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至高山

村田工務店

株式会社村田工務店は、地域の皆様のための催しの場M-STYLEを備えた社屋に生まれ変わります。
皆様には、これまでと変わらぬご愛顧を下さいます様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　㈱村田工務店新社屋は、MURATAの提案する和室、薪ストーブ
のあるリビング、そして、M-STYLEカルチャー教室として利用
可能なキッチン＆ダイニングを備えました。
　住まいづくりのご参考に、又、カルチャー教室へのご参加に、
お気軽に皆様にご来店いただける場でありたいと考えています。

●建築工事新規ご成約のお客様●

旅行券プレゼント！！旅行券プレゼント！！

◆季節のお花◆

エコ住宅を新築される方とエコリフォームをされる方にポイントが発行されます。

ご来場記念
　プレゼント！
ご来場記念
　プレゼント！
ご来場記念
　プレゼント！
ご来場記念
　プレゼント！
ご来場記念
　プレゼント！

北陸新幹線開通記念

旅行券プレゼント！！旅行券プレゼント！！旅行券プレゼント！！

省エネ住宅ポイント、始まりました！省エネ住宅ポイント、始まりました！省エネ住宅ポイント、始まりました！

※ポイントが発行されるまでには、「ポイント発行申請」「ポイント交換申請」「完了報告」などの手続きが必要です。詳しくは、お店でお尋ね下さい。

※ご来店のお客様で４月中に100万円以上新規ご成約のお客様

日頃の疲れをとり
癒されませんか。

筋肉の緊張で固まった
コリ、耳たぶまわしで
全身の筋肉がゆるみ痛
みやコリを解消！

オープニングイベント開催！！オープニングイベント開催！！オープニングイベント開催！！オープニングイベント開催！！オープニングイベント開催！！

楽しいイベントがイロイロ！楽しいイベントがイロイロ！
4/10・11・124/10・11・124/10・11・124/10・11・124/10・11・12 の3日間 時間／10：00～17：00の3日間

お宅の光熱費
見直しませんか？

光熱費試算光熱費試算

スイーツクッキングスイーツクッキング
体験体験

実演

デコクッキーなど

ＩＨクッキングＩＨクッキング

お赤飯、
炊き込みご飯、
クレープ、
ケーキなど

アロマでアロマで
ハンド・マッサージ
エアフレッシュナー作り

さとう式リンパケアさとう式リンパケア
筋ゆる体験

ホームページもリニューアル！
アクセスしてみてネ！

http://www.muratakoumuten.com

村田工務店 検索

http://www.muratakoumuten.com

ホームページもリニューアル！
アクセスしてみてネ！

TEL:076-467-0087 FAX:076-467-0555〒939－2252　富山市上大久保2170

今が、
チャンス！！
今が、
チャンス！！

金 土 日

お赤飯、
炊き込みご飯、
クレープ、
ケーキなど

4/114/11土のみのみ 4/124/12 日のみのみ4/114/11 AM 11：00～
　　　PM 3：00日

のみのみ

マキストーブクッキングマキストーブクッキング

ピザ
など
ピザ
など

アンケートにお答えいたいた方に

書庫 納戸

薪ストーブ
部屋

事務所

打ち合せ
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打ち合せ
コーナー
打ち合せ
コーナー

エント
ランス

入口

和室

WCWC WCWC

セミナースペースセミナースペース

30万
ポイント

最大 合計15万
ポイント

45万
ポイント

さらに
耐震改修で

地域の皆様と共に創業66年

地域の皆様と共に創業66年

社　屋
リニューアルOpenOpen社　屋
リニューアル10

4/

10
金曜日金曜日

4/



ナチュラル・クッキング おやつクラブ

アロマテラピー ベビーマッサージ

さとう式リンパケア・筋ゆる ビーズ・アクセサリー

スクラップブッキング教室 富山の家の整理と収納の教室

写真教室 オーガニック・ガーデン

午後のティーパーティ

ＲＣＣ　こども英語

パン教室

生前整理紹介講座

ガーデニング相談

4/17金 5/15金 6/19金
● PM 6：30～PM 8：00
4/18土 5/16土 6/20土
● AM10：00～PM12：30

4/18土 5/16土 6/20土
● PM2：00～PM4：00

5/28木 6/25木 
● AM10：00～PM12：00
● 持ち物：バスタオル
　赤ちゃんの水分補給
　（母乳、ミルクなど）

4/17金 5/15金 6/19金
● PM2：00～PM4：00

4/14火 4/21火 4/28火
5/12火 5/19火 5/26火
6/09火 6/16火 6/23火
● PM4：30～PM5：15
　　園児対象
● PM5：30～PM6：15
　　小学生対象

栄養士さんのお野菜たっぷり
美しくなるナチュラル・クッキング

筋肉の緊張で固まったコリ
耳たぶまわしで全身の筋肉がゆるみ
痛みやコリを解消！

親子でお菓子づくり
動物パン、クッキーなど

赤ちゃんヨガ　ふれあい遊び
対象：2か月～1歳までの親子

＜整理の基本編＞　整理したいけど、
どうすればいいの？とお悩みの方、
整理の基本を知るとどんどん整理が
進み、気持ちも前向
きになりますよ。

＜今から始める生前整理> 生前整理とは
これからの人生をより良く生きることを
前提としたお片付けのこと。死ぬことを
意識した片付けではなく、明るい未来の
為に整理しましょう。

手づくりビーズアクセサリー
楽しみませんか！

季節のおかしなど
試食+ティーの愉しみ方レッスン

4/20月 ハーブティ+ルームスプレー作り
5/18月 アロマハンドジェル作り＋手浴
6/15月 トリートメントオイル+
　　　　ハンドトリートメント
● PM1：30～PM3：00
● 持ち物：タオル

受講料/￥3,500（材料費込）

受講料/￥2,000（材料費込） 受講料/￥1,000（+200円オイルレンタルの場合）

受講料/￥2,000

受講料/￥3,000
　　　（ハーブ苗3種等 材料費込）

受講料/￥3,500（材料費込）

受講料/月3回￥4,000

受講料/大人￥1,500
　　　　子供￥ 500

受講料/￥2,000～3,000
（作品の材料費により変わります）

日　時

5/10日 
● PM2：00～PM4：00

おうちで始めるおしゃれ写真
“テーブルフォト”カメラをご持参
ください。ケータイでもOKです。

受講料/￥1,000

日　時

5/8金
● AM10：00～PM12：00

大切な写真を可愛く飾って世界一の
宝物にしませんか？ひと手間かける
だけで思い出が鮮やかによみがえり
ますよ。

受講料/￥1,500（材料費込）

日　時

5/1金 6/5金
● 終日

体験料/15～20分￥1,000

日　時

日　時

日　時

5/20水 6/24水 
● AM10：00～PM1：00

日　時

農薬を使わずに庭づくりをするオーガニック
・ガーデン。まず第一歩として自宅で育てる
安心・安全なキッチンハーブの寄せ植えを
作りましょう。

5/8金 
● PM1：30～PM3：00

日　時

4/20月 5/18月 6/22月  
● PM2：00～PM3：30

日　時

日　時

日　時

4/25土 5/9土 6/27土
● AM10：00～PM12：00

ケーキを頂きながらお庭、お花のあれ
これをお話しませんか！

受講料/￥500
　　　　（ケーキ、お茶付）

日　時

5/11月 5/21木 
6/ 8月 6/18木
● AM10：00～PM1：00
● 持ち物：エプロン、
　手拭タオル、　
　パン持ち帰り用カゴ、箱

パンづくり一緒に楽しみませんか！

受講料/￥2,500（材料費込）

受講料/￥2,000

日　時

4/16木 5/22金 6/26金
● PM2：00～PM3：30

日　時

日　時

＊個別の相談に応じます。
　ご希望の時間をご予約ください。
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