㈱フジプロが贈るHappiness Lifeのための情報誌

フジプロは3月3日をもちまして、創立60周年を迎えます。お客さまをはじめ多くの先輩や関係各位の温かいご支援の賜物と
心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
主な出来事や歴史を振り返ろう！裏面も見てね♪

'55 ～'64

刈谷市に設立

充填所完成
高岡営業所オープン

'85 ～'94

第1回
BIGフェア開催

充填設備の大幅改修
購買事務所・工事倉庫完成

'65 ～'74

本社
知立市へ移転

'75 ～'84

新事務所完成
（前事務所）

刈谷営業所オープン

パワーゲート車 第一号を導入
充填設備の大幅改修

'95 ～'04

'05 ～'14

集中監視システム
導入

バルク供給開始
リフォーム事業部開設

新事務所完成

ISO14001 取得
太陽光発電事業へ参入
富士の天然水事業部開設
中核充填所

今月は60周年特集！
フジプロが歩んできた
歴史を紹介するね！
懐かしいなぁ♪♪

配送車両

本社

昭和
30年

昭和
45年

住
所 豊田市竹町豊４７－１
電話番号 ０５６５－５０－２１９４
携帯番号 ０９０－６７６２－７７２０
営業時間 １０：００～１６：００
定 休 日 水曜日 / 日曜日 / 祝日

和風居酒屋

六月子

住
所
電話番号
営業時間
定休日

刈谷市井ヶ谷町井田１１－２
０５６６－３６－１６７３
１８：００～１：００
月曜・火曜(不定休）

社名
昭和
36年

平成25年4月に社名を『株式会社フジプロ』
に変えたんだ。
もう覚えてくれたかな？

BIGフェア

昭和
51年

パワーゲート装備のライトエース導入 。
ガス業界では日本で第一号だったんだ☆
ボンベの積み下ろしが楽チンになったヨ！

昭和
50年

平成
6年

製造設備

新年度、新しい趣味、習い事としてはじめてみませんか？
世界にたったひとつの吹きガラス作品が簡単に作れちゃいます！
やさしく丁寧に教えてくれるので初心者でも安心☆
リサイクルガラスを使用した、環境にもとても優しいＥＣＯな 作品が
作れちゃいます♡ 体験は2,000円～となっています！
文字入れもできるので記念品にもオススメです（*^_^*）

ご主人や店員さんとおしゃべりしながら一杯
常連さんでにぎわうアットホームな雰囲気の
居酒屋さん。
季節に合わせた旬な食材を 仕入れ、ご主人の
おススメの日替わりメニューを出してくれます。
お刺身天ぷら、新鮮で旬なものどうぞ♪
編集チームでお邪魔した際は坦々ごまみそ鍋を
いただきました☆

昭和
37年
平成
25年

平成
26年

昨年20回を迎えたＢＩＧフェアは毎年社員が
アイディアを出し合って盛り上げているよ☆
今年も開催するから遊びにきてね！

三河地域で一番最初にＬＰガス販売事業を
始めたのが富士プロパン瓦斯だったんだ！
刈谷市で事務所を構えてから、知立市に
引っ越しして、事務所が大きくなったよ。
今の本社は平成19年に建てたんだ。避難
施設としての設備が備わっているんだ！
明るくて広々としたホールではユニットバス
やトイレの展示をしているんだよ☆

平成
26年

最初は３０ｔと１０ｔタンクを設置したんだよ。
大きなタンクをどうやって運んだんだろうね？

ゆったり空間でリラックス
店内の落ち着いた空間と
マッサージの相乗効果で
リラックスモードに・・・♪
希望の箇所を伝えるとそこを
重点的にやってくれますヨ☆
コリをしっかりほぐしたい方、
ちょっと休憩したい方、世間
話でストレス発散なんて方も
いらっしゃいますよ！
フェイスマッサージ（要予約）、
"足つぼ＆フットケア"もぜひ
試してみて!!

管理・購買チーム
平成27年3月3日当社は創立60周年を迎えました。
これもひとえに、お客様をはじめ多くの方々の温かいご支援の賜物と心より感謝
申し上げます。
平成25年には社名を株式会社フジプロとし、リフォーム事業、富士の天然水事業、
太陽光発電事業などの新しい事業に取り組んでおります。
お客様に密着し、より良い生活のプロデュースができるよう取り組んでまいります。
今後とも、株式会社フジプロをよろしくお願い致します。

住
所 安城市百石町１－６－１５
電話番号 ０５６６－７６－６６９６
営業時間 〈日～木〉
１０：００～１：００（０：００ L.O)
〈金・土〉
１０：００～２：００（１：００ L.O)
定 休 日 年中無休

こんにちは！管理・購買チームです。
お客様と接する機会は少ない部署ですが
商品管理・発注・納品を行う購買チーム、
総務・人事・経理を行う管理チームです。
フジプロを影から支える縁の下の力持ち！
明るく笑顔でサポートします♪

ラーメンと
焼肉チャーハンの店

住
所 豊田市竜神町神田７５－６
電話番号 ０５６５－２６－８３８５
営業時間 [火～金]１１：００～１４：００
１７：００～２３：００
[土・日] １１：００～１５：００
１７：００～２３：００
定 休 日 月曜

イチオシは焼肉チャーハン！
焼肉のタレがパラパラのチャーハンにからんで絶妙です。
少し甘辛の味付けがくせになるおいしさです！
お昼のランチはラーメンとご飯ものがセットでとってもお得♪
さらにガッツリ派の方には大盛りサービスもありますよ！
他にもカツが乗ったカレーラーメンはボリューム満点！

クリスマスにトナカイ号に
乗りました!!
びゅーん!!笑
安城市 レモンマン

初スノボ！
怖かったけど
楽しかったー♪
もっとうまくなりたいな！
刈谷市 ジルくん

初詣でおみくじをひきました♪
わ～い(^^)大吉だ！
いい一年になりますように

神戸ルミナリエに
行ってきました（＾＾）♡
イルミネーションが
とってもキレイでした☆

刈谷市 ケンちゃん

東海市 ラムちゃん

次回は

『絵手紙』 です。暮らしのひとコマ、風景など･･･♪テーマは自由です。皆様の素敵な作品をお待ちしております。

※絵手紙はお返しすることが出来ませんのでご了承下さい。ホームページからもご応募出来ます。

＼掲載された方のプレゼントはこちら!／

【応募方法】 作品の裏にお客様のお名前（ペンネームOK）ご住所・電話番号を
ご記入の上ご応募下さい。
【宛 先】 〒472-0007 知立市牛田町遠新切48番地
株式会社フジプロ ほっとガスライフ みんなの絵手紙コーナー係 までご応募下さい。
【応募締切】 2015年3月31日 （当日消印有効）
ホームページからのご応募はこちら
知立 フジプロ
検索
http：//www.fujipuro.co.jp

プレゼントクイズ
今回はフジプロの歴史を紹介したよ♪
三河地域で一番最初にＬＰガス販売事業を始めたり、パワーゲート
装備のライトエースを日本のガス業界で初めて導入したり・・・
フジプロって意外とやるでしょ!! エッヘン（＾＾）

情報誌メンバーが選んだ
おいしいお酒を４名様に
プレゼント！
何が届くかはお楽しみに♪
たくさんのご応募をお待ち
しております！
※写真はイメージです

＜応募方法＞
官製はがきにクイズの答え
お名前・住所・電話番号をご記入の上
〒472-0007
知立市牛田町遠新切48番地
株式会社フジプロ
「ほっとガスライフ プレゼントクイズ 」係
までご応募ください。
応募締め切り 2015年3月31日
（当日消印有効）

フジプロが今回創立の節目を迎えたね☆
みんな覚えてるかな!?復習のためにここでクーイズ!!
【問題】

フジプロは今年で創立何周年を迎えたでしょうか？
①４０周年

②５５周年

ほっとガスLife ７号の答え

③６０周年

ホームページからもご応募できます。
ｈｔｔｐ：//www.fujipuro.co.jp

Ａ．⑥
2015年2月1日発行

あご入り 鰹ふりだし
（３０袋入り）
１０名様にプレゼント！
たくさんのご応募を
お待ちしております！

編集責任者：株式会社フジプロ 情報誌編集チーム
本

社：0566（81）2341
fax：0566（81）2338
豊田営業所：0565（52）3901
刈谷営業所：0566（21）1701
瀬戸営業所：0561（82）0540
可児営業所：0574（60）3403

