ロジェクト開発商品
ロジェクト開発商品

家康公をイメージした東海軒オリジナル弁当
「出世弁当竹千代」は家康公が好んだ、
鯛の天ぷら、
茄子、
八

富士鷹なすび弁当
駿河の特産品（しらす、桜海老、
たけのこ、山葵、枝豆、茄子、

丁味噌など詰め込みました。
「出世弁当大御所」は「出世弁

お茶）
などを活用して、徳川

当竹千代」をベ

家康公が愛でた一富士、二

ースにより豪 華

鷹、
三なすびを表現しました。

にしました。当時

味も姿もお楽しみいただけま

の風景を感じな

す。
その他にも
「富士鷹なす

がら、食べてくだ

びの一本漬け」や金塊型の

さい。

うす茶糖「無事長久」
もあり
ます。1,706円（税込）

出世弁当 竹千代850円
（税込） 出世弁当 大御所1,500円
（税込）

㈱東海軒

㈱なすび

〒422-8033 静岡市駿河区登呂6-5-35
TEL 054-287-5171 FAX 054-287-5172
http://www.tokaiken.jp

〒424-0943 静岡市清水区港町2-1-1-202号Ｂ-1
TEL 054-354-1138 FAX 054-355-3717
http://nasubi-ltd.co.jp

豪華絢爛！将軍弁当

しずおかの味覚満載！
「大御所御膳」

家康が好んで食したといわれている料理を現代風にアレンジ

「海道一の弓取り」
と言われた家康翁にちなみ、
うなぎ、
黒はん

してお弁当にしました。おはぎは葵の紋を象った金箔を貼りイ

ぺん、桜えびなどの東

ンパクトをだしま

海 道の名 産 品を釜 飯

した。天ぷらや麦

風に仕上げたお弁当で

飯も好んで食し

す。家康翁ゆかりの天

たといわれてい

麩羅は抹茶塩でお召し

るのでお弁当に

上がり下さい。
５個から

盛込みました。

お届け致しております。

980円
（税込）

1,242円
（税込）

㈱静鉄ストア

㈱竹酔

〒420-8555 静岡市葵区末広町95
TEL 054-205-7006 FAX 054-272-3102
http://ｗｗｗ.s-store.co.jp

〒420-0068 静岡市葵区田町2-89-1
TEL 054-252-7948 FAX 054-255-4290
http://www.chikusui.co.jp

「余ハ此處ニ居ル」プ
「余ハ此處ニ居ル」
富士山静岡緑茶

家康公＆まちこ

家康公の洋時計
バウムクーヘン

「家康公がこよなく愛した静岡のお茶を世界の方々に飲んで
頂きたい！」そんな思いが詰まった商品です。
パッケージも富士

徳川家康公顕彰四百年記念

山型で、富士山の

バウムクーヘン。本山茶と八丁

5万分の１スケール

味噌を使用しています。お茶の

とご当地を盛り込

香りの爽やかな煎茶生地と八

んだ、話のネタにも

丁味噌を練り込んだコクのある

なる静岡土産です。

生地の２種類の風味が特徴の
２層バウムクーヘン。

ティーバッグ5個入

１，
40０円
（税込）

各432円
（税込）

㈱マルヒデ岩崎製茶

㈱小柳津清一商店

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

〒421-0101 静岡市駿河区向敷地1198-1
TEL 054-669-5057 FAX 054-259-6869
http://www.oyaizu.co.jp

権現みそ

静岡県産わさびとマグロが出会った
家康公は大豆が好みで

田丸屋の駿河のごちそう
「山のわ

あり、特に味噌を好んだ

さびと海のまぐろ」は、
新鮮な静岡

と言われています。
自然

特産のわさび茎とまぐろをまろやか

豊かな山間の地で採れ

醤油でじっくり煮込んだ、
旨みたっ

た野菜（人参・茄子・蒼

ぷりの佃煮です。新鮮なわさびの

じそ・ごぼう・大豆）
をあ

味わいとまぐろ

わせ白味噌で和えまし

の旨みをお楽

た。
「粗にして素」、品名

しみ下さい。

は権現みそにしました。

648円
（税込）

御坂堂

㈱田丸屋本店

〒421-0135 静岡市駿河区小坂1673
TEL 054-258-3771 FAX 054-258-3771

〒421-0113 静岡市駿河区下川原5-34-18
TEL 054-258-1115 FAX 054-258-5479
http://www.tamaruya.co.jp

「気軽に抹茶体験」 和菓子で候う
お客様が自ら静岡産の抹茶を点てて召し上がってもらいま

静岡在来の焼畑そば
全国から注目される日本最高峰の静岡在来そば。
中でも焼畑

す。
まず干菓子を

そばは一番に注目され

食べてもらい、主

ています。その希少性

菓子となる練り切

から店売りの本年度分

りは、
その場で職

のそばはほぼ売り切れ、

人が造ります。富

来年の初夏から「手打

士山、葵、季節の

ち蕎麦たがた」にて限

物の他にリクエス

定で再登場の予定です。

トにも応じます。

1,500円
（税込）

竹翁堂

手打ち蕎麦たがた
（㈱ARIGATO）

〒424-0831 静岡市清水区入江2-1-8
TEL 054-367-0345 FAX 054-367-0438
http://chikuodo.com/

〒420-0034 静岡市葵区常磐町2-6-7
TEL＆FAX 054-250-8555
http://www.soba-tagata.com

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
葵きんつば羊かん

静岡ミルクまんじゅう
「駿府城」Ⓡ

久能山東照宮が国宝に認定さ
れた2010年、落合宮司からネー

ミルク風味の皮で抹茶餡を

ミングと書を受け、
徳川家康公の

包んだ洋風まんじゅうです。

金のつばをイメージして練り上げ

昔から気候や風土に恵まれ

た本格羊かんです。合成保存

た静岡の地で、
ひとつひとつ

料などは使用せず、
大納言小豆

丁寧に焼き上げました。駿府

の本来の旨みを大切にした羊か

城にそよぐ風のように、
優しい

んです。

風味をお届けします。
8個入り 1,058円
（税込）

1個 108円
（税込）

㈲望月茶飴本舗

㈲秋月堂

〒420-0003 静岡市葵区片羽町62
TEL 054-254-8088 FAX 054-252-8088
http://mochizuki-chaame.net/

〒424-0038 静岡市清水区西久保520
TEL 054-364-4670 FAX 054-364-4696
http://www.apareiyu.co.jp

家康公四百年祭記念
純金小判

清水両河内産煎茶
三徳茶

江戸時代に使用されていた小

『一富士 二鷹 三茄子』徳

さ ん

判を再現し、
1面には家康公四

※写真はイメージです。

と く ち ゃ

川家康の愛した三つの徳。

百年祭記念ロゴと松坂屋ロゴ

静岡に今もなお残るその三

を配しオリジナルの小判をデザ

つの宝と、
静岡を愛し平和を

インし、限定品であることを表

願った家康の想いをこのお

現しました。
（内容は一部変更

茶に込めました。清水両河

する場合があります）

30ｇ 480,000円
（税込）
、
50ｇ 780,000円
（税込）

内産茶葉100％のこのお茶
972円
（税込）

をどうぞ御笑味下さいませ。

㈱大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店

清照由苑

〒420-8560 静岡市葵区御幸町10-2
TEL 054-205-2343 FAX 054-205-2331
http://www.matsuzakaya.co.jp/shizuoka/

〒424-0401 静岡市清水区中河内4209
TEL 090-1417-3880 FAX 054-395-2136
http://seisyouyuenn.jimdo.com

お駕籠イメージのラッピングゴンドラ運行中！

高級感あり。葵の御紋入り黒塗りタクシー

徳川家康公が眠る県内唯一の国宝指定建造物の久能山東

1967年創業当時、
日本平山頂と久能山下に車庫を置き営業。

大人往復 1,000円
（税込）

照宮と日本平を結ぶ

社 名 由 来も有 度 山

ロープウェイ。葵の御

（現日本平）のタクシ

紋デザインの殿駕籠、

ーから名付け。久能

姫駕籠で約５分間の

山山腹には徳川家康

空中散歩が楽しめま

公ゆかりの東照宮が

す。
「久能山東照宮」

あることから葵の御

へのご参拝はロープ

紋をドアに貼り他県お

ウェイが便利です。

小型初乗り運賃 690円
（税込）

日本平ロープウェイ
（静岡鉄道㈱）

うど交通㈱

〒424-0886 静岡市清水区草薙597-8（日本平山頂）
TEL 054-334-2026 FAX 054-334-1847
http://www.shizutetsu.co.jp/park/

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田4-10-1
TEL 054-263-5530 FAX 054-335-1322
http://udokoutuu.jimdo.com/

客様に好評です。

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
しゅう がく

大人と子供の修楽旅行
参加者募集中

情報資源で企業
おこし・町おこし！
周年事業にも

今話題の三保松原や久能山
東照宮など、
観光スポットを体感

企業や地域に眠る記録資

していただくミニツアー「大人と

料・人の記憶などをデジタル

子供の修楽旅行」
を企画しまし

情報にして整理し、記念誌・

た。夕食は東海大学水族館の

web・動画などの形で後世

大水槽前で、魚たちを眺めなが

に残すお手伝いをしていま
す。
また、関連講座も開催し

らアクアリウムディナーをどうぞ。

ます。専門スキルを得たい方

静岡再発見！ミニツアー
（昼食付）大人子供とも6,300円
（税込）
「アクアリウムディナー」大人3,100円
（税込）
・子供2,500円
（税込）

もお気軽にご連絡ください。

㈱しずおか体験企画

ARCHIVE・Labo（アーカイブ・ラボ）

〒424-0901 静岡市清水区三保2738
TEL 054-334-7732 FAX 054-335-6561
http://shizuoka-taiken.com/

〒424-0065 静岡市清水区長崎277-3
TEL 054-368-4620 FAX 054-368-4621
http://www.archive-labo.jp

七間町に誕生
した「新たな地
域創造拠点」

新築いたしました
住宅設備機器、上下水道用材料の総合商社として新築オー
プンしました。種
類と在 庫 量を

休憩など誰でも気軽に

増やし、建設業

利用できるフリースペー

界の皆様により

ス。演劇・講演・映画上

一 層お役にた

映など可能な多目的ホ

てるようにいた

ール。ワークショップも

します。漏水補

できる会議室。エンタメ

修 用 材 料も充

の街・七間町 の歴史を

実いたしました。

継承した施設。

㈱村松商店 静岡支店

MIRAIEリアン コミュニティホール七間町（（公財）静岡市まちづくり公社）

〒421-0131 静岡市駿河区手越原233-2
TEL 054-259-8101 FAX 054-259-3259
http://www.muramatsu.co.jp

〒420-0035 静岡市葵区七間町12-4
TEL 054-270-8991 FAX 054-205-5506
http://s-machi.net

木製建具のことならお任せください！

CM方式・
分離発注方式の
建築設計事務所

地元産の杉・桧などを使用した建具・家具を企画・製造・販売
しています。木製建具にこだわり、住みよいお部屋・お店づく
りに貢献しており

企画・設計監理から施工監

ます。

修まで、
エコハウス住宅・店

既存建具の立付

舗・マンション・幼稚園・保育

け調整、修理、襖

園・老人福祉施設・教会等

紙・障子紙の張替

の新築・増改築・リフォーム・

え工事等もお請け

リノベーションを分離発注

いたします。

方式のコンストラクション・
マネジメントでつくります。

秋山建具店

T設計室一級建築士事務所

〒420-0949 静岡市葵区与一3-11-14
TEL＆FAX 054-272-1274

〒424-0852 静岡市清水区神田町18-11
TEL 054-354-0182 FAX 054-354-0183
http://www.tsekkei.net/

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

洗練された本場のベトナムの味！
！
食を通じてベトナム文化を静岡に届けたいという思いを込めて
オープンしたア

紺屋町の地下街で約５０年の

ンナムです。南

カフェテラス蒼苑soenは、今も

国情緒あふれ

変わらず おまちの中の憩いの

た心和むとって

空間 。ランチタイムはゆっくり

おきの空 間の

の17時までで、
日替わりのほか

中でヘルシー＆

パスタ、
オムライス、
カレーライ

上品な本場ベ

スなど選べる15種類のメニュ

トナム料理をご
バインセオ(ベトナムのお好み焼き）

静岡の地下街で老舗
のカフェレストラン

提供致します。

ーを用意しています。
ドリンク付き蒼苑ランチ
（全15種）540円
（税込）
〜

ベトナム料理アンナム

カフェテラス蒼苑soen（ ㈱レストランフランセ）

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町6-6 ミツヒサビル2F
TEL 054-250-2266 FAX 054-250-2323
http://annam-shizuoka.com

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町8-13 地下1F
TEL＆FAX 054-255-5625

カジュアルフレンチだから気取らず召し上がれ♪

県下初！ワインサーバーで高級ワインが楽しめます

はりゅうのランチは850円！お肉の味が引き立つあらびき使用

ワインと日本酒の専門店。ヨーロッパで人気のあるワインと静

の「極みハンバーグ」
や、毎日焼津から仕入れる新鮮な魚料理

岡の日本酒を主に販売。静岡の人気パン職人が作ったラ・ソ

など、本格的な料理をカジュアルにどう

ムエールのオリジ

ぞ 。＋ 4 5 0

450円お得セット付き
「極みハンバーグ」1,300円
（税込）

ナルパンも販売。

円でオードブ

夜はスペインバル

ル、サラダ、

スタイルでカウン

デザート、お

ターに並ぶ料理と

飲み物が付

10種類のグラス

き満 足いっ

ワインを楽めます。

ぱいです。

180円
（税込）
〜

Bistro HaRyu はりゅう

ラ ソリエール
（㈲長谷川和洋酒）

〒420-0037 静岡市葵区人宿町1-3-12 森田ビル2F
TEL 054-251-7099

〒420-0857 静岡市葵区御幸町7-5
TEL＆FAX 054-266-5085

「気持ち良い」って大切ですよね！

夜来香の味、満足して納得とはこのことか

暖簾をくぐる時って誰もが期待感を持ちますよね。そこで重要

駅前銀座アーケー

なのは美味し

ドから、横道に入っ

い料理と気持

た商店街組合員の

ちの 良さだと

店 。親 子 代々、職

思います。
「外

人の技を引き継い

食って楽しい」

だ味は、誰もが納得

と心より感じて

する美味しさ。隠れ

頂ければ幸い

た名 店『 知る人ぞ

です！

左：什景湯麺（シイ ティン タアン ミエン）940円
（税込）
右：扣肉湯麺（コウ ロウ タアン ミエン）1,050円
（税込）

知る』秘密にしてお
きたいお店かも・
・
・。

遊食酒房 卓

中華飯店 夜来香
（イエライシャン)

〒420-0810 静岡市葵区上土1-3-1
TEL 054-267-7622

〒424-0816 静岡市清水区真砂町4-31
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-365-5212 FAX 054-365-5253

