静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

お近くの専門家にご相談ください

地域の宝 中小企業のパートナーとして

経営者・従業員・家族
みんなの幸せのために

相続・遺言等個人のお客様との業務の他、会社設立・建設業
許可を中心に各種許

経営者も従業員も家族も一人の

認可申請業務で中小

人間。一人ひとりが笑顔で暮ら

企業のお客様とお付

し、企業として良い商品・サービス

合い頂いております。

を作り、地域社会に貢献できる会

単なる書類作成だけ

社を税務・会計処理を通じて、共

ではなくパートナーとし

に目指していきます。

てお客様の更なる発
展に寄与します。
1240円
（税込）

土日祝休

行政書士森川美佳事務所

小澤稔税理士事務所

〒424-0858 静岡市清水区大沢町1-19
TEL 054-355-5025 FAX 054-355-5026

〒420-0836 静岡市葵区東町5-2
TEL 054-293-6000 FAX 054-293-6001
http://ozawa-kaikei.com

特許出願、商標出願等
の手続を代理します。

経営計画で会社を強くする！
「１年後のわが社は

静岡商工会議所において無料相

こうありたい」
を経営

談会を行っております。静岡事務所

計画として立案しまし

（毎月第４火曜）、清水事務所（偶

ょう。そして月次決算

数月第３水曜）、清水産業・情報プ

で進捗状況を点検し

ラザ
（奇数月第４水曜）、
ご希望の

ましょう。
そうすれば素

方は電話でご予約ください。

早い対 応が 可 能で
す。そのためのお手
伝いを当事務所は致
します。

9：00〜17：30
（土日祝休）

吉川国際特許商標事務所

河本通正税理士事務所

〒422-8064 静岡市駿河区新川1-11-28
TEL 054-654-5480 FAX 054-654-5482
http://www.y-po.net

〒421-0103 静岡市駿河区丸子4-2-53
TEL 054-258-3778 FAX 054-257-8015

相続と相続税の疑問にお答えします！

１人で悩まないで！お気軽にご相談を。

平成27年の相続から相続税法が改正され相続税申告が必

当フジワラ清水事務所は、法人化する前から数えると半世紀

要となる人が増える

近く、地元清水の企業や個人の皆様のお悩みに対して真摯

とともに、申告をする

に対応してきました。少しでも困ったことがあるならば１人で悩ま

ことで税額が0とな

ず、
「 気軽に聞

る人も増えることに

ける司 法 書

なります。私はどうか

士 」にお 尋 ね

な？という疑問にお

下さい。

答えします。お気軽
にご相談ください。
9：00〜17：30
（月〜金）9：00〜12：00
（隔週土）

税理士法人渡瀬鈴木会計

司法書士法人フジワラ 清水事務所

〒420-0013 静岡市葵区八千代町18-1
TEL 054-253-6188 FAX 054-253-6598

〒424-0815 静岡市清水区江尻東1-1-15カーニープレイス清水3F
TEL 054-366-0808 FAX 054-366-0807

保 険 代 理 店 特集

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

身近な保険から企業の各種ニーズまで幅広く
個人のお客様や各企業様への最適プランのご提案を通じ、

若手が活躍中の保険代理店！
！
ＡＫＥＲＵ
（アケル）
ってヘンな名前でおなじみの保険代理店で

地元静岡をバックアップしています。開業１００年以上の保険

す。
「人と生活を

代理店で２１世

大 切 にし、社 会

紀の今もなお、

の安心・安全・安

人と社 会 の

定に尽くす」
をモ

パートナーとし

ットーに、
もしもに

て
「共生（ともい

備えた最適な保

き）」を目指して

険をご案 内し続

います。

けています。

9:00〜18:00
（土日祝休）

鈴与興産㈱

㈱AKERU

〒424-0943 静岡市清水区港町2-10-1浪漫館2F
TEL 054-354-3333 FAX 054-354-3258
http://www.suzuyokosan.co.jp/insurance/

〒424-0041 静岡市清水区高橋4-17-13
TEL 054-361-3500 FAX 054-340-6364
http://akeru.co.jp

まずはお話しをお聞かせください！

病気は突然やってきます！備えは大丈夫？

お客様のビジネスにあった商品やサービスを提供いたします！

がん（ 悪 性 新 生 物 ）生

◎経営に役立つ

活習慣病になってしまっ

情報のご提供

たらどのくらい準備した

◎ 従 業 員さま向

らいいか？実際のデータ

け福利厚生の

を基にあらゆる疑問にわ

ご提案

かりやすく説明し、
ご希

◎リスク診断サー

望に合った最適な保険

ビスのご提供

をお勧めします。お客様

◎ 各 種「 団 体 制
度」取り扱い

9：00−17：00
（土日祝休）

の満足度に自信があり
9:00〜17:00
（日祝休）

ます！

聡明インシュアランス㈱

久保田雅子アフラック代理店

〒420-0035 静岡市葵区七間町3-4七間町ハイム603
TEL 054-266-6810 FAX 054-266-6811
http://www.sjnk-ag.com/a/somei-insurance/

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17清水産業・情報プラザ702号室
TEL 080-9728-1713

お客様の生活に安心を

あなたのＨＡＰＰＹを守りたい

㈲ハーティは、生命保険

カフェのようなリラックス空間で、保険の相談はもちろん、住宅

一筋で10年目に入りま

ローンや 税 金 な

した。社長自身が相続、

ど、
お金にまつわる

介護の経験あり。お客

さまざまな疑 問に

様と共に人生設計を考

お応えします。
「コ

える知識と技能もござい

ーヒー飲みに来た

ます。お気軽にご相談く

よ♡」でもＯＫ！お

ださい。

近くにお越しの際
には是 非 お 立ち
9:00〜18:00
（土日祝休）

㈲ハーティ

㈱コスモワーク

〒424-0878 静岡市清水区御門台28-18
TEL 054-346-8002 FAX 054-346-8022

〒422-8043 静岡市駿河区中田本町2-8
TEL 054-202-9559 FAX 054-202-9550
http://www.cosmowork.net/index.php

寄り下さい。

事故時の対応で変わる保険の価値

9：00〜18：00
（土日祝休）

身近で頼れる保険の代理店を目指して

事 故 時のサービス対

平成4年に創業し

応にご満足して頂ける

た当店では、
クルマ

よう自信を持って行っ

や住まい、
ケガとい

ております。保険を通し

った損害に関する

て生 活の安 心 、会 社

保 険や、終 身 、医

経営の信頼を守り発

療、
ガン、介護など

展して頂けるよう、
お客

の生命保険を幅広

様にお役立て出来る

く扱っています。

保 険 代 理 店です。お

お気軽にご相談下

気軽にご来店下さい。

さい。

㈲ミリオンライフコーポレーション

(同）隼保険企画

〒421-1213 静岡市葵区山崎1-12-1
TEL 054-278-8183 FAX 054-278-8490

〒422-8033 静岡市駿河区登呂1-6-22
TEL＆FAX 054-281-1009

保険の事・事故の事お気軽にご相談下さい

後悔しない保険選びをお手伝い

弊社は、社名通りお客様のニーズ・生活に密着した損害保険・

数多ある保険の中で、会社や社員にとって何が相応しいか、
こ

生命保険等をご提案させて頂いております。総合代理店です

の判断は非常に難しい問題です。それが本当に役に立つか

ので各社、各種

は、事故や病気

保 険の比 較 検

などの災厄に直

討やお客 様 の

面した時にしか

ご要望に応じた

判りません。後

プランをプロデ

悔しない保険選

ュース致します。

びをお手伝いし
ます。

9：00〜18：00

9:00〜18:00（土日祝休）

㈱ライフプロデュース

㈱ファーストエイド

〒424-0887 静岡市清水区谷田10-4
TEL 054-347-2161 FAX 054-347-2440

〒420-0804 静岡市葵区竜南3-16-25
TEL 054-207-9888 FAX 054-207-9889
http://www.ﬁrst-aid.co.jp

皆さまに最適な保険をご提供いたします！

今、
そして未来のお役に立てれば

「人に親切にする事は自分の人生を豊かにする事」と思い考

損害保険、医療保険を通じて、万

えながら、損害保険資格保有者 12 名が笑顔で丁寧に最適

が一のとき安心できる補償・ご満

な 保 険をご 提

足いただける保険をご提案してい

案 いたします。

ます。クルマの保険、家の保険、

また、保険の枠

人の保険(ガン保険・傷害保険)、

にとどまらず事

旅行保険等お気軽にご相談くだ

業 展 開 全 般に

さい。

つ いてのご 相
談も承ります。
〈わかば保険部〉
9:00〜18:00
（土日祝休）
※電話は24H受付対応

9:00〜17:00(土日祝休)

㈱わかば
（三井住友海上火災保険㈱代理店）

㈱芙蓉リサーチ

〒420-0882 静岡市葵区安東3-2-27
TEL 054-249-0411 FAX 054-249-0418
http://www.wakaba-net.com/

〒420-0032 静岡市葵区両替町1-4-15芙蓉ビル3F
TEL 054-251-2424 FAX 054-255-3880
http://www.fuyou-r.co.jp

会員サービス優待券提携先企業 紹介コーナー

発毛率98.7％！本格的な発毛技術！
アップヘアー発毛・育毛システムは、長年の研究と20年の実

当商工会議所 会員サービス優待券（チェンバーチケット）に提携
いただいている事業所をご紹介します。大いにご利用下さい。

癒しの お稽古 オリジナル作品作りサロン
SWEETGARDENでは沢山のオリジナル作品を作る事が可

績で信頼のある本格的な発毛育毛技術です。細毛から太毛

能となっております。

に生まれ変わります。遺伝だとあきらめないで！日本スカルピス

ポーセラーツ ロザフィ
グルーデコ プリザーブド

ト協会から推奨されたシステムです。体験価格4,300円

フラワー リボンバックな
どの体 験レッスを随 時
募集しております。ペア
割引もあります。
9：30〜20：30
（日祝休）※男女ご利用可

10：00〜16：00、20：00〜22：00

ラヴィエ静岡
（㈱ボンフィック）

静岡お稽古salon de SWEET GARDEN

〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町20-16
TEL 054-203-6677 FAX 054-284-4888
http://www.ravie.jp

〒420-0025 静岡市葵区金座町1-204
TEL 090-9933-0710
http://www.sweet-garden.net

お仏壇収納

新年を迎え、お墓もきれいにしませんか。

何十年も家族を見守ってくれるご先祖様、
お仏壇も大切にし

お墓参りに行く度にお掃除をしているお宅でも長年風雨に晒

たいですね。桐

されてできた水垢

材 の 優れた耐

やカビは簡 単に

湿性・耐熱性を

は落せません。そ

活かし仕上げは

んな時は是非当

（無垢、浮造り、

社にお問合せ下

カシュー摺り漆

さい。お見積り無

等）

料だから安心！お
掃 除 代 金もリー

問合せ：hukuhou1111@gmail.com
日曜休

ズナブルです。

365日電話受付可

㈲するが仏壇製作所

優美堂
（㈱ハイエスト）

〒422-8044 静岡市駿河区西脇146-2
TEL 080-5156-4695 FAX 054-284-4216

〒422-8066 静岡市駿河区泉町5-27メイワビル2F
TEL 054-287-1777 FAX 054-287-4933
http://www.highest-mt.co.jp/boseki-cl

和服のお手入れ この時期最高

軽乗用、
トラック、マイクロバスまで

今年成人式を迎えられた皆様へ。おきものの状態はいかがで

所有する時代から、

すか？？汗を掻いたりファンデーションが付いたり、泥はねが

必要な時だけ借りる

…。
そのままほっと

時 代へ。便 利で格

くと
「シミ・カビ」等

安な回数券レンタル

の原因に。おきも

をご利用ください。

ののお手 入れは

１３００ｃｃ乗用車３日

湿 度 の 低いこの

分で￥１２,９６０(税

時期が最適。

込）、軽乗用車３日
分￥１１,３４０(税込)

さいとうクリーニング

㈲丸尚レンタ・リース

〒424-0857 静岡市清水区川原町20-9
TEL 054-352-1517 FAX 054-352-1527

〒424-0847 静岡市清水区大坪1-4-15
TEL 054-347-0039 TEL 054-347-2976
http://www.marusho-rl.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

「駿府夢灯路」
おまち にともる
匠の橙光

海鮮丼持ち帰り専門店！全品500円
（税別）
！
全国130店舗突破の丼丸が静岡に初上陸！安い！旨い！早
い！70種類のボリ

静岡紺屋町名店街・呉六

ューム満点の海鮮

名店街主催による
「駿府夢

丼がお値段均一の

灯路 」が開催される。静岡

5 0 0 円（ 税 別 ）で

伝統の竹細工、竹を使った

す。ぜひ一度ご来

アート、光をテーマにしたモ

店下さい！

ニュメントが呉服町通りや浮

営業時間：11時〜

月楼、小梳神社を彩る。

20時。

期間は1月16日〜25日まで。

定休日：日曜日

静岡紺屋町名店街・呉六名店街主催事業（浮月楼）

大漁丼丸静岡店

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町11-1
TEL 054-252-0131 FAX 054-253-9213
http://www.fugetsuro.co.jp

〒420-0857 静岡市葵区御幸町10-1幸映ビル地下1F
TEL＆FAX 054-272-4655
http://www.sasafune.co.jp

持ち運び可能な自動車塗装ブース発売

Ｌ
ＩＮＥでリピーターを増やそう！無料

欧米の塗装業者に人気の簡易塗装ブース
「カークーン ワーク

お客様とお店がＬ
ＩＮＥでつながる。お客様とのつながりを深め

ステーション」
はブ

る、
Ｌ
ＩＮＥ＠優れたサービ

ース内の有害物

スを活用しよう！お客様

質の排出を98％

とお店がお友だちに。弊

以 上 抑え、作 業

社が開設代行＆ノウハ

者の方と地球環

ウ提供します。

境を同時に守りま

※ミラサポの専門家無

す。
また医療用テ

料派遣利用可。

ントとしてもご利
用可能です。

LINE@開設代行サービス 20,000円(税込) ※ミラサポなら負担無

㈱クフウ

㈱キューアール

〒420-0821 静岡市清水区相生町6-17静岡市清水産業・情報プラザ6F
TEL 054-353-0300
http://carcoon.jp/workstation

〒424-0883 静岡市清水区草薙一里山26-7タカギビル2F
TEL 054-349-6480 FAX 054-349-6781
http://qr-ya.com

事業所に最適、簡単おいしい体にいいお茶

企業・個人・学校向け「硬筆」出張美文字教室

経営者は何かと忙しいし

習いたいけど通信教育はなかなか続かない。でも手書きのもの

大変。そんな経営者にと

って結構多いのが現状ですね。そんな方には出張美文字教

って大切なものは健康で

室がおすすめ。ケ

す。健康が気になるなら、

アセンター訪問も

いつものお茶をこの粉末

展開中！
（毛筆or

緑 茶 に 変えてみません

硬筆）脳トレにも

か？緑茶成分まるごとで

良く、生 活にメリ

普通のお茶より断然体に

ハリが 出てやる

いいからおすすめです。
1240円
（税込）

気・元気が出たと
1人1,500円
（資料代別）
※8名様より承ります。

いいお茶ドットコム

ぼくすい書道会

〒420-0913 静岡市葵区瀬名川2-2-45
TEL＆FAX 054-263-6540
http://iiocha.com/

〒422-8037 静岡市駿河区下島615-241
TEL 054-237-5661 FAX 054-238-6061

好評です。

