静岡木工・産業機械協同組合 各社製品ご紹介（会員のみ）
静

出展
企業

ダストプレスマン SPP-300型
ブレークマン 400型

手塚産業（株）

出展
企業

チャンネルカットソー CSS-1011
ボーリング用多軸アタッチメント 複数種

（株）アイキュー・ワン

〒421-0125 静岡県静岡市駿河区用宗小石町5-19
TEL.054-258-1308 FAX.054-258-0319
E-mail tezukasangyo@cy.tnc.ne.jp

〒425-0068 静岡県焼津市中新田343
TEL.054-624-1212 FAX.054-624-9757
U R L http://www.iq-1.com
E-mail info@iq-1.com

会社PR

会社PR

製材、木工業界及び産廃
業界の分野で独創的な
製品開発に取り組み製造
メーカーとして邁進する
一方、集塵関連設備工事
も手掛けています。

汎用機や特注機、部品や小物等、
手に負える物なら挑戦します。
商品PR
住宅用床合
板の加工機
です。

商品PR
オガ粉の圧縮及び袋詰
めが簡単スマートにワン
タッチ処理 ！ 資源として
再利用。
ダストプレスマン SPP-300

服部プレナー HPM-20
深見ハンドプレナー JH-10
小阪スポンジサンダー E-600

出展
企業

（有）野原商店

チャンネルカットソー CCSJ-1011
（特許申請済）

出展
企業

バイニッヒ、SCM製品の紹介
ライツの刃物、久住製品

オザワ販機（株）

〒421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原1丁目20-7
TEL.054-258-5446 FAX.054-258-5818
木工機械 野原 検索
URL
E-mail nohara-shoten@cy.tnc.ne.jp

〒422-8054 静岡県静岡市駿河区南安倍3丁目16-5
TEL.054-282-9365 FAX.054-282-9367
http://www4.tokai.or.jp/ozawahanki/
URL
E-mail ozawahanki@ka.tnc.ne.jp

会社PR

会社PR

木工機械の販売、修理、中古
売買を行います。弊社は中古
機械の再生を特に得意とし、分
解、組立、再塗装を行った機械
をご提供いたします。

NC加工機、CAD/CAM、
ヴァイニッヒモルダーから
アフターサービスまで一級
技能士がサポートします。
商品PR

商品PR

小型精密NCルータマシン
主軸・精度・集塵・機能をさ
らにUP

当社で完全オーバーホールを
行った、服部のプレナーです。

服部自動一面かんな盤
HPM型 20型・18型

出展
企業

工具・機械製品、焼却炉（富士システム防災）

庄田鉄工

NCN8200

吸着搬送装置

（株）静岡機工製作所

（株）
フジタ商会
〒422-8041 静岡県静岡市駿河区中田1丁目18-15
TEL.054-282-2190 FAX.054-285-7441
E-mail n.fujita@fujita-shokai.co.jp
会社PR
機械部品、機械工具から工作機械、煙の出ない環境に配慮した焼却
炉まで多岐にわたり各分野毎の製品を取り扱っております。
商品PR
機械工具

〒428-0006 静岡県島田市牛尾986-3
TEL.0547-45-0777 FAX.0547-45-0778
http://www.shizuoka-kikou.co.jp
URL
E-mail info@shizuoka-kikou.co.jp
会社PR
自動積載機等又生産工場の
ラインにデータ通信バーコー
ド等にて無人化ラインを設計
製作致します。
商品PR
少人化を目標とした投入機、
省力化機械、搬送装置、自動
投入機

各種伝導装置

※今回の展示会には出展しません。

SK-10

静岡木工・産業機械協同組合 各社製品ご紹介（会員のみ）

出展
企業

メタルワークベンチ 電動工具

出展
企業

オカベ ダボ打機 フチバリ機

（有）二葉機工

松下工機
（株）

〒425-0015 静岡県焼津市石脇上93-2
TEL.054-621-2555 FAX.054-620-1278
http://www.futabakikoh.co.jp
URL
E-mail futabakikoh@ck.tnc.ne.jp

〒420-0064 静岡県静岡市葵区本通5-1-7
TEL.054-252-1750 FAX.054-254-1059
E-mail matsushita-kk@vanilla.ocn.ne.jp
会社PR
建築・建設・内装の現場作業工具から木工機械まで、幅広い商品取り
扱いと豊富な在庫を持っています。
商品PR
小さなストロークで強い締付け力
固定用金具で簡易バイスとして使用可能

会社PR
メンテを主流に中古
機の完全整備を行な
っている。
商品PR
J型トリーマーで材
料を左右移動するの
みで面がきれいに取
れる。

2ヘッド式曲線倣い
エッジトリマー

メタルワークベンチ
MWB-600

GX-50S：刃物研削盤
MXPRO-25S：超仕上げかんな盤

出展
企業

木工用切削工具一式
（カッター、DIA刃物、チップソー、ルータービット 等）

出展
企業

（株）松岡カッター製作所

（株）丸仲鐵工所

〒420-0812 静岡県静岡市葵区古庄2丁目18-46
TEL.054-261-1877 FAX.054-261-7810
http://matsuoka-cutter.jp
URL
E-mail info@matsuoka-cutter.jp

〒421-0111 静岡県静岡市駿河区丸子新田175-1
TEL.054-259-8111 FAX.054-257-0498
http://www.marunaka-jp.com
URL
E-mail info@marunaka-jp.com

会社PR

会社PR
「クラフトニクス」=先端技術と伝統的職人技の融合を合言葉に、創
業以来、80年近くにわたって、木の香漂う豊かな暮らしに貢献できる
機械の創造を目ざしています。
商品PR

特注品から量産品まであらゆるオーダーに高品質と短納期で対応し
ます。
商品PR
替刃式フローリ
ングカッター
オス／メス
替刃式のため
研磨後の面倒
な間座調整が
不要です。

木肌美人に仕上げます
〜超仕上げかんな盤
誰でもカンタンに鋭い
刃付け〜全自動刃物研
削ラップ盤
刃物研削盤
GX-50S

「静岡木工／産業機械展」を隔年で開催

替刃式フローリングカッター雌／雄

第37回 2014 静岡木工/産業機械展 会場案内図

静岡木工・産業機械協同組合
〒422‐8006 静岡市駿河区曲金3‐1‐10
TEL・FAX 054-281-3005
URL http://www.swima.jp/
E-mail jibasn@sea.plala.or.jp

静岡特産工業協会

チタモク工業
（株）

(有)二葉機工

大日精工（株）

静岡木工・産業機械協同組合(高松
手塚産業（株）

剛理事長)は、木工・産業機械関連企

（株）アイキュー・ワン

松下工機（株）

(有)ホルツ
テクニカ（株）
カシワギ 小林機械工業（株）
ナゴヤ

業12社で組織しており、隔年で「静
岡木工／産業機械展」をツインメッ
セ静岡で開催しています。次回は２

(有)野原商店
（株）
フジタ商会
テクノトゥールズ
（株）

０１６年の開催を予定しています。
出展ご希望の企業様は、お気軽にお
問い合わせください。

受付
入口

（株）丸仲 オザワ販機 （株）松岡カッター
鐵工所
（株）
製作所

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

創業75周年 暮らしのそばに 靜甲

創業100年、着物の仕立てやお直しを承ります！

おかげさまで、5月18日に創業75周年を迎えました。
これもひと

大正３年に創業し、
おかげさまで１００年を迎えました。日々のご

えに皆さまのご支援のおかげと深く感謝しています。当社は、
包

愛顧に感謝し厚く

装機械の製造、冷間鍛造部品の生産、電機機器の販売等、

御 礼 申し上げま

様々な分野で暮らしを支え、
地域の皆さまとつながっています。

す。和裁士が心を
込めて一 針 一 針
手 縫いで着 物を
仕立て、お直し致
します。お困りな事
がありましたら是
非ご相談下さい。

靜甲㈱

着物仕立て・お直し 辻村
（㈲辻村和裁研究所）

〒424-0809 静岡市清水区天神2-8-1
TEL 054-366-1030 FAX 054-364-7318
http://seiko-co.com/

〒422-8041 静岡市駿河区中田1-18-13
TEL 054-283-1172 FAX 054-284-1474
http://kimono-tsujimura.jp/

お中元から伊勢丹全店お取扱い頂きます。

酷使するヒザ・コシを支えるWコラーゲン

人気の涼味三種の詰合

関節や骨などを

「和三盆ぷりんと水羊羹詰

酷使するアスリ

合」
が今年のお中元から静

ート向けに開発

岡伊勢丹をはじめ、新宿本

されたⅠ型・Ⅱ型

店を含む伊勢丹全店と福

コラーゲン+コ

岡の岩田屋、札幌の丸井

ンドグルコサミ

今井など全国でお買い求

ン含有のケガを

め頂けます。静岡の菓子舗

しないための美

では庵原屋のみです。
和三盆ぷりんと口どけ水羊羹 9個入 3,240円
（税込）

スポコラ
（ボディゾーン）
4,104円
（税込）

スポコラ
（メンタルゾーン）
5,184円
（税込）

㈲清水庵原屋

㈱ステアス

〒424-0817 静岡市清水区銀座14-14
TEL 054-366-1022 FAX 054-366-1116
http://www.ihara8.com

〒420-0937 静岡市葵区唐瀬1-1-5
TEL 054-249-2345 FAX 054-249-2343
http://www.860117.jp

経理全般無料相談実施中

味しいコラーゲ
ンゼリーです。

新しい家、
新しいインテリアの
情報誌

起業してまもない方、経理ソフトを導入したいがどうしていいか
わからない方等、経理に関する相談会を随時無料で実施し
ています。お電

住まいづくりや暮らしのセンス

話でご予約くだ

アップに役立つ素敵なインテ

さい。

リアなど、
デザインをキーワード

TEL：090-760

に構成。地域のビルダーのこ

4-0738

だわりをたっぷりご紹介する新
築実例や、暮らしを楽しむ優れ
モノが買える保存版的情報誌
6月/12月発行 480円
（税込）

です。

三宅会計事務所

㈲アドクック

〒424-0871 静岡市清水区上原2-2-41-2
TEL＆FAX 054-349-2367

〒420-0035 静岡市葵区七間町14-12 CSビル4B
TEL 054-252-3418 FAX 054-252-6468
http://www.sdc-project.jp/shizuoka/

今年の静岡茶おすすめ商 品
農林水産大臣賞受賞社謹製シリーズ 銀印
創業160余年日本茶専門店。

静岡 清水のお茶といえば まちこ
品種改良によるこのお茶を企画し始めてから８年、
やっと１年

厳選した茶葉を熟練の茶師が仕上げました。当店自慢の逸
品です。

を通じて販売できる数量を生産出来るようになりました。飲むと
幸せな気持ちになるのは、
ほのかに香る桜葉の香りがそうさ

大切な方へ

せるのです。
クマリンという

の贈り物、
季

成分がこの香りの主です。

節のご挨拶
や 、祝 い 事
にご用命下
さい。

40ｇ袋詰め 540円
（税込）
2袋ギフト箱入り 1,080円
（税込）

銀印100ｇ 2本入りセット 2,160円
（税込）

㈱鈴和商店

茶舗 一茶堂

〒420-0011 静岡市葵区安西3-68
TEL 054-271-1238 FAX 054-271-7258
http://www.suzuwa-shoten.co.jp

〒424-0943 静岡市清水区港町1-2-10
TEL 054-325-2374 FAX 054-352-2374

販売以来本年で
80年を迎えた逸品

エコファーマー
農家の美味しい
お茶

昭和9年（1934年）に販売を
開始以来のロングセラー商品

「山から自園工場そして

うす茶あられ 。香、
味の特徴

食卓へ」げんぺい堂のオ

を持った数種類の抹茶を吟

リジナル商品を販売してい

味してブレンドし砂糖、
白あら

ます。八十八夜新茶、
やぶ

れ、ぶぶあられ、
シナモンを加

北新茶は色も味も良く大

えた自慢の逸品。姉妹品でウ

好評です。夏にはカモミー

ス茶糖もあります。
うす茶あられ 540円
（税込）

八十八夜新茶100ｇ 1,080円
（税込）
やぶ北新茶200ｇ 1,080円
（税込）

ル入り紅茶、
ハマナスの花
入り紅茶もできます。

㈱竹茗堂茶店

げんぺい堂

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-4-3
TEL 054-254-8888 FAX 054-254-8889
http://www.chikumei.com

〒424-0404 静岡市清水区高山367
TEL 054-395-2583 FAX 054-395-2584
http://www5.ocn.ne.jp/^genpeido/

世界緑茶コンテスト最高金賞茶「玉露和翠」

今年のテーマは「明日に向って跳躍」です。

静岡県岡部産の玉露。新芽の摘みとり前約20日前に直射日

萌え出ずる大地を駆け

光があたらないように

巡るクレイアート作 品

茶園に覆いをして栽

「ふじのくに 夢駆ける」。

培します。深いコクと

新 茶を素 敵 に 装った

旨みが口の中り、茶

「富士山ラッピング」や

葉本来の旨みがご堪

創作茶筒「不二」。

能頂けます。
「2011

チャッパーマンが飛び

年世界緑茶コンテス

交う清水園店内は新緑

ト」において最 高 金
3,240円
（税込）

賞を受賞致しました。

「ふじのくに 夢駆ける」作･金子高見
35,000円〜

満載でお客様をお待ち
いたしております。

㈱本目浅吉商店

㈲清水園

〒420-0011 静岡市葵区安西3-65
TEL 054-271-1352 FAX 054-271-3858
http://www.hommetea.com

〒424-0816 静岡市清水区真砂町2-15
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-366-5582 FAX 054-366-5559
http://shimizu-en.co.jp/

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

静岡ならではの お・も・て・な・
し

富士山静岡緑茶 茶娘

本山茶「炭火焙煎」

「私を遠くへ連れてって！もっと沢山の方に静岡のお茶を味わ

紺色の茶娘
（茶葉30ｇ入）
、緑色の茶娘
（ティーバッ
グ5個入）
各540円
（税込）

安倍川上流域で山河の恵をたっぷりと受けて育ったお茶を、

ってほしいの 」茶

炭とコークスで茶

娘は今日もあなた

の葉の芯までじっ

のその手を待って

くりと火入れしまし

います。
「世界の人

た。甘味と旨味が

にお茶のオイシイ・

ありながら、香ば

タノシイ・ウレシイを

しく爽やかな味わ

伝えたい」そんな

い。後味の余韻ま

思いの詰まった商

で存分にご堪能

品です。

いただけます。

㈱マルヒデ岩崎製茶

本山製茶㈱

〒420-0005 静岡市葵区北番町40-21
TEL 054-271-1010 FAX 054-272-1010
http://www.plustea.jp/

〒421-2115 静岡市葵区与左衛門新田２１
TEL 054-296-0004 FAX 054-296-1488
http://www.honyama.com

お茶×萌えキャラ「粉末緑茶ふちゃきち」

高級業務用 新茶のティーバッグ

ご当地の萌えキャラを意識

これは美味しい！と誰もが納得する新茶の業務用ティーバッグ

したパッケージデザインで

です。
ナイロンの三角ティーバッグですので浸透性が抜群によ

す。

く、
まるで急須で淹れ

しかし中身は「老舗が作っ

たようなお茶の味、
香り

た本格的な味」
というギャッ

が手軽に楽しめます。

プ感が特徴です。

後始末も簡単ですよ。

急須が無くてもコップやマイ
ボトルで簡単に。料理やお
菓子作りにもオススメです！
432円
（税込）

200ヶ入り
（1ヶ2.5g）
1,728円
（税込）

㈱水上房吉商店

㈱マルウ海野商店

〒420-0014 静岡市葵区上桶屋町17
TEL 054-255-0251 FAX 054-251-5781
http://www.rakuten.ne.jp/gold/ocha-mizukami/

〒422-8045 静岡市駿河区西島737-1
TEL 054-281-1717 FAX 054-286-3255
http://www.ocha-unno.co.jp

HARIO フィルターインボトル

静岡 牧之原台地産やぶきた新茶

これから暑くなる季節に、
水出し茶が手軽に作れ、
ワインボトル

当店専属契約農家が有機肥料にこだわって育てた、
とびっきり

のようなお洒落な

の新茶ができまし

デザイン。お客様

た！特におススメ

が来ても冷たい冷

は「葵の風」。爽や

茶をさっと出せる。

かな香りの中に深

耐熱ガラス製で口

い 滋 味と甘 み が

が広いので、茶葉

広がります。各種

を入れるのも、
ボト

ギフトございます、

ルの中を洗うのも
1,836円
（税込）

簡単です。

お気 軽にお問い
「葵の風100ｇ」1,296円
（税込）

㈱望月利雄商店

㈲まるか勝山商店

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田4-16-5
TEL 054-262-2828 FAX 054-262-1529

〒420-0061 静岡市葵区新富町2-24-7
TEL 054-253-7787 FAX 054-253-6246
http://maruka-k.com/

合わせください。

