くり・伝 統 産 業フェア2 014
『家康が愛した駿河の伝統工芸品、
駿河の逸品に出逢う・最先端の伝統工芸品を使う！』
当商工会議所製造業部会では、
この度、木漆分科会が中心となり、伝統工芸品の紹介・普及と、伝統産業
振興、伝統技術の継承支援を目的に、
『駿河ものづくり・伝統産業フェア2014（展示商談・即売会）』を開催し
ます（共催：静岡市、静岡特産工業協会）。期間中は、本ページ上の10社による製品をはじめ、ほかにも各種
組合や事業所から、多数の特産品・伝統工芸品が出展します。皆様のご来場をお待ちしております。
11月1日(土)〜16日
（日）10時〜18時<水曜休館> 会場：インテリアショップＯＲＡＮＤＡ−ＫＡＮ
３階（駿河区津島町16-20）
オープニングイベント

オープニングイベント
静岡伝統工芸
駿河竹千筋細工職人による 実演・親子体験
11/1（土）午前・午後

各15組程度
【問合せ先】産業振興部 新産業課

TEL：353-3401

静岡漆器工業協同組合

オリジナル木製小物製作いたします

静岡の漆器工芸の歴史は古く、
江戸時代より
「駿河漆器」
とし

木製ボックス、
時計、
オルゴールなどの木製品やディスプレイの

て全国的にも有名で

オリジナル製作

した。伝統に甘んじ

をいたします。

ることなく、新しい塗

お子 様 向けギ

を創 作し新 素 材に

フト商品をホー

生かすなど、現代生

ムページにてご

活にマッチした新し

案 内して いま

い漆器への可能性

す。

を追求しています。

5,400円
（税込）

静岡漆器工業協同組合

㈲ウッドニー

〒420-0068 静岡市葵区田町7-71
TEL＆FAX 054-253-8707

〒420-0068 静岡市葵区田町7-18
TEL 054-275-0900 FAX 054-275-0901
http://www16.plala.or.jp/woodny/

光る木の手すり
「ははのて」
O F F 。住 宅 改 修 補

家具の
修理・再生
ご相談下さい！

助金の対象品。停電

家具製造の技術を生

時 には 非 常 灯 の 代

かして古い家具の塗り

わりになる機 能もあ

直しや椅子クッションの

り、eco・介護・安全の

貼り替えなどの修理・

お手伝い。皆様のお

再生サービスもしてい

問い合わせをお待ち

ます。

木の手 すりにL E Dを内 蔵し、人 感センサーで自動 O N・

致しております。

大日工業㈱

㈱神谷家具

〒424-0806 静岡市清水区辻1-9-30
TEL 054-367-0573 FAX 054-367-0570
http://www.dainichi-ind.jp

〒422-8044 静岡市駿河区西脇1050-1
TEL 054-281-5161 FAX 054-286-6560
http://www.kamiya-kagu.jp

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

製 造 業 部 会 駿 河ものづ

想い・偲ぶ・祈りのカタチ

都会的で独創的なデザインのインテリア家具
竹位牌セット
「さいごの贈

日々触れるモノだからこそ、
生活具としての利便性だけでなく、

りもの」は、直筆のメッセ

快適性や満足感を

ージと自分の位牌を家族

満たす 要 素も重 要

への「贈りもの」
として残

であると考えます。
ス

せます。
また、
寺院の円窓

テンレスのしなりが特

をイメージした駿河竹千

徴のソファは、見た目

筋細工とコラボレーション

だけでは分からない

した祈りの空間「禅のここ

新感覚の座り心地を

ろ」
もあります。

elegante 2Pソファ 267,840円
（税込）

ご体感下さい。

小さな野はらの樹

㈲藤原木工

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17清水産業情報プラザ603
TEL 054-295-7160 FAX 054-333-5153
http://www.t-nohara-k.jp

〒422-8064 静岡市駿河区新川2-9-18
TEL 054-285-1904 FAX 054-284-7057
http://www.f-fujiwara.co.jp

富士桜絵柄の彫金付きメガネケース

国産の杉・桧を活用した上品な仕上がりの建具

彫金に、富士桜の絵柄を施したメガネケースです。
メガネが2

日本の家屋に関心が強く、在来住宅に長く係わり、近年は国

つ収納出来ます。
また、
中の仕切りを取り外すことが可能で、

宝や県・市の重要文化財の研修に参加し、
知識・技術を学び、

小物入れとしてもお使い頂けます。
塗装はラッカー塗りです。

社寺の仕事を手がけています。写真右は当社が製作した正
覚寺の正面入口の框戸と舞良戸。写真左は組子入り障子。

1,800円
（税込）

城東漆器

青島建具工業㈱

〒420-0846 静岡市葵区城東町40-17
TEL＆FAX 054-245-6271

〒420-0812 静岡市葵区古庄4-3-1
TEL054-261-9009 FAX 054-261-0100

県指定郷土工芸品 駿河指物

"あられ組み"木箱加工の手法を使ったスツール

伝統と文化に育まれ生まれた駿河の木工芸品として、
茶道具

鰹節削り箱・救急箱・おもちゃ箱…あられ組み加工の木箱たち。

や日常の暮らしの道具な

この組み方をスツールに取り入れ、

どいろいろと作られてい

強度を高めています。座面の穴に指

ます。時代が変わる中で

を入れ、容易に移動できます。
「タモ
無垢材のスツ

も、本来の日本人の 知
の暮らしを大事にする事

ール」キッチ

は、現代にも通じる事で

ン周りでオス

す。皆様のご愛顧お待ち

スメです。

申し上げます。

14,904円
（税込）

木漆工芸大間

㈱岳南木工商会

〒420-0067 静岡市葵区幸町1-8
TEL＆FAX 054-254-8702

〒420-0882 静岡市葵区千代537-1
TEL 054-278-8512 FAX 054-278-8513
http://www.gaku-nan.co.jp

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

鶏に（とことん）
こだわったラーメン

程良い辛みが
クセになります

｢美味しい・楽しい・珍しい｣をモットーに、静岡産鶏を長時間煮
込んだ濃厚な
『うっ鶏そば』
と、静岡産丸鶏と赤鶏のガラを弱

研究熱心なご主人が大阪出

火で仕上げたあっさりな
『しっ鶏そば』
が当店おススメです。

張中に考案したと言う
『大阪

ぜひご賞味下さい。

ラーメン』
は、秘伝のちょい辛
スープに特注のキムチと自
家製のチャーシューが入った
人気№１メニュー！彩り鮮や
かな
『海老と季節野菜の塩
上：大阪ラーメン 700円
（税込）
下：海老と季節野菜の塩炒め 980円（税込）

700円
（税込）
〜

炒め』
も女性に人気です。静
鉄桜橋駅から徒歩５分。

麺や厨

中華飯店 さくら屋

〒424-0831 静岡市清水区入江3-8-16
TEL＆FAX 054-659-5142

〒424-0835 静岡市清水区上清水町11-24
TEL 054-352-3009

選りすぐりのエールビールを提供します。

おかげさまで１周年！カフェもやってます。

昨年7月にオープンしたスタンド・バースタイルのビアパブです。

プリザーブドフラワー店の半地下には１６席の小さなカフェがあ

静岡市初の地ビール醸造所「ＡＯＩ

ります。ゆったりと時間を過ごしたい大人

ＢＲＥＷＩＮＧ」
で作られるＡＯＩＢＥＥ

のための空間。オリジナルのソフトクリーム

Ｒもお楽しみいただけます。

やこだわりのコ
ーヒーに、遠方
からもお客様が
訪れるほど。手
作りに徹底した
ドライカレーランチセット
（スープ・サラダ・小鉢・
ドライカレ
ー・
ドリンク）
1,200円
（税別）
※ランチは月曜・木曜のみ

カフェママのラ
ンチもぜひ！

ＡＯＩＢＥＥＲ ＳＴＡＮＤ

プリザーブドフラワー アミティエ ノリ
（㈱フェリーチェ）

〒420-0857 静岡市葵区御幸町4-6 Dｅｎｂ
ｉ
ｌ
ｌ1Ｆ
TEL 054-260-5203

〒422-8006 静岡市駿河区曲金3-6-18-3
TEL 054-288-1187 営業時間 9：59〜18：30
（カフェは17：30）
定休日 日曜日 http://amitie-nori.com/

ほっと一息できる
アットホームな
居酒屋

居酒屋で疲れた
身体をリフレッシュ
暖簾をくぐると、明るい店内

今春、清水銀座商店街

はカウンターとテーブル席。

のすぐ裏手にオープンし

新鮮な食材を使った家庭料

ました。カウンター５席・テ

理をご用意しております。
く

ーブル１０席で、
ゆったりく

つろいだ雰囲気の中で、美

つろげる雰囲気と手作り

味しいお酒とお料理と語ら

の家庭料理の優しい味

いで、一日の疲れた身体と

わいをお楽しみ下さい。

心を癒してください。

コックピット

呑み処 巴

〒424-0817 静岡市清水区銀座14-1
TEL＆FAX 054-365-5318

〒420-0816 静岡市葵区千代田6-30-33
TEL 054-262-3131 定休日 木曜日・第3水曜日

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

臥龍梅

頑張れ！
清水エスパルス

徳川家康公が清見寺で暮らしてい
た際、庭に一枝の梅を接木したと伝

「エスパッ茶」は、味を追求

えられています。400年の月日を経

し、甘みとコクを持った深む

て大木に成長し、
さながら龍が臥し

し茶です。
「サッカーの街・

たようであり、臥龍梅と呼ばれていま

清水」
「静岡の特産品」の

す。当社では天下の美酒と謳われ

お茶として、
お土産用、
ご自

ることを願って日本酒「臥龍梅」
と

宅用等でご利用ください。

命名しました。

エスパルスドリームハウス
各店で販売しています。

〈右〉純米大吟醸 袋吊 山田錦35％：７２０㎖ 5，
0００円（税別）１．
８ℓ 10，
０００円（税別）
〈左〉純米吟醸 五百万石60％：７２０㎖ １，
３００円（税別）１．
８ℓ２，
６００円（税別）

100ｇ 1,080円
（税込）

三和酒造㈱

立花園茶舗

〒424-0038 静岡市清水区西久保501-10
TEL 054-366-0839 FAX 054-366-0380
http://www.garyubai.com/

〒424-0806 静岡市清水区辻5-1-1
TEL 054-367-1633 FAX 054-366-0393

☆お年賀☆ おみくじ付き 純金茶
純金箔入りの梅昆布茶が3袋と絵馬とおみくじがセットの「お年
賀 」です。お年始

実力派男性ネイリストの上質ネイルサロン
平成２６年5月に池田街道沿いにサロンをオープンしました。
多数のコンテスト受賞歴があるネイリストが、
ライフスタイルに合わ

や景品や福袋用

せた上質で丁寧な施術を行います。

として 大 好 評 で

上品な指先美人を長持ちさせる自

す。毎 年 1 2月初

信がありますのでぜひお試し下さい。

めには完売となっ
てしまいますので、
ご予約はお早めに
お願い致します。
1セット 108円
（税込）

ジェルネイル 7,452円
（税込）
〜

㈱覚丸文 佐藤商店

sol-noir（ソルノワ）

〒420-0017 静岡市葵区葵町52
TEL 054-255-4868 FAX 054-255-4872
http://libertymarket.jp/shoppi/shop/item/detail/?itemID=537

〒424-0887 静岡市清水区谷田9-31-101
TEL 054-376-6396
http://satos98.wix.com/sol-noir

電気の見える化で、我慢の節電から賢い省エネへ

驚愕！商店街での
コスプレ大会実施

電気の「見える化」
による省エネコンサルティングで、賢い電気
の使い方をご提

駅前銀座商店街を、全国

案 。お客 様の電

のコスプレイヤーの皆さん

気 料 金 削 減・省

の聖地のひとつにしたい。

エネ活動をサポー

今年は規模とエリアを拡大

トさせていただき

して海の景 観も取り込ん

ます。省エネ機器

で、全国でも珍しい富士山

販売やキュービク

コスプレ世界大会を11月８

ルの保安管理も

日
（土）
、
９日
（日）
の2日間開

お任せください。

催することになりました。

日本テクノ㈱静岡営業所

清水駅前銀座商店街振興組合

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー14F
TEL 054-653-2622 FAX 054-653-2677
http://www.n-techno.co.jp

〒424-0816 静岡市清水区真砂町5-22
TEL 054-365-9206

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

第14回 清水港興津フェア

静岡市中央卸売市場まつりの開催について

清水港のイベントです。人気のインポート商品や甲信越の名

10月26日
（日）
9時〜正午に市場まつりを開催。青果・水産の

産品、清水区の採れたて野菜や地酒販売も。韓国の屋台グ

模擬せり、青果

ルメやキムチ漬け体験、
プロの大道芸や女性ラッパーによるラ

物・水産物の即

イブショーもお楽しみ頂けます。

売会、
スンプレン
ジャーPEACEも
登 場 。その 他 、
各 種イベントを
用意し、皆様の
ご来場をお待ち
しております。

清水港振興㈱

静岡市中央卸売市場

〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺町1375-16
TEL 054-369-6666 FAX 054-369-5300
http://www.shimizufaz.co.jp

〒420-0922 静岡市葵区流通センター1-1
TEL 054-263-3413 FAX 054-264-1343
http://www4.ocn.ne.jp/˜seisei/index.html

10/11オープン！
最も身近な
Ｆ１体験！

江戸情緒
柳亭楽輔落語会
静岡市出身の落語家「柳亭

特別な免許不要で、初め

楽輔」。本格寄席仕立落語

ての方でも老若男女どな

会を今秋も開催！

たでも、手軽に楽しめるモ

◆11月8日㈯18:30（開場18時）

ータースポーツワールド！装

◆あざれあ6階大ホール

備品も全て貸し出します

◆春風亭美由紀/春雨や雷
太/春風亭昇吾

ので、手ぶらでご来場いた
だければＯＫ！どなたでも気
通常走行 1,500円
（税込）
〜

軽にＦ１体験が可能です！
！

会議所会員限定：
当日2,500円を2,000円
（税込）

◆連絡先：喫茶「じゅげむ」
273-5640

sunpu marina karting
（スンプ マリーナ カーティング）

落語家 柳亭楽輔 静岡後援会

〒422-8013 静岡市駿河区古宿294
（すんぷ夢ひろば 敷地内）
TEL 054-238-5555 FAX 054-238-5512
http://www.sunpu-marina-karting.com

〒420-0886 静岡市葵区大岩1-5-2 柳亭楽輔静岡後援会
TEL 054-248-6600

事務所を移転しました

ＩＣＴトレンドセミナーｉ
ｎ静岡2014
税金関連で困ったことや

１１月１４日ツインメッセ静岡にて静岡情報産業協会・ＮＴＴ西

わからないことがある時

日本が共催。地元名士の講演・ゲストセミナーや地元企業の

は、当支部所属の税理士

商材展示・ワー

が個別の無料相談に応

クショップなど

じています。静岡商工会

『 新たなＩＣＴが

議所
（清水事務所）
でも、

静 岡を盛り上

毎月第３火曜日14：00〜

げる』イベント

1 6：0 0に相 談 会（ 要 予

です。

約：353-3401）
を開催
中。是非ご利用ください。
東海税理士会 清水支部

NPO法人静岡情報産業協会

〒424-8751 静岡市清水区江尻東1-4-1 庄司ビル2F203号（清水税務署のすぐ隣）
TEL 054-367-2862

〒420-0853 静岡市葵区追手町1-13 アゴラ静岡5F
TEL＆FAX 054-255-1621
http://www.siia.or.jp

