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スローライフ逸品フォーラム in 高岡  参加申込書

※個人情報はこの催し以外には使用いたしません。

「スローライフ逸品フォーラム in 高岡」 実行委員会事務局 
（高岡商工会議所  観光振興課 内）

●お問い合わせ
住所

メールアドレス

電話

FAX

氏名

FAX 0766-22-6792

土

14
10

日

宿泊 手配先を希望　／　手配先以外に宿泊

※分科会はどちらかのみとなります。

※市外・県外参加者対象

※市外・県外参加者対象 ※文科会参加者対象

※いずれかを◯で囲んでください。

●参加される項目にチェックし、空欄をご記入の上、郵送またはFAXでお申込みください。あらためて詳しい内容をご連絡いたします。
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開催日　平成24年10月13日（土）・14日（日）

主催／「スローライフ逸品フォーラム in 高岡」実行委員会
協力／NPOスローライフ・ジャパン、スローライフ学会、高岡市、高岡商工会議所、高岡スローライフ逸品研究会

東京都新宿区坂町21  リカビル301　TEL.03-5312-4141
URL Email

FAX 0766-22-6792　TEL 0766-23-5000
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　かつての「一村一品」から「逸村逸品」へ――。

すぐれたまちで、いいものはつくられる時代となりました。

「3・11」で、私たちはあらためて生き方を問い直しました。

心やすらぐスローライフ逸品を、いま、高岡から発信しましょう。

一休  19HITOYASUMI

〒939-1105  高岡市戸出伊勢領2415‐1
TEL0766-63-1160   FAX0766-63-1160
E-mail : 19hitoyasumi@gmail.com

株式会社葵食品

魚処富山で昔より伝わる伝統の味を現代に、そして全国へ伝える

代表取締役  中嶋 秀元

〒933-0816  高岡市二塚199-13
TEL0766-63-4114   FAX0766-63-4115

E-mail : info@aoi-foods.co.jp

Slownet
http://www.slownet.ne.jp/

株式会社 室 屋

昆布・乾物・ギフト

代表取締役社長  室谷  晃司

〒933-0816  高岡市二塚199-19
TEL0766-63-4668   FAX0766-63-4667

http: //konbunomuroya.co.jp/

JA高岡 経済センター

安心・安全  高岡産こしひかり

越中高岡万葉米

〒933-0826  高岡市佐野新町1420-1
TEL0766-27-8890   FAX0766-27-8891
E-mail : okome@ja-takaoka.or.jp

山元醸造株式会社

味噌・醤油・ソース

　代表取締役社長  山本　衛

〒933-0842 高岡市横田町2-6-8
TEL0766-21-1111   FAX0766-24-9787
http: //www.yamagen-jouzou.com/
E-mail : yamagen@p2332.nsk.ne.jp

株式会社山口久乗

神仏具・美術銅器　制作卸

代表取締役社長  山口 敏雄

〒933-0941   高岡市内免2-8-50
TEL0766-22-0993   FAX0766-22-8293

http://www.kyujo-orin.com   E-mail : info@kyujo.co.jp

株式会社開進堂楽器

音楽のある暮らし̶KAISHINDO
Music partner’s club

Slownetでスローライフを！

日刊ブログ新聞ぶらっと！
http: //www.burat.jp/

スローライフが見える、地域の今がわかる

代表取締役社長  山﨑  隆志

代表取締役社長  能作  克治

富山地区統括本部／〒933-0014  高岡市野村370-1
TEL0766-21-1027   FAX0766-21-2864

第一物産株式会社
新しい時代を提案する未来派商社

代表取締役会長  多田  慎一

〒933-8666  高岡市宮田町9-16
TEL0766-22-4545   FAX0766-22-7791

末広開発株式会社

ウイング・ウイング高岡には喫茶からお食事まで様々なお店が
あります。ご来店を心よりお待ち申し上げております。

代表取締役社長  荒井  公夫

〒933-0023  高岡市末広町1番8号
TEL0766-22-0044   FAX0766-22-0043

文苑堂書店

知性・教養・感動は、いかがですか…？

ＴＳＵＴＡＹＡ   Ｂ＆Ｂ house

化学工業薬品　塗料　接着剤　食品添加物
計量計測機　計量計測システム設計施工
ＣＮＣ機械加工　治工具　自動機設計製作

代表取締役社長  吉岡  慎太郎

本社／〒933-0023  高岡市末広町40
TEL0766-21-0333   FAX0766-23-3603

株式会社 能 作

素材とデザインで世界へ

本社/〒939-1118  高岡市戸出栄町46-1
TEL0766-63-5080  FAX0766-63-5510

http: //www.nousaku.co.jp

三協立山株式会社

Life with Green Technology
～環境技術でひらく、豊かな暮らし～

本　   　　社 〒933-8610　富山県高岡市早川70番地
東京オフィス 〒164-8503　東京都中野区中央1-38-1〈住友中野坂上ビル20Ｆ〉

株式会社織田幸銅器

□伝統工芸高岡銅器　□記念品・贈答品　□特注品

代表取締役社長  織田  幸市

〒933-0945   高岡市金屋本町3-34
TEL0766-24-6154   FAX0766-22-6152

http://www.odakou-douki.co.jp   E-mail : info@odakou-douki.co.jp

有限会社仁光園
〒933-0822  高岡市十二町島134

TEL0766-63-8084   FAX0766-63-0215
http: //niko-en.co.jp/ 

山町筋のきもの屋  丸 和
〒933-0914  高岡市小馬出町87

TEL0766-23-2623   FAX0766-23-2624
E-mail : m-sakui@p1.tcnet.ne.jp

旅館 角久
〒933-0039  高岡市大手町12-11

TEL0766-22-0354   FAX0766-22-3266
E-mail : yadoo@p1.tcnet.jp

あさひCity Inn Hotel
〒933-0021  高岡市下関町1-34

TEL0766-22-1541   FAX0766-23-6976
http://www.yadoo.or.jp/asahi/

イセ株式会社
〒933-0826  高岡市佐野1187

TEL0766-21-4222   FAX0766-21-2956

包装資材・包装機械の総合商社

株式会社せんだ
〒933-0852  高岡市下黒田753

TEL0766-29-2229   FAX0766-29-1186
E-mail : info@web-senda.co.jp

とこなつ本舗 株式会社大野屋
〒933-0929  高岡市木舟町12

TEL0766-25-0215   FAX0766-24-9117
http: //www.ohno-ya.jp/

株式会社アキデザイン
代表取締役社長  筏井  秀樹

本社/高岡市問屋町270-1 TEL.0766-24-0479 FAX.0766-24-0477
AIC/高岡市問屋町257 TEL.0766-26-0479 FAX.0766-27-3488

http://www.akidesign.co.jp

株式会社 利長屋

〒933-0804  高岡市問屋町257
TEL.0766-24-0479 FAX.0766-27-3488

高岡マスコットキャラクター利長くん・家持くんグッズ
企画・制作、販売

http://toshinaga.akidesign.co.jp

〒933-8567  高岡市丸の内1-40  

※宿泊先については上記NPOスローライフ・ジャパンまで
　お問い合わせください。

一般の方は
こちらへ

FAX 03-5312-4554スローライフ学会
関係の方はこちらへTEL 0766-23-5000

〒933-8567　高岡市丸の内1-40

高岡商工会議所観光振興課

TEL 03-5312-4141
〒160-0002  新宿区坂町21 リカビル301

NPOスローライフ・ジャパン

いっきゅうひとやすみいっきゅう

スローネット

件名／A3

210210195


