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これまでダントツ塾で磨いてきた
！
ダントツ商品・ダントツサービスを披露します
期待してご来場ください。

美を通じみんなが
幸せになれるヘアサロン

使った 碧南無二 な 鮨屋
湊町大濱で 10 年和食屋を営業している壽味家です。

碧南で創業し 56 年の当店は開放感あふれる高い

魚の旨味に拘った熟成魚を使用して、隣町半田発祥

天井と杉板を使った温もりを感じる店内で知識

の赤酢（粕酢）を使用した碧南では唯一の本格的

が豊富で個性豊かなスタッフが丁寧なカウンセリ

な “熟成江戸前鮨” を食べられるお店です。ちょっ

ングとアドバイスで手入れが楽で似合うヘアスタ

と贅沢に江戸前鮨を摘んで魚の旨味を存

イルを創ります。ヘアスタイルだけではなくヒゲ

分に堪能してくださいませ。

飲食店

脱毛を始めとする全身脱毛も人気メニューです。

料理 壽味家

碧南で唯一のヘアドネーションサロンです。

美容室

碧南商工会議所に
お越しください！
メンバー全員で
お待ちしています！

赤 酢シャリと 熟成魚 を

ありがとうと笑顔で
一生つながるお付きあい
「買う前・買う時・買った後」当店スタッフが全て
行うことで、顔が見えて安心というのが当店の売
りです。大型店ほど商品は置けないですが、触れ
て、見て、感じて頂けるようなお店づくりに努め

「自分に似合うを知る」当店のパーソナルカラーアナリスト

ています。トラブル対応に LINE を取り入れるな

がお客様に似合う色の診断から、着物・宝石・ヘアスタイル・

ど日々進化。女性目線でのご提案ができる等。大

メイクまでトータルでご対応します。また、お困りの着物

型店は苦手なお客様からの依頼が増えています。

お手入れは他店品持込みもお気軽にご相談下さい。

ホームページ

ヘアメイク
グラフィティ

呉服店

家電販売

ナコータカス

TANAOYA
プレミアム
Net Shop

タナヲ屋呉服店

心と足と靴を
心と足と靴を

ぴったり
合わせます！

住まいのお悩みは

指只が解決！

当店には２人のシューフィッターがいます。

1946 年の創業より７５年碧南に根付いて、「笑

フットプリントで足の計測を行い、足に合っ
た靴を提案いたします。足に合わない靴は
身体のトラブルの原因になる事もあります。
また、正しい靴の履き方をご存知ない方も多
く、足にぴったり合った靴を正しい履き方で
履き、楽しく歩くことをお手伝いします。

近年では、お客様のご要望に合わせたリフォー

い長田農園自慢の想いのたくさんつまったトマトを

ムや介護事業も手がけさせて頂いております。

ぜひ一度食べてみてね♪トマトを通じてたくさんの
笑顔と HAPPY が届きますように〜♪

石川屋靴 店

創業100年
今、私たちの時代
大正９年創業の「小伴天」。代々炭焼うなぎと三河四
季 の味を提 供してまいりました。今からは四 代目の
私たちの番です。伝統の味と生まれて育てていただ
いたこの地 域の特 色を生かし、新しい感性と熱意を
もって、今からの時代の小伴天を造っていきます。

日本料理 小伴天

建具・家具を 1 つ 1 つ手作業で製作しています。

切な方へのプレゼントに！贈って喜ばれ身体も嬉し

靴店

飲食店

顔つくり」をモットーに、若い職人が中心となり、

毎日の食卓に！がんばった自分へのごほうびに！大

DJ 商店街では「絶対劣化しない清酒サーバー」で、
現地でしか手に入らない希少な味わいを計り売りにて
お届け！（持ち込み瓶も大歓迎）その他にも地元を
愛する全ての皆様に捧げる「ローカル T シャツ」
「ロー
カルパーカー」や酒宴をより盛り上げる金原タンブ
ラーなどオリジナルグッズも満 載！金 原酒 店のエン
ターテイメントを是非ご体感下さい！

酒屋

建築・リフォーム

金原酒店

指只

農業

長田農園

おそうじ習慣＝
キレイ＋元 気 = 幸 せ

ずっと、
あなたの街
碧 南の電気係 です！

おそうじを習慣にできると幸せになれます ?!『幸せ』に気

当店はささいな困ったを解決する電気屋です。家電

付ける人間になれるんです！おそうじ習慣づくりをお手伝い

販売・修理はもちろんのこと、電球交換から古くなっ

するために私たちクリーン商事にお任せください♪ダスキン

た住設備のリフォ―ムまでお客 様の笑顔あふれる

全国１号店であり、人育ての保育園も運営している私たち

暮らしをサポ―トします。地域密着型の小回りを活

だからこそ『喜びと感謝を届け合う』ために幸せになる生

かし、私たちは「ずっとあなたの電気係です。」

き方をサポート致します。ありがとうございます。

ダスキン・リフォーム・保育園

（株）
クリーン商事

家電販売

コスモスベリーズ碧南店

変わった「お菓子」が
ここで買える！！
海鮮せんべい専門店でありながら、バイヤーが「こ
だわり」抜いた地 元では買えない、スイーツや、
おやつ・お酒のおつまみなどのお菓子をお買い求
めいただけます。家族団らんの場に、美味しさと
楽しさをお届けします。

せんべい製造・販売

えびせん家族

講師からのメッセージ

碧南DJ（碧南ダンドツ塾）とは
やる気と行動力がある経営者・地域一番店を目指す店主が

毎月１回の講 義と３回の実 店舗 研 修 の
成果をお披露目！
！熱く自己を磨きあげた
参加店のやる気！行動力！発想力！
今後の成長が大いに期待できます。

集まり、お店（会 社）としてダントツ！商品がダントツ！経
営者としてダントツ！店員がダントツ！接客がダントツ！販促
が ダ ントツ！などなど、「〇〇〇が ダ ントツ」を目 指して、
お店の強みや弱みを棚 卸し、ビジネスチャンスをいつでも
捉えられる仕組みをつくりあげるために学ぶ場です。

MORE 経営コンサルティング株式会社
代 表取 締役

タイムスケジュール

日野 眞明

氏

（株）イトーヨーカドーを経て独 立し、

14 : 30 〜15：00 オープニング

公 的 機 関 等 にお いて個 人 から中 小 企
業まで実 践 的なコンサルティングを行
う。著 書として、「ふせん 1 枚から始

15 : 00 〜16 : 30 各店パフォーマンス

める『事業計画』」（三恵社）など。

石川屋靴店

指只

足の計 測いたします。
あなたの足は健 康ですか？

今回の「DJ 商店街」では、指只だから
できるリフォームをご紹介いたします。

長田農園

コスモスベリーズ碧南店

トマトで HAPPY をお届け
できるよう頑張ります！

元気な碧南の商店・企業さんとお客様に
楽しんでいただけるよう盛り上げます！

金原酒店

えびせん家族

各店舗が全力で笑売をし、各店舗の
サービスを良く理解し、全員で盛り上げる！

看板商品「たこせんべい」を
多くの方々に食べていただきたいです。

クリーン商事

ナコータカス

家も会社も人も心も
キレイにする
キレイに保つ
生活を豊かに♪

楽しいコト大好き！！
ぜひ遊んでって下さーい！！

当店を知っていただく良い機会になりそうで、
とても楽しみです。

日本料理 小伴天
新しい時代に向けて碧南の意欲あふれる
店舗が集まり学びました。その発表会です。
新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力ください

参加店の意気込み

ヘアメイク グラフィティ

タナヲ屋呉服店
着 物姿にも素敵なガーゼストール
インテリアにもなる髪 飾りを発 表。

料理 壽味家
多くの御客 様に “熟成江戸前 鮨” を
知って頂ける様アピールしたいです！

主催：碧南市・碧南商工会議所・碧南市商店街連盟
お問い合わせ

マスク着用

検 温

消 毒

ソーシャルディスタンス
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