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
「大御所会席」
・
「家康公ゆかり膳」

国宝・久能山東照宮展
徳川家康公が自らを久能山に葬るよう遺言してから四百年が経

人生50年の時代に75歳まで

とうとしています。
本展では重要文化財の《洋

長生きされた家康公は、健

時計》
をはじめ、
世界で初めて徳川家15代の

康に心がけ、食べる物にも

将軍の甲冑を一同に集め展示しています。

非常に気を遣っていたとい

会期：10月4日
（土）
〜11月24日
（月・祝）

われています。家康公の好

開館時間：10時〜19時

物や、ゆかりの食材を使っ

場所：静岡市美術館

て、特別会席・膳を造りまし

重要文化財「伊予札黒糸威胴丸具足
（歯朶具足）
」
（展示期間：10/21-11/24）
久能山東照宮博物館蔵
一般
（当日）
1,200円

左：大御所会席（ご夕食）12,500円（税サ込）
右：家康公ゆかり膳（ご昼食）7,000円（税サ込）

た。400年の時空を感じ、
ご
ゆるりとご賞味ください。

㈱静岡朝日テレビ

日本平ホテル 日本料理富貴庵

〒420-0836 静岡市葵区東町15
TEL 054-251-3306 FAX 054-253-2676
http://www.satv.co.jp/0500event/0010event/toshogu/

〒424-0875 静岡市清水区馬走1500-2
TEL 054-335-1155 FAX 054-335-8955
http://www.ndhl.jp/

家康公四百年祭記念ネクタイ

徳川家康公のテーマに沿ったまち歩きツアー

家康公四百年祭のシンボルカラーである葵の色を使った英国

楽しい解説を聞きながら、
ガイドとともに歩き、静岡の魅力を楽

製生地でネクタイを制作しました。
今から約400年前、
ジェームス

しむツアー「駿河歩人」では、
テーマに沿った15のコースを用

１世の使節団が家康公から朱印状を受けたことから英国との

意しています。
「家康

交流が始まります。
その

公の墓参り」や「家康

英国で300年以上の歴

公 がつくった理 想 郷

史を誇る老舗絹織物

駿府 」、
「人質でも偉

業「スティーブン・ウォル

大に育つ静岡の町 」

する が あいんど

ター社」に生地を織っ
1本13,824円

てもらっています。

など家 康 公に関 連し
たコースがあります。

参加費：4名以上1人500円ほか

セヴィルロウ倶楽部（㈱ジャック野澤屋）

駿河歩人研究会（㈲アムズ環境デザイン研究所）

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町5-10まるめビル2F
TEL 054-252-0231 FAX 054-252-0231
http://www.savilerowclub.com/

〒420-0882 葵区安東2-22-24
TEL 054-247-1511 FAX 054-247-5339
http://suruga-aind.com/

オリジナル「てぬぐい」
「ピンバッジ」
「陣羽織」
「のぼり」

大相撲 富士山静岡場所

2015年の徳川家康公顕彰四百年を迎えるにあたり、静岡県

富士山周辺地域での国技大相撲の普及に努めるべく、
その一環

や静岡・浜松・岡崎の３市・
３商工会議所などが連携して「徳川

として2015年春巡業において、
家康公四百年祭と草薙体育館落

家康公顕彰四百年

成記念を兼ねた
「大相撲

富

記念事業（家康公

士山静岡場所」
を開催します。

四百年祭）」を推進

日時：平成27年4月5日
（日）

しています。それを

8:00〜15:00

盛り上げるためのオ

場所：草薙体育館

リジナルツールです。

先行販売は11月4日より開始

てぬぐい 800円、
ピンバッジ 150円、陣羽織 5,000円、のぼり 1,000円

入場料：一般椅子席5,000円ほか

します。

静岡商工会議所

大相撲 富士山場所実行委員会

〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8
TEL 054-253-5111 FAX 054-253-5119
http://www.ieyasu400.com

〒416-0942 富士市上横割258-7-2F
TEL 0545-60-7711 FAX 0545-60-7733
http://www.sumou-fujisan.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

常設展示30基以上！新墓石展示場オープン

明日のお客様のために、今サロンでできること。

タナカ石材展示場『墓石ギャラリー菩提樹』
が新たに生まれ変

２１種類の天然植物抽出成分配合のＲ-２１が頭皮環境を整

わりました。外国産から国産銘石まで様々な石種と定番の和

え、髪に潤いやつ

型や流行の洋

やを与え、美しく健

型 、特 別デザ

やかな髪をつくり

インなど多 様

ます。
Ｒ-２１は、お

な墓 石を取り

客様の髪の悩み

揃え、皆 様 の

に合わせたサロン

ご来場をお待

でしかできない、
メ

ちいたします。

ニュー提 案が 可
Ｒ−２１スキャルプヘッドスパ 3,800円
（税込）
〜

墓石ギャラリー菩提樹
（タナカ石材㈱）

midorican hair

〒422-8042 静岡市駿河区石田3-18-11
TEL 054-282-0044 FAX 054-282-6652
http://www.tanaka-gp.co.jp

〒424-0815 静岡市清水区江尻東1-4-17
TEL＆FAX 054-364-0738

目指せ住まい暮らしの「コンシェルジュ」

能です。

ボサボサの髪型の人に仕事を任せますか？

タナカ燃料が手掛けるリフォーム
「ホーム・コンシェル」
がスター

突然のプレゼンでも信頼を勝取るには、
身だしなみは重要なポ

ト。
インテリア工事から外装工事まで、店舗・一般住宅、
その建

イントです。忙し

物に関わる工

いからこそ、ぜひ

事を承ります。

定期的なヘアカ

火回り、水回

ットを心掛けてく

り、住まい に

ださい。Ｍｏｏ−ｂ

関わるものす

ｚでは、定期的な

べてお任せく

来店でお得にな

ださい。

る割引で働く男を
4,860円
（平日3,780円）
（税込）

タナカ燃料㈱

ヘアサイトＭｏｏ−ｂｚ

〒422-8042 静岡市駿河区石田3-18-11
TEL 054-246-1112 FAX 054-294-7221
http://www.tanaka-nenryo.jp

〒424-0844 静岡市清水区西高町15-15
TEL＆FAX 054-352-2786
http://moo-bz.jp

新聞屋さんの格安電報サービスＳＴＡＲＴ！
格安電報「ＶＥＲＹＣＡＲＤ」
。既に上場大手含む３万社が利用中！

チャリティ・チャイルドカットを開催！
「チャリティ・チャイルドカット」
を11月１日
（土）
〜９日
（火）
10時

全国一律約60

〜18時に開催しま

％の 電 報 代 削

す。対象：３歳〜小

減。即日配達可

学校６年生。料金：

能。300文字対

千円。受付人数：70

応。フォント5種

名 様で終 了（ 要 予

類・文例700種

約 ）。いただいた料

類。江﨑新聞店

金は、東日本大震災

ホームページか
全国一律 1,040円
（税抜）
（300文字まで）

サポートします。

らお申込下さい。

の被災地の子どもた
チャリティ・チャイルドカット 1,000円
（税込）

ちへ贈ります。

㈱江﨑新聞店 デリバリーセンター

シスター ゴールデン ヘア

〒420-0035 静岡市葵区七間町8-20 毎日江﨑ビル1F
TEL 054-255-2248 FAX 054-255-2284
http://www.ezakinet.co.jp/

〒420-0032 静岡市葵区両替町１丁目7-1 FUKUZUMI-Bld.1F
TEL 0120-30-6620 月曜定休
http://sistergoldenhair.co.jp/

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

季節の野菜を
ふんだんに使った
ビュッフェ

100%天然緑茶香水
「グリーンティアロマ」
世界ではじめて特許製法により

手作りの味を大切に、野菜を

抽出に成功した天然緑茶アロ

中心とした50種類以上の料

マをブレンドした１００％天然の緑

理を提供しているビュッフェレ

茶香水です。緑茶の香水は、世

ストラン
「はとばキッチン」。スイ

界的にも人気が高い香水です

ーツも充実。アルコール飲み

がすべて合成で作られているの

放題もあり、
グループでのご利

が現状です。静岡から世界へ本

用も歓迎です。
１００席。

物の香りを届けたいと思います。

一般ランチ 1,690円
（税込）
・ディナー 2,160円
（税込）

6,480円
（税込）

㈱ドリームプラザ

アクトインターナショナルスクール
（㈱アクト・フォ）

〒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

〒420-0032 静岡市葵区両替町2-4-15 静岡ONビル2F
TEL 054-250-8350 FAX 054-250-8356
http://www.act-online-s.com/

引っ越し車輌ならお任せください。

血液循環を良くする音波振動マシン！

新学期に向けたお引越しをお考えの会員様にご紹介をさせて

健康であることが一番

いただきます。弊

の財産です！ですが運

ロングバン１日 19,440円
（税込）

社では個人のお

動が苦手な方・自信が

引越し用車両ロ

ない方はなかなか一歩

ングバン
（ハイエ

が踏み出せません。そ

ースクラス）
から

こでオススメが「音波

２トン、
４トンクラ

振動マシン」です。乗

スのパネルトラッ

るだけで疲れがとれ、

クを多数用意し

血行が良くなります。

ております。

ジムスタ会員 7,560円
（税込）

是非お試し下さい。

イハラレンタリース㈱

YSフィットネスクラブ呉服町店（㈱ユアーズ静岡）

〒424-0024 静岡市清水区八坂東2-15-25
TEL 054-364-7025 FAX 054-364-0251
http://www.panda-mark.jp/

〒420-0031 静岡市葵区呉服町3-1-14-3F
TEL 054-273-7070 FAX 054-273-7066
http://www.ys-ﬁtness.jp/

徹底した実技で学ぶ「電話応対研修」

未来の幸福を願う二人のために

企業の顔とも言える電話応対。でも
「暗い」
「早口」
など、
どれ

二人の愛が大きく育まれ、幸福になれますように、上質で心の

だけ指摘されても

こもった特別なホスピタリティで二人とゲストの特別な日をお手

自覚できません。

伝い。
あいネッ

そんな時にはレッ

トグループ の

スン用の電話機を

結 婚 式 場は

使った電 話 応 対

静岡市内に４

研修でスキルアッ

施設、お二人

プ。電話での声、

のプランに合

話し方、表現技術

わせてご利用

を学びましょう。

いただけます。

㈲声

あいネットグループ

〒422-8041 静岡市駿河区中田3-1-9 光ビル3F
TEL 054-287-8141 FAX 054-287-7375
http://www.mckoe.com

〒422-8065 静岡市駿河区宮本町8-10
TEL 054-283-1414 FAX 054-283-0033
http://www2.ainetgrp.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

今話題の｢熟成
発酵黒にんにく｣
製造販売開始

ちょっと大人のほろ苦ほうじ茶「贅沢焙煎」
とかく安いイメージが強
いほうじ茶ですが、茶葉

健康志向が年々高まってい

１袋
（6個入り）3,240円
（税込）

から厳選し、今までにな

る中、無添加で食べやすい

い香ばしさを追求しまし

黒にんにくが今注目されてお

た。ほんのりとコーヒー

ります。甘くて臭いも殆ど無

を思わせる風味が新鮮

く、皮を剥いて毎日１〜２片

で、お茶に馴染みが薄

食べるだけの手軽さから人

い世代にも受け入れら

気です。日々の疲れが取れ

れる商品です。

ない方などにオススメです！

540円
（税込）

㈱静岡パワープラス

山一貿易㈱

〒424-0051 静岡市清水区北脇新田448-1
TEL 054-348-1129 FAX 054-348-2929

〒420-0073 静岡市葵区三番町13-2
TEL 054-254-8481 FAX 054-254-4908
http://ytrading.wordpress.com

すべてオリジナルの陶芸作品！制作・販売中

竹工芸画
「四方の春」
よ

お茶碗・湯呑み・コーヒーカップ等食卓で使う物から、花器・ラン

も

プシェード・ひな

富士山の世界文化遺産登

人形・かぶと等日

録を記念して、独特な手法と

常の生活に癒し

竹工芸画による手描きの画

を与える物まで、

風にて「 四方の春 」
を製作

様々な陶芸作品

致しました。記念品や新築祝

を創っています。

い、外国土産等に是非ご利

どうぞ一度お立ち

用下さい。

寄り下さい。

＜使用竹＞真竹・孟宗竹・ゴ
マ竹・黒竹

湯呑み1,000円
（税込）
〜、
コーヒーカップ1,500円
（税込）
〜

ギャラリー街道の家

竹細工処 然林房

〒424-0872 静岡市清水区平川地24-21
TEL 090-7918-0190

〒420-0007 静岡市葵区柳町130-26
TEL 054-271-0631 FAX 054-273-2391

ＤＩ
Ｙをより身近に！簡単に！

あなたの
着たい（期待）
を
見つけてください！

ＤＩＹ初心者から上級者まで使える木工用の工具や小型機械を豊
富に取り揃えています。当社オリジナル「ＯＴＯＲＯ」
ブランドの製

着やすい婦人服を揃えてお

品は清水インター近く
「ＫｏｂｏＳｔ
ｙ
ｌ
ｅ」や通信販売で購入できます。

ります。レディースパンツも
季節に合わせて、厚さの違
うものを数多く揃えておりま
すので清水駅前銀座にお
越しの際は是非、お立ち寄
（左）
トリマーテーブルＴＴＸ−２
39,900円
（税込）

り下さい。

（右）
ルータービット
8,294円
（税込）
、3,456円
（税込）

オトロデザイン㈱

カゲヤマ洋装店

〒424-0002 静岡市清水区山原323-1
TEL 054-367-6511 FAX 054-367-6515
http://www.oﬀ.co.jp/

〒424-0816 静岡市清水区真砂町5-21
（清水駅前銀座商店街）
TEL 054-366-1579

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

中小企業100社の
人材育成を
無料サポート

経済セミナー「金融経済情勢と金融政策」
日時：11月9日
（日）14時〜16時
場所：静岡市清水産業・情報プラザ３F研修室

女性社員を戦力化したい企

内容：日銀の役割と静岡の現状（質疑応答有）

業に、
コンサルティング/管理

参加費：無料

職・女性社員の研修などトー

申込み・お問合せ：電話かメールにて

タルにサポートするプログラ

（youngcollege2005@r6.dion.ne.jp）

ム「ふじのくに なでしこ企業
100宣言」募集中（県委託
事業）
。申込受付は11月14
日
（金）
まで。

講師：
日本銀行静岡支店長
服部守親氏

㈱るるキャリア

認定NPO法人ヤングカレッジ

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町11-1 浮月ビル5F
TEL 054-252-8820 FAX 054-270-6520
http://www.uruoiplus.jp/fujinade.html

〒424-0845 静岡市清水区船原2-125
TEL 054-347-1310 FAX 054-340-1550
http://www.k3.dion.ne.jp/˜young

安心・快適な未来の街づくりに向かって
大規模な建築物や構

清水の空き店舗情報サイトオープン！
静岡市の委託を受け、清水都心の空き店舗対策を行っていま

造物を含め一般住宅・

す。ポータルサイト

店 舗 等の塗 装・防 水

に空き店 舗の物

工事・リフォーム全般な

件情報を集約して

ど幅広く事業展開を行

掲載しています。

ってます。低コスト、
アフ

掲 載にご興 味の

ターケア充実にも力を

ある不動産オーナ

入れています。些細な

ー・不動産業者の

事でもお気軽にお問い

皆様は、
お気軽に

合わせください。

ご連絡下さい。

㈱高栄塗装

企業組合コーデックス

〒424-0022 静岡市清水区八坂町481-1 KOEIビル
TEL 054-659-3645 FAX 054-659-3646
http://koeitoso.com

〒424-0816 静岡市清水区真砂町4-8 まちかどギャラリー
TEL＆FAX 054-363-0350
http://shimizucchi.jp

超速硬！全天候型
コンクリート補修材

経営の色彩術
色彩心理を取り入れた

その名もMKクリート45！海外の先

スキルUP研修やお客

進技術を導入開発した国内唯一

様開拓向けセミナーな

のコンクリート補修材です。用途

ど、
オーダーメイドの研

は橋梁・歩道・高速道路・上下水

修・セミナーをご提 案

道・集水桝・工場内・階段・機械設

致します。お気軽にお

備の基礎等の、特に緊急を要す

問い合わせください。

るような補修工事に最適です。当
社は作業部の色合も調整可能！
9,800円
（税込）

㈲大栄エンバイロメント

カラースタイル マカロン

〒424-0911 静岡市清水区宮加三731-6
TEL 054-336-3443 FAX 054-336-3466
http://daiei-simizu.com

〒421-1215 静岡市葵区羽鳥7-9-56
TEL 090-8731-8549 FAX 054-278-8576
http://www.color-style-macaron.jp

