静岡の次代に残したい
優れた名店 を表彰

「静岡ショップヘリテージ」受賞店のご紹介

静岡市商店会連盟
（村松孝次郎会長）
では、市内の 優れた
名店 を表彰する平成25年度「静岡ショップヘリテージ」の受賞
店５店舗を決定し、
このほど表彰式を行い各店に認定看板が授
与されました。
同事業は、本市商業のさらなる発展に向けて、個店支援の一
環として静岡市の協力を得て行われ、
今年で３年目になります。
商店会の代表や消費者協会の役員らが選考委員となり、寄
せられた多くの候補店の中から小規模ながら、
たゆまぬ努力によ
り地域のお客様に愛される 輝きのある店舗 が選ばれました。
ここに、本年度の受賞店を紹介いたしますので、
ぜひお店に
足をお運びください。
（※掲載順不同）

実用的な北欧家具の名品を揃えております
北欧の有名デザイナーの作品「北欧家具」
を展示・販売して
います。木の素材を活かしたオリジナル商品やオーダー家具を
製作するほか、住宅や店舗のリフォーム・インテリアプランニン
グも手掛けます。
古民家を改造し
て造られた展 示
スペースに並ぶ
北欧家具の名
品の品揃えは圧
巻です。
CRAFT CONCERT（クラフト コンサート）
〒421-0131 静岡市駿河区丸子3311
TEL 054-259-5605
http://www.craft-concert.com/

当店自慢の「カレーパン」をぜひご賞味ください！
昭和５８年の開店以来、
おいしいパンを提供するため、材料は
良い物を吟味し、従来のパン用原材料の粋を超えた素材選び

１個 １５１円
（税込）

安心・安全な食材 リアルフード を
提供するこだわりの「自然食品店」
「静岡ゆうきの会」の農家のみなさんが栽培した野菜で作る惣

をしています。一番

菜・弁当を販売・

の人 気 商 品は、時

配達しています。

間が経ってもカリッ

自然 食 品 店とし

としている
「カレーパ

て地 元 の 安 心・

ン」。サラダフランス

安全な食材を消

（コールスローサラダ

費 者 に届け、元

入り）
や様々な調理

気な生活を応援

パンもお薦めです。

します。

エッセンブロート

リアルフードあくつ

〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-6-7
TEL 054-237-7365
http://www.essen.jp

〒420-0867 静岡市葵区馬場町９１
TEL＆FAX 054-221-4046

創業250余年・わさび漬発祥の店！

絶品のキスとハモの「揚げはんぺん」

江戸時代中期の１７５３年、初代店主の田尻屋利助が現在の

昭和23年創業。興津清見寺近くに店を構え、興津沖の天然

「わさび漬 」
を創意

魚の刺身や自家製のマグロの燻製・魚貝類の惣菜等を販売し

発案し、製造を始め

ています。

ました。以来２５０年

中でも旨さと甘

余り、徳川家康公が

さが凝縮された

門 外 不 出とした有

キスや ハモを

東 木 産 のわさびを

材料にした
「揚

使用し、伝統を守り

げはんぺん」
が

ながら香り高い逸品

大人気です。

を販売しております。
田尻屋総本家

魚格 出口魚店

〒420-0065 静岡市葵区新通1-3-2
TEL 054-253-0740

〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺町９７
TEL 054-369-0336

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
銘菓「大御所もなかⓇ」

富士山カスタード
ケーキ 駿府 Ⓡ

大御所として静岡の地に
移り住んだ徳川家康公に

煎茶入りカステラ皮種を丸く絞

ちなみ、名づけられまし

り、蒸し上げ、
カスタードクリーム

た。皮は１枚ずつ手焼き

を挟んだ銘菓です。葵の御紋と

で、餡はこだわりぬいた

富士山を焼印した静岡らしさい

北海道産有機小豆を使

っぱいのお菓子です。駅や高

用。
まさに名実ともに"もな

速道の土産物店で販売してい

かの大御所"です。昔な

ます。

がらの味を守っています。

1ヶ 162円
（税込）

１２ヶ入 １，
０８０円
（税込）

静岡菓子処 蔵好三坂屋 北店

東海製菓㈱

〒420-0961 静岡市葵区北2-17-23
TEL＆FAX 054-246-1135
http://www.biemu.com/

〒420-0833 静岡市葵区東鷹匠町2-29
TEL 054-245-2365 FAX 054-245-2352

家康公の時計

徳川家康公のらっ茶
「徳川家康公のらっ茶」は飲

1611年、
スペイン国王フェリペ

食茶。
日本茶の「旨味」
「癒

３世から大御所家康公に贈ら

し」
「栄養」
を丸ごと全部味わ

れた日本に現存する最古の機

い楽しめる飲食する
「らっ茶」

械式時計「洋時計」。
これを現

です。徳川家康公顕彰四百

代版「家康公の時計」
として

年記念茶として命名。家康公

復刻製作しました。真ちゅう製

が奨励した茶葉（本山茶）
の

の電波クオーツ時計としてほ
ぼ原寸大で再現しています。

新芽で仕上げている国宝久
ご進物用
（100g）
23,000円
（税込）

能山東照宮御用茶です。

237,600円
（税込）

㈱らっ茶

㈱安心堂

〒150-0035 東京都渋谷区鉢山町7-7
TEL 03-3461-1373 FAX 0533-88-7788
http://www.raccha.co.jp

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-9
TEL 054-254-0111 FAX 054-254-0116
http://www.anshindo-grp.co.jp/

歯朶具足
甲冑レンタル

静岡県内での挙式プラン
167,400円
（税込）

徳川家康公の南蛮甲冑
（五月人形）
し だ の は ま え た て

歯朶の葉前立が特徴的な徳川

本甲冑は徳川家康公が着用

家康公の兜を豪華に再現した

したと伝わる歯朶具足を模し

南蛮甲冑です。植物のシダは、
長

て作ったものです。着用時総

寿・長命をあらわし、夫婦円満や

重量は約25kg。繁栄と長寿

子孫の繁栄の象徴。駿府に縁の

を願い、
盤石な家庭を築いて

深い家康公はこのシダを大変げ

いただくという志をもって、当

んの良い印として愛用し、
徳川の

社では甲冑ウェディング演出

印として代々伝えらてきました。

をプロデュースしています。

379,512円
（税込）

鎧甲冑レンタル小札屋（㈱さまあ）

㈲にんぎょっ子

〒424-0052 静岡市清水区北脇367-1-105
TEL 054-376-4658 FAX 054-376-4659
http://rental.kozane.com/

〒421-0112 静岡市駿河区東新田4-10-21
TEL 054-257-3983 FAX 054-257-5786
http://www.ningyocco.com/

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス
フード30選 受賞！
『マル桐煎茶』

静岡店は、おかげさまで３周年！
創業百余年、煎餅一筋の幸煎餅です。一番人気の一口サイ
ズ「七福神あられ」

発売から５年のマル桐煎茶が

は、
かろやかな七つ

スーパーで買いたい商品の「ベ

の風味が大好評で

スト30」に選ばれました。静岡

す。福が福を呼ぶ

伝統製法で作った浅むし煎茶。

めでたい「味な贈り

最近 日本茶の味、香りがうすく

物」はお土産や内

なった。
と、感じているあなたへ

祝い 等に最 適で

…。

す。
ご来店をお待ち
七福神あられ 540円
（税込）
〜5,400円
（税込）

しています。

864円
（税込）

㈱幸煎餅

㈱葉桐

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-8-4
TEL 054-255-3181 FAX 054-255-5599
http://www.7292.com/

〒421-2122 静岡市葵区足久保口組1733-1
TEL 0120-505-418 FAX 0120-431-418
http://www.hagiricha.com

オシャレな
ミセスの為のお店

ハンズ ビー 静岡パルシェ店 オープン！
東急ハンズが提案するライフスタイルショップ ハンズ ビー ｡

着心地の良さを感じたい！ち

東急ハンズで培

ょっと人とは違うオシャレを

った豊富な商品

楽しみたい！お手持ちの洋

ノウハウの中か

服に合わせて何かを探して

らセレクトした魅

いる！お気軽にスタッフにお

力あるアイテム

声をお掛け下さい。
コーディ

をたくさんご用意

ネートのお手伝いをさせて

いたしました。是

頂きます。小物も充実！

非、お気軽にお
立ち寄り下さい。

レディースファッションつちや

ハンズ ビー 静岡パルシェ店
（静鉄プロパティマネジメント㈱）

〒424-0816 静岡市清水区真砂町5-18
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-366-1053 FAX 054-364-3799
http://www.tsuchiya.hybs.jp/

〒420-0851 静岡市葵区黒金町49 静岡駅ビル パルシェ本館3F
TEL 054-252-7211 FAX 054-252-7212
http://be.tokyu-hands.co.jp

新生児の安全にこだわっています

常にほんものに、
こだわって60余年

赤ちゃんの肌は、
デリケートです。子育ておかあさんの、
いちば

各地の友禅、
つむぎ、絣をはじめ、帯地、和装小物まで、古来の

んの心配は安全

伝統のきもの

と健 康です 。日

に誇りをもっ

本 製にこだわっ

て、全国の産

て、安全を追求し

地から集めま

ています。育児、

した。和装に

赤ちゃんファッシ

ついても、ご

ョンについて、
お

相談は、
お気

気軽におたずね

軽におたずね

下さい。

下さい。

中屋赤ちゃん店

染織工芸・きものと帯『一越』

〒424-0816 静岡市清水区真砂町2-24
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-366-5277 FAX 054-366-5292

〒424-0816 静岡市清水区真砂町7-7
（清水駅前銀座商店街）
TEL＆FAX 054-366-4511

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス

ラーメンが大好きな
保険の専門家です

おかげさまで１０周年感謝祭
きよさわ里の駅は今年で１０周年。地域の方々や市街地からお

今の保障内容がわからない、

越し頂いているお客

保険料を安くしたい、
自分に

様に、
日頃の感謝をこ

あった保険を選んで欲しい、

めた記念イベントを開

どのようなことでもお気軽に

催します。

ご相談ください。ホームペー

日時：４月２０日
（日）
９時〜１４時

ジでラーメン食べあるきブログ

場所：きよさわ里の駅

『静岡ラーメン日記』
をやって

きなこ餅や豚汁の無

います。

料サービスもあります。
たかはしＦＰ事務所

きよさわ里の駅
（NPO法人フロンティア清沢）

〒420-0881 静岡市葵区北安東3-13-36-506
TEL 054-246-0727 FAX 054-663-3680
http://takahashifp.com/wp/

〒421-1307 静岡市葵区相俣200
TEL 054-295-3783 FAX 054-295-3993
http://www4.tokai.or.jp/satonoeki/

ソチ・スノボ銀銅の裏にメンタルコーチング

「性能、
プロ仕様。
収納、ハーフサイズ。」

ソチで大活躍のスノボチーム、実はその裏にはメンタル・コーチ

イザという時に一瞬で開いて

の存在がありました。
ビジネスやプライベート等であなたの最高
の状態を可能にするスキル、
それがコーチングです。そんな世

頭を保護でき、収納時半分サ

界最高峰

イズ になる防 災 ヘ ルメット

のスキルが

「IZANO（イザノ）」。厚労省

学べます。

のヘルメット規格「飛来・落下
物用」
と
「墜落時保護用」に
両対応し、
プロの現場使用に
も対応可能。

無料体験
実施中

4,968円
（税込）

コーチングオフィス ヒューマン・ハーバー

ＤＩＣグラフィックス㈱静岡支店

〒426-0204 藤枝市時ヶ谷372-18
TEL 054-631-5337 FAX 03-6369-3619
http://ameblo.jp/humanharbor/

〒422-8067 静岡市駿河区南町19-9 静岡ディーアイシービル
TEL 054-202-1411 FAX 054-202-1422
http://www.dic-plas.co.jp

ゴルフするならHANA GOLFへ！
HANA GOLF STUDIOでは、初心者から上級者までのお客

新素材の滑り止めシール「トメックス」
４色フルカラーで思うままにデザイン可能！

様をお待ちして

形状の加工も自由自在！安全対策・注意喚起だけでなく様々な

おります。店内は

用途にご使用いただける全く新しい滑り止め表示材です。

打席が２つとグリ

無料サンプルあります。

ーンがあります。
フリー練 習コー
ス、
レッスンコー
スも様々あります
ので、是非お越

3,000円
（税込）
〜

し下さい。
HANA GOLF STUDIO

昭和印刷加工㈲

〒421-0121 静岡市駿河区広野6-20-12
TEL＆FAX 054-260-5578
http://resv.jp/hanagolf/

〒420-0876 静岡市葵区平和2-29-30
TEL 054-271-7111 FAX 054-271-7165
http://www.showa-p.com/index.php

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

創業63年 変わらぬ味を守ります。

駿河区の塩らーめん専門店

かつおとさば節でだしをとったそばつゆ。
とりガラに野菜とだしを

大量の鶏ガラを使い、
旨

合わせたラーメン

みたっぷりの透き通った

スープ。
う〜ん、

スープに仕上げました。

迷ってしまう！人

また、特徴的な塩を使用

気のおにぎり
（２

する事で、魚 介との相

ヶ）
そば、
おにぎり

性バッチリの塩ダレが

（２ヶ）
ラーメンに、

完成。麺は多加水の縮

おにぎり
（１ヶ）
の

れ細麺を使っています。

ミニセットが４月よ

ぜひ一度ご賞味下さい。

り始まります。

塩そば 650円
（税込）

食事処かづや

麺処 汐のや

〒424-0816 静岡市清水区真砂町3-9
（清水駅前銀座商店街）
TEL＆FAX 054-366-2832

〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-10-22
TEL 080-2613-0209

天然地魚・炭焼・おでんが自慢の粋な店

本場韓国料理の専門店

地元の食材を知り尽くし

韓国のオモニが作るビビンバ、
サムゲタン、
トッポキ、
チャプチェ、

た料 理 人こだわりの逸

キンパ、
テンジャンチゲ、
ホルモン鍋、
チヂミ、
プルコギなどなど、

品。由比・焼津から水揚

ほかのお店では味わえない本格的な安くて美味しい韓国食堂

げされた新 鮮な天 然 地

です。
その他焼き鳥、
おでんも大人気！

魚と炭火で仕上げた絶
品の串焼がおすすめ。店
内は和風モダンで落ち着
いた雰囲気です。個室は
２名〜宴会は３２名まで
十千和膳
（ランチ）1,575円
（税込）

対応可能。

十千花前 清水（㈱なすび）

韓国風居酒屋カラン

〒424-0816 静岡市清水区真砂町2-24
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-365-8808 FAX 054-365-8807
http://www.nasubi-ltd.co.jp/jissen̲shimizu/

〒420-0875 静岡市葵区美川町9-30
TEL＆FAX 054-252-7153

ふっくらジューシー♪ 特製ローストチキン

新感覚のホルモン焼き居酒屋

当店では、店内にある

ホルモンの種類を写真入りで解説したメニューブック
「ホルモン

専用のロースターでじっ

大図鑑」で注文でき

くり焼き上げたロースト

るから、食べ比べして

料理を提供しています。

みるのもいいかも！
！シ

ロティサリー アンドゥ

ロコロやパイオツ、
マ

の名物といえば、焼き立

ルチョウなどホルモン

てのローストチキン。柔

の品揃えは何と30

らかくてとってもジューシ

種類。こだわりの地

ー！テイクアウトもやって
ローストチキン
（3〜4人前）2,800円
（税込）

います。
ご予約下さい。

酒や梅酒等、
ドリンク
マルチョウ
（牛小腸）
1人前 590円
（税込）

の種類も豊富です。

Rotisserie Un Deux
（アンドゥカンパニー㈱）

侍ホルモン清水駅前店
（㈱IRIE PLACE）

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1-10-10 シャンピア鷹匠1A
TEL 054-260-6322
http://undeuxblog.blog96.fc2.com/

〒424-0816 静岡市清水区真砂町1-16
TEL＆FAX 054-363-2766

