移転・リニューアル
オープン。
人生を彩るに相応しい
眼鏡を！

フィルムカメラが
若者を中心に
大人気！
㈱アサノカメラ

岡山市北区厚生町3-4-1
TEL.086-250-6170

岡山市北区表町1-10-33
TEL.086-224-5951
URL http://www.asanocamera.co.jp/
E-mail webmaster@asanocamera.co.jp

2015年3月に岡山市奉還町に「見え 陸ブランドなど積極的なラインナップ拡充
方、見られ方、心地よさ」をショップコンセ を行なっており、お客様への更なるご提案
プトに開業した「岡山眼鏡店」は、2021 ができるものと考えております。
年12月4日に岡山市厚生町に移転いた
また、新たな取り組みとして日本盲導犬
しました。新しい店内は落ち着きのあるリ 協会認定のチャリティアイテムの作製や
ラックスした雰囲気の中でお選びいただ SDGsへの取り組みなど過去や未来への
けます。大幅に売り場面積を増床し、密 様々な思いをアップデートした岡山眼鏡店
を気にせずゆったりと回遊できるほか、中 で、皆さまのお越しをお待ちしております。
四国唯一の取扱いブランドや、県内初上 【店休日】火曜日、第2・第3水曜日

アサノカメラでは、大人気
す。デジタルにはない、フィル
の中古フィルムカメラや約
ム独特の深みのある仕上がり
100種のフィルムをはじめ、 が大人気です。
最新のデジタルカメラ・レン
カラーネガ現像・プリント・フ
ズ・カメラ用品を豊富に品揃
ィルムからのデジタル 化も即
えしております。
日対応。最新情報は随時SNS
現在はフィルム現像・フィ
にて発信！ぜひご覧ください。
ルムカメラやレンズの購入に 【営業時間】
10:00～19:00
来 店 す る 若 者 が 増 え て い ま 【定 休 日】
火曜日

㈱川空山海 岡山眼鏡店

「ＲＰＡ導入支援」で
企業の生産性向上を
サポートします

まったく新しい
個人間レンタルサービス
スタート！

㈱キャリアプランニング
ビジネスソリューション事業部
岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル
TE L.086-235-9828
FAX.086-224-0870
URL https://www.capla.co.jp/
E-mail business-consulting@capla.co.jp

キャリアプランニングでは、Ｒ
ＰＡソリューションサービス(導入
支援)を通じて、地元企業の生
産性向上をご支援します。働き
方改革が加速するなか、生産性
向 上は喫 緊の課 題となってお
り、その手法の一つであるＲＰＡ
にもますます関心が高まってい
ます。

効果的なＲＰＡ導入には、
それ
を活用する人材の育成が不可
欠です。当社では自社導入のノ
ウハウを活用し、企業の課題や
ニーズに沿って、業務の可視化
や選定だけでなく、ＲＰＡロボット
作成者の育成、運用・活用まで
伴走し、トータルサポートいたし
ます。
（ 取扱ＲＰＡ
「BizRobo!」）

オーダーメイド革靴と
靴修理の専門店です

Rentastic for OKAYAMA
【岡山放送㈱】
岡山市北区下石井2-10-12
TEL.086-941-8882
URL https://okayama.rentastic.jp/
E-mail rentastic@ohk.co.jp

岡山県にお住まいのご近所さん同
『Rentastic』ではプロオーナー制度
士で、貸したり、借りたり。あげたり、 を導入しており、企業から消費者へア
もらったり。みんなが使わないもの、み イテムの貸し出しが可能です。貸し借
んなで使おう！まったく新しい個人間レ り文化を育むことで、サステナブルな社
ン タ ル サ ー ビ ス『Rentastic for 会づくりに企業単位で貢献できます。
OKAYAMA』がスタートしました。
アイテムの貸し出しだけで、プロオー
月額298円だけで、レンタル料は ナーの 費 用は一 切かかりません！
【無料】！今なら入会初月＆翌月はお SDGsや店舗集客に興味がある企業
試しゼロ円です。
様はぜひお問い合わせください。

優秀な自走社員の
定着化について
ご説明します！
ストロングポイント㈱
岡山市北区本町10-22
本町ビル403
T E L.086-206-6127
FAX.086-206-6126
URL https://strongpoint.co.jp/
E-mai jinpro@strongpoint.co.jp

立岡靴工房
岡山市北区内山下2-11-5
T E L.080-3882-9078
URL https://tatsuoka.shoes/
E-mail info@tatsuoka.shoes

【事業承継７年目】
【YouTubeで事例公開中】
オーダーメイド靴専門店を開店
靴づくりやメンテナンス事例を
し、
「パティーヌ」
と呼ばれる技法で 動画でご紹介中。チャンネル登録
お客様に合わせた色付けによって 者数2,500人を超えました。
オリジナルな一足を提供します。 【コロナ対策のため予約制です】
【他店の靴も修理します】
１組ずつ安心安全な接客のた
修理が出来ないと言われた等 めご来店の際は事前予約をお願
のセカンドオピニオンにも対応して いします。ご自宅や会社への出張
いますのでご相談ください。
サービスも行なっております。

小型犬専門トリミングカー
フェリーチェ今店
OPEN！

㈲フェリーチェ

をお約束します。
3月14日には自走社員の定
着化に関するセミナーを開催
いたします
（※経営者無料）
。
興味のある方はオンラインセ
ミナーですので、ぜひ自社で
の課題解決のヒントとしてご
参加ください。

取材・編集力でＰＲ支援
あなたの想いを
カタチにします！

㈱瀬戸内海経済レポート

岡山市北区今2-16-35
「アイムの家」駐車場
TEL.090-3272-5560
URL https://felice-pet.jp/

南区福浜町で皆様に支えら
れ 20 年。北 区 今 の「ア イ ム の
家」
駐車場でトリミングカー
をオープンしました。
ナノバブルシャワーや最新
ドライヤーを搭載したフル装
備。
「フ ワ フ ワ な 仕 上 が り！」
と好評です！福浜店で人気の
デンタルケアや筋膜リリース

岡山エリアを中心にストロ
ングポイントは「変化」
「挑戦」
を支援するコンサルティング
サービスを取り揃えていま
す。
企業の悩みである
「事業の
成 熟 化」
「人 材 不 足」
「世 代 交
代」
など、戦う経営者の
「変化」
「挑戦」とともに伴走すること

岡山市北区中仙道2-9-32
T E L.086-805-6188
FAX.086-805-6177

もしています。
トリマー歴10年以上で老犬
介護の有資格者ですので、ワ
ンちゃんの年齢制限もなく、
シニアコースでは短時間でお
仕上げも可能です。
福浜店では大型犬のトリミ
ングやペットホテル、幼稚園
も大歓迎！

「週刊VISION岡山」を発行する㈱瀬戸内
海経済レポートでは、創刊から57年間で培っ
た県内企業とのネットワークと取材力・編集力
を生かし、企業の広報活動を支援していま
す。
経営者様の想いをしっかりヒアリングし、文
字に起こし、企業ネットワークを生かして様々
な媒体にアウトプットします。
「自信の商品だ
が売り方が分からない」、
「文章を書くのが苦

手」、
「広報に力を入れたい」など、お気軽に
お問い合わせください。一緒に広報活動を支
援する協力会社も随時募集しています！
【紙媒体】会社案内、商品案内、冊子作成、
周年記念誌、自分史
【映像媒体】テレビCM、動画制作
【ウェブ媒体】コーポレートサイト、リクルートサ
イト、SNS
【その他】各種ライティング

