＮＧを出されることもあり、「様々な犬種に
慣れていて安心して任せられる」と言って
いただき動物病院の方から当店に依頼さ
れることもあります。少しプレッシャーは
感じますが、それでも当店だからと依頼し
ていただけることに感謝しています。

思い描く未来像
私自身、新しいカットスタイルを身に付
けて、同じお客さんに長く当店に来てもら
えるのを願っています。ワンちゃんの寿命
は10年から15年程度といわれていて、ま
た次のワンちゃんと暮らし始めたときに当
店を選んでもらえるように努力を続けてい
きます。
今はこのスタイルを維持したいと思って

いますが、子どもが大きくなったときに一緒
に仕事ができたらいいなと思っています。

ハワイの伝統的なロミロミを体験できる場所

創業のきっかけ
腰痛や疲れが溜まって体のメンテナンス
をしたいと思った際、これまで様々な整体
やエステを体験してきましたが、なかなか
自分にしっくりくるものがありませんでし
た。
そんな時に旅行で訪れたハワイでロミ
ロミと出会い、体だけでなく心癒される施
術に感銘を受けました。ロミロミとは古来
よりハワイにて行われてきた癒しの方法
で、人々の心と体を正常な状態に保つため
の伝統医療と言われています。自分だけで
なく家族にもロミロミをしてあげたいなと
思ったのがきっかけとなり、ハワイのス
クールでロミロミを習得したことが始まり
でした。
次第に、セラピストの手から伝わるロミ
ロミの心地よさをたくさんの人に届けた
いと強く思うようになり、平成26年ラニズ
を開業しました。

ラニズのこだわり
ラニズに来ていただいたお客様に
ロミロミを存分に満喫していただく
ために、ドアを開けた瞬間からハワイ
を感じていただける作りにしました。
施術の他にハワイアングッズや
オーガニックコスメ等の販売もして
おり購入のみでも可能ですので、興
味のある方はぜひお越しください。
ネットショッピングもご利用になれ
ます。

ラニズでのリラクゼーションは『全ての
お客様が「若々しく美しく」あり続けられ
るように願いを込めて』をコンセプトとし
ております。トータルリラクゼーションとし
て、ロミロミの他に酵素カプセル、サウナ、
フェイシャルのメニューも取り揃えてお
り、お客様のお悩みを解決するお手伝い、
癒し、元気をお届けできれば嬉しいです。

思い描く未来像
日本、特に岡山県ではロミロミがそこま
で普及していないため、知っていただく機
会が少ないことが悩みです。そこで、私と
同じようにロミロミの魅力を伝えてくださ
る方が増えるといいなと思い、スクールも
開いています。
施術を終えられたお客様のリフレッシュ
した笑顔にもっとたくさん出会えるように
これからも頑張っていきたいと思います。

地域の皆様へ
清音駅から徒歩2分のリラクゼーション
サロンラニズです。ロミロミや酵素カプセル
だけでなく、マタニティマッサージ、ベビー
マッサージのメニューもありますので、老若
男女、どなたでもご利用いただけます。
気軽にリフレッシュできる場所ですの
で、癒されたいなと思ったときにぜひお越
しください。

小見山 和美さん

〒719-1175 岡山県総社市清音上中島188-7　TEL 0120-832-212
【代表者】小見山和美　【創業】平成26年

■営業時間／10：00～20：00　■定休日／不定休

Lani’s Hawaiian  Relaxation http://www.lanis-salon.com/

【業務内容】ハワイアンロミロミ、ホットストーン、フェイシャル、酵素カプセル、サウナ、歯のセルフホワイトニング、スクール併設サロン
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岩本 崇央さん  五十嵐 将志さん

〒719-1131 岡山県総社市中央3丁目4-102建設会館3F　TEL 0866-94-0707

【代表者】岩本崇央、五十嵐将志　【創業】令和2年　【業務内容】法律事務所

■営業時間／9：00～12：00/13：00～18：00　■定休日／日曜日、祝祭日

https://kibinokuni-law.com/きびのくに法律事務所

あなたのために考え続ける。

創業に際して
「きびのくに法律事務所」は、令和２年６
月に総社で開業した岩本・五十嵐の弁護士
２名が在籍する新しい法律事務所です。
もともと岩本は、医療に従事する両親の
仕事を間近で見ていたことで、自然と医療
関係者を守りたいと思うようになり、弁護
士を目指しました。他方で五十嵐は、大学
では美学を専攻しており、法学との関わり
はありませんでしたが、クリエイターの権
利を守りたいとの思いから、法律家を志し
たものです。
両名はたまたま司法試験合格後の司法
修習で同期として１年間ともに学び親しく
なりましたが、弁護士となった後はやはり
全く別のキャリアを積んできました。その
ような二人が、もっと身近で、便利で、親切
な法律事務所があっていいはずだとの強
い想いを共有し、設立したのが、この「きび
のくに法律事務所」です。

きびのくに法律事務所の強みと業務
内容
このように、当事務所には経歴が全く異
なる二人の弁護士が在籍しています。その
ため、幅広い分野への対応が可能である
点、そして多角的な視点からの事案の分析
ができるという点が当事務所の強みです。
そのため、当事務所の業務内容は多岐に
わたり、離婚、相続、交通事故といった一般
個人向けの民事事件や刑事事件について
はもちろん、企業法務一般、医療関係者に
対する顧問業務・法務支援といった専門性
の高い業務についても対応させていただ
いております。また、ほぼすべてのご依頼に
ついて弁護士２名による共同対応としてお
り、迅速かつ正確な仕事を実現しています。

総社の、あなたの弁護士として
身近で利用しやすいこと、あなたの思い
を理解すること、プロとして最善の仕事を
すること。当事務所が大切にしているのは
この３点です。
縁あって総社郵便局向かい、総社市の中
心地に事務所を構えることが出来ました。
都市部にはないヒトとヒトとの距離感も
大切にしながら、地域に根差した身近で相
談しやすい存在を目指しています。
また、ヒトの悩みはさまざまで、感じ方
も違います。同じような事案としてひとく
くりにせず、お一人お一人の思いをじっくり
聞き、しっかり理解し、真摯に未来志向の
サポートを行ってまいります。
そして、専門家である以上、弁護士とい

う金看板に甘え驕ることなく、日々精進を
尽くすことでプロとして最善の仕事をする
ことが何よりも重要です。そうして総社の
皆様に日本で最高品質の法律サービスを
提供することこそが、我々の使命であると
考えています。

きびのくに法律事務所の未来像
岩本は倉敷市出身で、総社市とも縁のあ
る来歴です。「自分を育ててくれた地元へ、
自分たちが提供できるものを少しでも還
元し、地元を元気にしたい」と熱い想いを
持っています。
一方五十嵐は、ただ事務所で依頼者が来
るのを待つという受動的な旧来の弁護士
のスタイルから脱し、より便利な新しい弁
護士サービスを提供したいと学生時代か
ら考え続けてきました。
そこで、当事務所では地元の皆様に向
け、LINEを使った無料法律相談を開始い
たしました。当事務所の公式LINEアカウン
トを友だち登録していただければご利用
いただけますので是非ご活用ください。
弁護士事務所の敷居を低くして、皆様に
寄り添い「あなたのために考え続ける。」を
実践する事務所であり続けようと、事務所
一同思慮しております。お困りごとがござい
ましたら、まずはご相談にお越しください。

公式LINE　QRコード
友だち登録してご利用
ください。
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備中神楽とともに残したい文化・伝統

備中神楽との出会い
昨年4月、前理事長よりNPO法人を引き

継ぎました。
新潟から引っ越してきて、備中神楽と出

会い、習わせていただいたご縁でまさかこ
んな展開になるとは本人が驚いています。

私自身、備中神楽が開かれるとき、瞬時
にして心が一つになる、地域に住む方と繋
がれる瞬間を体験しました。

地域の人をつくるのはその土地で息づい
てきた過去から続いてきたもの…との想
いにより、吉備の文化や歴史、伝統芸能の
振興として、備中神楽の振興を軸にした活
動を行うこととなりました。

ゲストハウスかぐらやの運営
地域の『ヒト・モノ・コト』をつなぐ場とし

てゲストハウス”総社かぐらや”を運営して
います。特に『面白いヒト』にフォーカスを
しています。

宿泊の他、レンタルスペースやキッチンと
してもお貸ししていますが、ただ貸すとい

うだけでなく、スタッフみんなのアン
テナにひっかかった『ほんもの・よい
もの・次世代にのこしたいもの』を企
画から発信、運営までお手伝いする
こともあります。

オーナー、お客様という関係を超
えた地域社会におけるファミリーコ
ミュニティの中での商い、というアッ
トホームな活動を展開しております。
「なんだかこの場所は落ちつく」

と、様々な活動にリピート参加してく
ださる方々もいて、活動以外でもそれぞれ
が繋がり、この場を離れた所でも新たな活
動が始まっていることは地域活性化の一
助となっているように感じています。

未来に向けた取組み
かんなぎ は S D G s（Su s t a i nab l e  

Development Goals:持続可能な開発目
標）よりSHGs（Sustainable Happiness 
Goals:持続名能な幸福目標、造語です）を
目指し、本来の農業の在り方を考え、人に
も自然にもやさしいセラミックスの紹介を
通して、家庭の食育、農業、水産業、畜産業
などを支援していく活動をはじめました。

ゲストハウス総社かぐらやで培った経験
を、他の場所にも展開し、地域社会づくり
に貢献できる場を広げていけるようお手
伝い頂いているみなさんと歩みを進めて
参りたいと考えています。

ゆくゆくは、地域の資源『ヒト・モノ・コ
ト』に関するプロモーションを国内外にお
こない、地域社会のみなさまと『共生・共

栄』ができる商いを増やしていきたいで
す。

まずは、さまざまな年代の人達が共に学
び理解を深める生涯学習イベントを企画
し、私どもの活動に興味をもち、協働頂け
る方をひとりでも多く増やす活動を行って
まいります。

どうぞ一度遊びにいらしてください。

今野 友紀さん

〒719-1124 岡山県総社市三須796　TEL 0866-93-2946 / 080-1241-8193（コンノ）
【代表者】今野友紀　【創業】令和元　【業務内容】まちづくりのプロデュース事業、ゲストハウスの運営

■レンタルスペ－ス＆キッチンご利用 ： 10:00 ～ 15:00 　■ゲストハウス： 16:00 チェックイン、 11:00 チェックアウト
  上記以外の時間はご相談に応じて対応しております。

特定非営利活動法人 かんなぎ ～神楽の里プロジェクト～ http://www.chimichi.org/

直近の情報は
こちらから
ご覧ください。

岩本 崇央さん  五十嵐 将志さん

〒719-1131 岡山県総社市中央3丁目4-102建設会館3F　TEL 0866-94-0707

【代表者】岩本崇央、五十嵐将志　【創業】令和2年　【業務内容】法律事務所

■営業時間／9：00～12：00/13：00～18：00　■定休日／日曜日、祝祭日

https://kibinokuni-law.com/きびのくに法律事務所

あなたのために考え続ける。

創業に際して
「きびのくに法律事務所」は、令和２年６
月に総社で開業した岩本・五十嵐の弁護士
２名が在籍する新しい法律事務所です。
もともと岩本は、医療に従事する両親の
仕事を間近で見ていたことで、自然と医療
関係者を守りたいと思うようになり、弁護
士を目指しました。他方で五十嵐は、大学
では美学を専攻しており、法学との関わり
はありませんでしたが、クリエイターの権
利を守りたいとの思いから、法律家を志し
たものです。
両名はたまたま司法試験合格後の司法
修習で同期として１年間ともに学び親しく
なりましたが、弁護士となった後はやはり
全く別のキャリアを積んできました。その
ような二人が、もっと身近で、便利で、親切
な法律事務所があっていいはずだとの強
い想いを共有し、設立したのが、この「きび
のくに法律事務所」です。

きびのくに法律事務所の強みと業務
内容
このように、当事務所には経歴が全く異
なる二人の弁護士が在籍しています。その
ため、幅広い分野への対応が可能である
点、そして多角的な視点からの事案の分析
ができるという点が当事務所の強みです。
そのため、当事務所の業務内容は多岐に
わたり、離婚、相続、交通事故といった一般
個人向けの民事事件や刑事事件について
はもちろん、企業法務一般、医療関係者に
対する顧問業務・法務支援といった専門性
の高い業務についても対応させていただ
いております。また、ほぼすべてのご依頼に
ついて弁護士２名による共同対応としてお
り、迅速かつ正確な仕事を実現しています。

総社の、あなたの弁護士として
身近で利用しやすいこと、あなたの思い
を理解すること、プロとして最善の仕事を
すること。当事務所が大切にしているのは
この３点です。
縁あって総社郵便局向かい、総社市の中
心地に事務所を構えることが出来ました。
都市部にはないヒトとヒトとの距離感も
大切にしながら、地域に根差した身近で相
談しやすい存在を目指しています。
また、ヒトの悩みはさまざまで、感じ方
も違います。同じような事案としてひとく
くりにせず、お一人お一人の思いをじっくり
聞き、しっかり理解し、真摯に未来志向の
サポートを行ってまいります。
そして、専門家である以上、弁護士とい

う金看板に甘え驕ることなく、日々精進を
尽くすことでプロとして最善の仕事をする
ことが何よりも重要です。そうして総社の
皆様に日本で最高品質の法律サービスを
提供することこそが、我々の使命であると
考えています。

きびのくに法律事務所の未来像
岩本は倉敷市出身で、総社市とも縁のあ
る来歴です。「自分を育ててくれた地元へ、
自分たちが提供できるものを少しでも還
元し、地元を元気にしたい」と熱い想いを
持っています。
一方五十嵐は、ただ事務所で依頼者が来
るのを待つという受動的な旧来の弁護士
のスタイルから脱し、より便利な新しい弁
護士サービスを提供したいと学生時代か
ら考え続けてきました。
そこで、当事務所では地元の皆様に向
け、LINEを使った無料法律相談を開始い
たしました。当事務所の公式LINEアカウン
トを友だち登録していただければご利用
いただけますので是非ご活用ください。
弁護士事務所の敷居を低くして、皆様に
寄り添い「あなたのために考え続ける。」を
実践する事務所であり続けようと、事務所
一同思慮しております。お困りごとがござい
ましたら、まずはご相談にお越しください。

公式LINE　QRコード
友だち登録してご利用
ください。
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藤井 達也さん

〒710-1306 岡山県倉敷市真備町有井94　TEL 086-441-8073
【代表者】藤井達也　【創業】令和2年　【業務内容】カフェ、ダイニング
■営業時間／open11：00～close21：00（料理L.O/20:00ドリンクL.O/21:00）
　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せ下さい。　

https://glitter.owst.jp/CAFE & DINNING GLITTER カフェアンドダイニング グリッダー

心地よい光が差し込む店内でほっとする
グリッダーで過ごす時間
創業のきっかけ
飲食店に勤務していた頃、西日本豪雨災
害で高校生の頃から度々利用していたお
店が被災しました。
真備町の復興が進み、少しずつ賑わいが
戻って来たタイミングで、私は漠然と自分
の店を持ちたいと考えていた頃でしたが、
「真備町は飲食店が少ない」「開業するなら
是非真備で」と事業を営んでいる方々から
応援をいただき、これまでの経験を活かす
ことができ、真備町の賑わいの一助となる
ならと開店することに決めました。

　グリッダーのこだわり
お店は心地よい光が差し込み、一席一席
ゆとりを持ったレイアウトでお客さまが周
りを気にせず、くつろぐことのできる店と
しました。
アンティーク調のテーブルや椅子が、落
ちついた雰囲気で、家族での食事や誕生
日、記念日にも利用いただけると思いま
す。
料理も地元の食材（美星豚・季節の地場
野菜）を使い、カラダに優しいメニューを

考えました。
期間限定で、旬の食材を使ったメニュー
もご用意しています。
何度ご来店いだいても飽きのこないメ
ニューとなっています。
お店で味わえる美星豚を使った豚丼な
ど、テイクアウトも好評です。メニューを増
やして欲しいとのご要望もあり現在、考案
中です。ご期待下さい。
もちろん店内も安心してお越しいただけ
るよう席間隔や換気も徹底しています。

思い描く未来像
今後は飲食だけなく昼時間に地域の皆
様にワークショップなどで活用してもらい
たいと思っています。
ワークショップをしながら、当店のコー
ヒーやケーキを召し上がっていただくな
ど、地域の方々のコミュニティの場として
真備町の方々の笑顔が集う場所を目指し
ています。

■定休日／月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日が定休日）
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藤井 達也さん

〒710-1306 岡山県倉敷市真備町有井94　TEL 086-441-8073
【代表者】藤井達也　【創業】令和2年　【業務内容】カフェ、ダイニング
■営業時間／open11：00～close21：00（料理L.O/20:00ドリンクL.O/21:00）
　※新型コロナウイルス感染防止対策として、営業時間が変更されることがあります。詳しくはお電話でお問合せ下さい。　

https://glitter.owst.jp/CAFE & DINNING GLITTER カフェアンドダイニング グリッダー

心地よい光が差し込む店内でほっとする
グリッダーで過ごす時間
創業のきっかけ
飲食店に勤務していた頃、西日本豪雨災
害で高校生の頃から度々利用していたお
店が被災しました。
真備町の復興が進み、少しずつ賑わいが
戻って来たタイミングで、私は漠然と自分
の店を持ちたいと考えていた頃でしたが、
「真備町は飲食店が少ない」「開業するなら
是非真備で」と事業を営んでいる方々から
応援をいただき、これまでの経験を活かす
ことができ、真備町の賑わいの一助となる
ならと開店することに決めました。

　グリッダーのこだわり
お店は心地よい光が差し込み、一席一席
ゆとりを持ったレイアウトでお客さまが周
りを気にせず、くつろぐことのできる店と
しました。
アンティーク調のテーブルや椅子が、落
ちついた雰囲気で、家族での食事や誕生
日、記念日にも利用いただけると思いま
す。
料理も地元の食材（美星豚・季節の地場
野菜）を使い、カラダに優しいメニューを

考えました。
期間限定で、旬の食材を使ったメニュー
もご用意しています。
何度ご来店いだいても飽きのこないメ
ニューとなっています。
お店で味わえる美星豚を使った豚丼な
ど、テイクアウトも好評です。メニューを増
やして欲しいとのご要望もあり現在、考案
中です。ご期待下さい。
もちろん店内も安心してお越しいただけ
るよう席間隔や換気も徹底しています。

思い描く未来像
今後は飲食だけなく昼時間に地域の皆
様にワークショップなどで活用してもらい
たいと思っています。
ワークショップをしながら、当店のコー
ヒーやケーキを召し上がっていただくな
ど、地域の方々のコミュニティの場として
真備町の方々の笑顔が集う場所を目指し
ています。

■定休日／月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日が定休日）

障がいをもつ人が社会の中で生きていける

事業のきっかけ
私は常日頃から地域や障がいを持たれ
ている方の力になりたいとの思いを持って
活動しており、事業を立ち上げる前から障
がい者支援事業に携わっていました。
当時、倉敷市には少なかった重度障がい
者の小規模作業施設を作ろうと一念発起
し平成10年に活動を開始しました。平成
24年に改めて「社会福祉法人くるみ」とし
て事業の運営を初めました。

社会福祉法人くるみの想い
社会福祉法人くるみでは、就労継続支援
B型施設運営、生活介護、相談支援、共同生
活援助を4本柱として運営しています。
開設当時、作業所の建物はかなり老朽化
していましたが、創業時のメンバーや福祉
を学んでいる大学生と共に協力しリフォー
ムを行い、イチから作り上げました。
スタッフ、利用者、外部の協力によって今
日の幅広い活動が出来ております。何一つ
欠けても現在の形には至らなかったと考

えております。
私も大型車両の運転免許取得な
ど活動に必要な準備を怠らず、やれ
ることは全部やるとの思いで今日ま
で活動しております。
障がいを持つ人たちは、「働きた
い、仲間と一緒の場所がほしい、一人
ぼっちをなくしたい、自分の持てる力
を発揮したい」という強い願いを
もっています。
私たちは、この願いの実現に賛同

し、応援して下さるすべての人と手を取り
合って、社会の中で共に喜び、笑い、泣き、
怒り、そして学ぶ場を提供していきたいと

考えています。
地域の皆様さまへ
利用者は共に仕事をする仲間であると
の思いをスタッフ全員持って活動していま
す。
利用者の中には身体の弱い方もやはり
おられるため健康面では他業種と比較して
一層気を使わないといけない点もあり、お
手伝いいただける方も多く必要としてい
ます。私たちの想いに賛同していただける
方が運営のお手伝いをしていただいけれ

ば有難いと思っています。
大型商業施設の「福祉の店　あゆみ」や
スーパーのお菓子コーナー等で当施設で
作ったクッキーやフルーツケーキ、マフ
ラーやテーブルセンターなど販売してい
ます。
是非、一度手に取っていただければ利
用者の励みになります。よろしくお願いし
ます。

岩下 伸精さん

〒701-0104 岡山県倉敷市山地1977　TEL 086-463-3556

【代表者】岩下伸精　【創業】平成10年

【業務内容】就労継続支援B型事業、生活介護、日中一時支援事業

社会福祉法人くるみ （ワークハウスくるみ・ふれんず） http://ww32.tiki.ne.jp/~kurumi/
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板野真知さん　 板野　恵さん

〒701-1212 岡山県岡山市北区楢津261-5　TEL 086-250-5750

【代表者】板野　恵　【創業】令和2年　【業務内容】美容院

■営業時間／平日9：00～19：00　日曜日・祝日9：00～18：00　■定休日／月曜日・第1火曜日・第3日曜日

Puu.hair salon

ゆったりとおだやかな時間が過ごせる
プゥヘアサロン

美容室創業のきっかけ
幼いころから自宅兼美容室で母が働く

姿を見て育ち、母のような美容師になりた
いと思い、いつか母のように自分のお店を
持ちたいと17年間美容室に勤務しながら
技術やノウハウを磨きました。

少しずつ美容師として自信も付いてきた
ので、そろそろ自分のお店を持ちたいなと
考え、私の目標である母と一緒に美容室を
創業させました。

最初は独立してやっていけるかと悩むこ
ともありましたが、母と一緒に働けること
は不安を大きく取り除いてくれました。

ゆったりとおだやかな時間を過ごし
ていただくサロン

令和2年4月にPuu．hair salon（プゥヘ
アサロン）として岡山市北区楢津にオープ
ンしました。周りには田園風景が広がる静
かな場所にあります。

Puu．hair salonのコンセプトは｢ゆった
りとおだやかな時間が過ごせる空間｣

お店に入っていただくと奥行きを
感じることができ、お客さまにゆっ
たりとした時間を過ごしていただけ
るよう、セットミラーやセットチェ
アーを4台配置し、さらにカットス
ペースも十分確保しました。もちろん
親子同士でぶつからないようにする
ためでもありますが、今はソーシャル
ディスタンスがとれお客さま同士の
距離も確保できています。

駐車場も広く確保してありますの
で、ちょっと運転に自信がない方でも安心
してお越しいただけます。

母と娘の親子スタイリスト
すべての世代のお客さまが素敵に変身

するために用意したメニューはカット、
パーマ、カラー、トリートメント、ヘッドスパ
等、様々な視点からお客さまに似合うスタ
イルをご提案しています。

老若男女問わず、初めての方もいつでも
施術の受付を致します。事前にご連絡をい
ただければ、着付けもさせていただきま
す。

ぜひ一度お気軽にご来店ください。

Puu．hair salon（プゥヘアサロン）
が目指すもの

オープンして間もなくは、毎日のように
新たな発見や初めてのお客さまと出会い
があり緊張の連続ですが、母がいること
で、幅広い年代のお客さまも安心して来店
していただいています。来店されたお客さ

まにはサービスと笑顔を全力で提供し、ス
マイルビューティーになっていただきます。

まだまだ未熟な母と娘の親子スタイリ
ストですが、地域に密着したサロンとして、
これからもずっと元気で母と一緒に笑顔
の絶えないお店にしていきたいです。
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板野真知さん　 板野　恵さん

〒701-1212 岡山県岡山市北区楢津261-5　TEL 086-250-5750

【代表者】板野　恵　【創業】令和2年　【業務内容】美容院

■営業時間／平日9：00～19：00　日曜日・祝日9：00～18：00　■定休日／月曜日・第1火曜日・第3日曜日

Puu.hair salon

ゆったりとおだやかな時間が過ごせる
プゥヘアサロン

美容室創業のきっかけ
幼いころから自宅兼美容室で母が働く

姿を見て育ち、母のような美容師になりた
いと思い、いつか母のように自分のお店を
持ちたいと17年間美容室に勤務しながら
技術やノウハウを磨きました。

少しずつ美容師として自信も付いてきた
ので、そろそろ自分のお店を持ちたいなと
考え、私の目標である母と一緒に美容室を
創業させました。

最初は独立してやっていけるかと悩むこ
ともありましたが、母と一緒に働けること
は不安を大きく取り除いてくれました。

ゆったりとおだやかな時間を過ごし
ていただくサロン

令和2年4月にPuu．hair salon（プゥヘ
アサロン）として岡山市北区楢津にオープ
ンしました。周りには田園風景が広がる静
かな場所にあります。

Puu．hair salonのコンセプトは｢ゆった
りとおだやかな時間が過ごせる空間｣

お店に入っていただくと奥行きを
感じることができ、お客さまにゆっ
たりとした時間を過ごしていただけ
るよう、セットミラーやセットチェ
アーを4台配置し、さらにカットス
ペースも十分確保しました。もちろん
親子同士でぶつからないようにする
ためでもありますが、今はソーシャル
ディスタンスがとれお客さま同士の
距離も確保できています。

駐車場も広く確保してありますの
で、ちょっと運転に自信がない方でも安心
してお越しいただけます。

母と娘の親子スタイリスト
すべての世代のお客さまが素敵に変身

するために用意したメニューはカット、
パーマ、カラー、トリートメント、ヘッドスパ
等、様々な視点からお客さまに似合うスタ
イルをご提案しています。

老若男女問わず、初めての方もいつでも
施術の受付を致します。事前にご連絡をい
ただければ、着付けもさせていただきま
す。

ぜひ一度お気軽にご来店ください。

Puu．hair salon（プゥヘアサロン）
が目指すもの

オープンして間もなくは、毎日のように
新たな発見や初めてのお客さまと出会い
があり緊張の連続ですが、母がいること
で、幅広い年代のお客さまも安心して来店
していただいています。来店されたお客さ

まにはサービスと笑顔を全力で提供し、ス
マイルビューティーになっていただきます。

まだまだ未熟な母と娘の親子スタイリ
ストですが、地域に密着したサロンとして、
これからもずっと元気で母と一緒に笑顔
の絶えないお店にしていきたいです。
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一息

株式会社ホリグチ

有限会社鈴木建具店

吉備信用金庫では
新型コロナウイルス感染防止対策のため
地元の事業所のご協力により
飛沫防止スクリーンを導入しました。
新しい生活様式を取り入れてみませんか。
お問合せは下記のとおりです。

会議室で、カウンターで、飲食店でご利用頂いています。サイズオーダーも承ります。

使用環境に合わせてカスタマイズもできます。（要見積）会議机や飲食店など簡単に連結も
可能です。

倉敷市真備町市場 850-4
電話　086-698-0366

総社市中央二丁目 18-1
電話　0866-93-2426

さるやさん

焼肉金山さん シャルマンさん

アリーズカフェさん
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メンズステーション フューチャー ［vol.1］3

田村モーターサービス ［vol.1］ 有限会社 安富牧場 ［vol.1］6

有限会社芳桃香（ほうとうか） ［vol.1］9

福よし ［vol.1］10

THE BACK WATER ［vol.1］1

1 14

12

13 11

10

1

15

1619

17
18

20

21

34

5

6

7

8

2

9

14

珈琲焙煎所 豆Lab(まめらぶ） ［vol.1］2

井上自動車株式会社 ［vol.1］12

井田建設有限会社 ［vol.1］7

有限会社前田料理店 ［vol.1］11 THE MINGERING DINER ［vol.1］14

倉敷市

矢掛町

井原市

高梁市

吉備中央町

岡山市

総社市

社会福祉法人子育てもみの木 ［vol.1］54

ポバールメンテナンス株式会社 ［vol.1］13

Lani’s Hawaiian Relaxation ［vol.2］16

ドッグサロンみゆき ［vol.2］15

きびのくに法律事務所 ［vol.2］17 社会福祉法人くるみ［vol.2］20 Puuヘアサロン［vol.2］21カフェアンドダイニンググリッター ［vol.2］19

株式会社さのオートセンター ［vol.1］8

NPO法人かんなぎ ［vol.2］18

～　　の紹介記事はスマイルテラスVol.1、               の紹介記事はスマイルテラスVol.2に掲載しています15 21～　　

N

W

S

E

すまいる   まっぷ
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－最初に相談される金融機関を目指します－


