わが社自慢の商品・サービス

2015家康公四百年祭に向けて

徳川家康公にちなんだ商品ご紹介
鷹匠の実演

献上恵方巻

鷹狩りを好んだ家康公。鷹狩りを楽しむほか、人々の暮らしや

9種類の豪華な具材を巻いた特別な恵方巻、
「無事長久恵方

シロオオタカのフライトショー

周りの情勢などを視察さ

巻 」。家 康 公の遺 訓

れるために出かけたので

「堪忍は無事長久の

はとも言われています。当

基」
を冠した健康で長

店では鷹匠の実演（フライ

生きを願っています。

トショー）
を、
全国のイベント

今 年も「 大 御 所 恵 方

等で披露しています。
ほか

巻 」と一 緒に久 能 山

にも鷹との写真撮影や鷹

東照宮へ献上します。

匠体験も実施しています。

（ご予約限定100本限り）

無事長久恵方巻 1本 1,980円
（税込）

生きものや若家（㈱TR企画）

㈱静鉄ストア

〒424-0038 静岡市清水区西久保42-5
TEL＆FAX 054-365-6668
http://shimizu-wakaya.jp/

〒420-0812 静岡市葵区古庄2-16-6
TEL 054-267-6810 FAX 054-267-7703
http://www.s-store.co.jp/

紅家「長寿柿」

銘菓「家康公の散歩道」

関ヶ原の合戦の頃、
田中城を攻める家康公の陣に、｢藤八」
という

平成元年に静岡市制100年

男が柿を献上しました。紅

の記念事業として巽櫓と共

家の長寿柿は、
この藤八

に創られた舗道が名所にな

柿にならい、干し柿に白ア

っています。家康公は晩年、

ンを詰め氷餅をまぶし造ら

駿府城のお堀沿いを散歩す

れた銘菓です。
エスパルス

るのが日課であったようです。
「家康公の散歩道」はそれに

ドリームプラザ１Fの駿河

ちなんで造られた銘菓です。

みやげ横丁で、静岡土産
3ヶ入り 750円
（税込）

として好評頂いています。

1本 500円
（税込）

ぜひ一度ご賞味ください。

㈱ドリームプラザ

松木屋

〒424-0942 静岡市清水区入船町13-15
TEL 054-354-3360 FAX 054-354-3187
http://www.dream-plaza.co.jp/

〒422-8044 静岡市駿河区西脇1058-1
TEL 054-284-2955 FAX 054-284-6732

熟成本山茶 宝醇

駿府 葵堂 静岡緑茶

夏でも涼しい山の上にお茶を保存する事を考え、井川大日峠に

国宝久能山東照宮に承諾を

お茶屋敷を設けた家康

いただき、家康公が使用した

公。当社の熟成ほんやま

葵紋をデザインにあしらって

茶「宝醇」はこの故事に

おります。葵堂のお茶は、手

習い、手摘みした一番茶

軽で新鮮なスティックタイプの

を製造して標高1,000ｍ

粉末茶。高級茶葉を使用す

付近で秋まで熟成させ

ることで、お手軽ながら急須

ています。芳醇な味と香り
芳醇
（6ｇ×10個入）2,300円
（税込）

を放つお茶を楽しめます。

粉末スティック
8本入り 525円
（税込）

のお茶を超える今までにない
美味しさを実現しました。

㈲ネクト

駿府葵堂（中央精工㈱）

〒421-1201 静岡市葵区新間2332
TEL 054-277-2111 FAX 054-277-2112
http://www.nect.co.jp/

〒424-0052 静岡市清水区北脇362-2
TEL 0120-919-965 FAX 054-345-9149
http://aoido.jp/

草薙商店会
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス

静岡で家を建てるなら耐震構法SE構法のアキヤマへ

ひざ、腰は元から治しましょう！

アキヤマでは静岡の太陽・静岡の風を設計に生かした家づくり

変わらずにいるように見える骨も実は常に代謝しています。年

をしています。静

だからとあきらめないで下さい。正しい食事、栄養の改善によっ

岡で家を建てるな

て過半の人が

ら耐震構法SE構

改善します。
あ

法のアキヤマへ。

なたに合った

不動産売買では

栄養療法をご

40年の歴史。土

指 導いたしま

地からお 探しの

す。ぜひご相

方もお気 軽にご

談下さい。

相談下さい。
㈱アキヤマ

つつじ堂薬局二番館
（㈲サカモト）

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-14-13
TEL 054-345-1735 FAX 054-345-1729
http://akiyamakensetsu.co.jp/

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-14-6
TEL＆FAX 054-347-3353

認定補聴器専門店のサガワはオーダーメイドが得意

バレンタインデーのおかえしに・
・
・

「補聴器は見せたくない」
という声にお応えして、見えにくいオ

当店では地産地消を推奨する意味から、地元の品質・鮮度の

ーダーメイド補聴器に力を入れて15年。現在は 更に小さく で

良い花を使用す

きる
『nano』
が新登場。サガワは認定補聴器専門店だからア

るのは勿 論 、近

フターサービスも安心です。

年、
デザイン重視

158,000円〜

になりがちなアレ
ンジメント・ブーケ
では、花の顔・表
情を良く見た制
作を心掛けてお
ります。
デジタル補聴器のサガワ㈲

花勇

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-15-2
TEL 0120-53-8980 FAX 054-344-2481
http://www.sagawahochoki.com/

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-7-1
TEL 054-368-5187 FAX 054-348-9773

かわいい物 見つけに来てネ！

炭火焼の串焼から創作料理を！
たくさんのお酒とおつまみ。
また、草薙に100名の座席が有る

店内には季節の洋服がたくさん揃っています。手づくりのかわ

お店。いろいろなご宴会、法事等にもご利用いただいておりま

いいポーチや

す。J R 草 薙

バッグはお友

駅 、静 鉄 草

達 へ のプレ

薙 駅 の 近く

ゼントに喜ば

で便利です。

れています。

一度ご来店

どれにしよう

下さい。

か迷ってしま
いますよ。

もちづき

LoveLove草薙店
（㈱ラブラブ）

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-6-1
TEL 054-345-1194 FAX 054-347-5963

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-15-3
TEL 054-346-1139

掲載事業所

募集中！

会員事業所限定で、年に1回無料掲載できます。申込方法等の詳細は わが社自慢 で 検 索

心のこりまでほぐすバリ式リラクゼーション
バリ式のオイルトリートメントを主体としたリラクゼーションサロ

ライフスタイルに合ったエステティックサービス
トータルビューティースタジオです。中でも、男女問わず生活習

ン。施術後には

慣を変えていく体質改善メニューが人気です。エステでは、
スキ

カラーセラピーで

ンケアキャンペーン
（￥4,000）
とポールシェリーのボディリラク

心までスッキリ。

シングリンパマッサージが人気です。

バリで静かな休
日を過ごすような
気分を味わいな
がら、心と身 体
の 疲れとコリを
初回60分 8,000円
（税込）

解消しませんか？

berjemur（ブルジュムール）

㈲ブランニュー

〒420-0866 静岡市葵区西草深町34-22 グレース草深102
TEL 054-294-7886
http://ameblo.jp/berjemur/

〒420-0042 静岡市葵区駒形通6-10-5
TEL 054-221-7012 FAX 054-273-5172

足と靴のトータルサポート パザパ

大自然の中のあまご（ヤマメ）つり堀

足と靴のカウンセリング パザパでは足のカウンセリングを行い、

自然に親しみながら子供でも女性でも釣れます。釣れたあまご

オーダーシューズとオーダー足底板をご提供しております。新た

フスフレーゲ プライマリーコース 5,250円
（税込）
〜

を塩焼きで食べ

にドイツ式フ

ると本当に美味

ットケア 〜

しい！

フスフレー

営業期日：3月1

ゲ〜 をご提

日〜11月末日の

供し、足をト

9:00〜16:00

ータルにサ

休日：毎週木・金

ポートしてい

曜日
（ 祝 祭日の

ます。

場合営業）

足と靴のカウンセリング パザパ

つり堀やっちゃん

〒420-0867 静岡市葵区馬場町9
TEL 054-255-3260 FAX 054-653-8003
http://mbp-shizuoka.com/pazapa/

〒421-2301 静岡市葵区梅ヶ島1408
TEL 054-269-2017

東静岡駅南口から徒歩５分池田街道沿い

みかんと砂糖だけのマーマレードＭＡＣＯＴ

コーンズでは見た目がきれいな髪の毛だけでなく、頭皮から健

ＭＡＣＯＴは、厳選した安全な柑橘原料をたっぷり使い、手間を

康な状態の髪の毛を追求します。ぜひ、
一度ご利用ください。

かけて丁 寧に仕
込み、砂糖だけを
加えて、常温条件
で３〜５倍に濃縮
した最高級のマー
マレードです。四
季を通じさまざま
な産地・品種を味
735円
（税込）

ヘアーサロンＣＯＨＮＳ
（コーンズ）

㈱グリーンセイジュ

〒422-8005 静岡市駿河区池田 ビバブル1F
TEL＆FAX 054-286-8783
http://shizuoka-navi.jp/shop/a023/

〒424-0911 静岡市清水区宮加三727-1
TEL 054-368-7187 FAX 054-368-7188
http://www.macot.co.jp

わってください。

わが社自慢の商品・サービス

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

県内の自治体が発行する印刷物を電子書籍で！
「しずおかイーブックス」

生活者とあなたの事業をつなぎます
フリーマガジンwomoをはじめ、
ムック本、WEBサイト、
スマホア

は県 内の自治 体や民

プリなど様々な形

間が発行する広報誌、

で地域情報を生

観光・グルメ、防災、産

活 者にお届け。

業情報など100冊を超

月間 8 0 万 人 以

える電子書籍をＰＣ・ス

上の読者との接

マホから無料で閲覧頂

点で、生 活 者と

ける「 県民のための電

あなたの事 業を

子書籍ポータルサイト」

つなぎます。詳細

です。

はお問合せを。

星光社印刷㈱

㈱しずおかオンライン

〒422-8027 静岡市駿河区豊田2-4-30
TEL 054-286-3131 FAX 054-288-7471
http://www.shizuoka-ebooks.jp/

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 静岡信用日生ビル2F
TEL 054-275-3330 FAX 054-275-3331
http://www.esz.co.jp/

静岡奥藁科産レモンほうじ茶

月々僅か980円、24時間通話無料。

本山産の一番茶を強く焙煎でほうじ、葵区大原の梶山勝美さ

ウィルコムプラザでは、
ビジネスに特化した料金プランをご提案

んの低農薬で栽培したレモンの皮を剥き乾燥させました。今ま

いたします。法人

でにない、爽やかな香りと香ばしさの飲み物です。原料は全て

キャンペーンで

静岡市葵区の藁科産で、
安心安全な飲み物です。

月々980円。ス
マ ホ でも 月 々
2,295円から。
規模・用途に応
じた提案が可能
です。お問合せ
はお気軽に。

0.5g×20入り 525円
（税込）※3月より発売予定

㈱森田製茶

ウィルコムプラザ
（ヒダ㈱モバイル通信部）

〒421-1314 静岡市葵区大原92
TEL 054-270-1131 FAX 054-270-1934
http://www.moritaseicha.jp/

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町7-8
TEL 054-221-5910 FAX 054-653-5570
http://www.hida-group.co.jp

そばやの「なべ焼きうどん」

自然の恵み・天然の芋羊羹のような焼き芋

寒い冬のために生まれた食べもの、
それが「なべ焼きうどん」。

850円
（税込）

洞窟で2ヶ月間貯蔵熟成させた鹿児島県産「紅はるか」の素

和風そば屋の老

材を生かし、
ていね

舗、
ふじ乃やの冬

いに焼いています。

の名物「なべ焼き

アツアツも良いけ

うどん」
として、商

れど、冷めると更に

店街の旦那衆か

甘 味が増して、
ま

ら愛されて60年。

るで芋羊羹を食べ

そこはかと伝わる

ているような美味

『旨い』
なべ焼きう

しさです。是 非 一

どんに挑戦。

度ご賞味ください。

ふじ乃や

やきいも屋 一夜
（南海工業㈱）

〒424-0816 静岡市清水区真砂町7-6
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-366-5585 FAX 054-364-2932

〒424-0002 静岡市清水区山原128-1
TEL 054-365-5172 FAX 054-365-5160

掲載事業所

募集中！

会員事業所限定で、年に1回無料掲載できます。申込方法等の詳細は わが社自慢 で 検 索

素材本来のおいしさを味わえるラーメン

食事として楽しめるハンバーガーレストラン

化学調味料を一切使わない無添加のラーメンにこだわってい

ファーストフード・ジャ

ます。いちおしは、に

ンクフードではない、

ぼしを大量に使った
魚介風味満点のに

るハンバーガーレス

ぼしラーメン。にぼし

トラン」
をコンセプト

の頭とはらわたは1

に、
昨年10月オープ

つ1つ丁寧に取り除

ン！野菜をふんだん

いているので、苦み

に使った料理性の

の少ない上品なスー
にぼしラーメン 680円
（税込）

「 食事として楽しめ

プとなっています。

高いハンバーガーを

木こりさんのハンバーガー 1,150円
（税込）
※平日ランチ時のみポテト・
ドリンク付き

提供しています。

ラーメンABE'S

直火焼きハンバーガーダイニング厨 〜kuriya〜

〒420-0812 静岡市葵区千代田4-2-1
TEL 054-246-2217

〒424-0888 静岡市清水区中之郷1-1-6
TEL 054-346-7070

静岡の味を求めるなら当店へ！大小宴会場完備

気軽に「泡モノ」をどうぞ☆

創業時から守り続ける
「味噌おでん」
「関東おでん」
！
！県内外

スパークリングワイン５

のお客 様に喜ば

種が毎日グラスで飲め

れています。
カウン

たり、
ビールや日本酒

ターは勿論、宴会

など30種以上の「泡

場でも
「おでん」
を

モノ」
が楽しめます。お

味わえるのが大好

料理は富士宮の馬場

評！新鮮なお刺身

農園から取り寄せた無

や地 元の食 材を

農 薬 野 菜を中 心に、

使った料 理を是

泡に合うお料 理を多

非お試し下さい。

数ご用意してます。

㈲味の店 乃だや

jacuzzi -awabar-

〒420-0035 静岡市葵区七間町16-10
TEL 054-254-2919 FAX 054-251-5531
http://www.nodaya-web.com

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1-11-10-2
TEL＆FAX 054-269-5992

極上のなめらか「チーズフォンデュ」

築84年の蔵を
レストランに！
！

イタリアンベースのオリジナル料理と心地良いサービスの提供

2月中 旬 、用 宗に蔵を

に務め18年。地産
地 消 、自家 製にこ

改 装し たレ ストラン

だわり、チーズフォ

「KURAYA KATO」
が

ンデュが名物です。

OPEN！趣と重厚感の

近 年パーティール

ある外観。梁を活かした

ームが完成し、交流

長 い 歴 史を感じる店

会や２次会等で50

内。
フレンチとイタリアン

名位までの宴会に

がベースの本格的な料

好評頂いています。

理をお楽しみ頂けます。

トラットリア イル パパトーレ

RESTAURANT KURAYA KATO

〒420-0033 静岡市葵区昭和町1-2 スカイタウンビル1F
TEL＆FAX 054-250-0967

〒421-0122 静岡市駿河区用宗3-5-38
TEL 090-3421-9574

