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

清水駅前銀座商店街のパン工房

商品のブランドアップや商品開発をサポート

オープンして、間もなく１周年を迎えます。新作「フルーツのピロウ」

御社の商品やサービスの可能性を広げませんか？ブランド力の

は、
クランベリー、
レーズン、パイン、
クルミがたっぷり入った自慢の

アップや商品開発の実績多数。初回のヒアリングは無料です。
御 社の課 題や

一品です。旬の素材を使った美味しいパンをご用意してお待ちし

想いをお聞きし

ています。

ます。新しい可
能性を見つけて
一 緒 に 夢を実
現しませんか！

Funny Bunny

インタープランニング㈲

〒424-0816 静岡市清水区真砂町4-11
TEL＆FAX 054-364-3010
http://82-82.at.webry.info/

〒420-0032 静岡市葵区両替町2-4-2小林ビル2F
TEL 054-221-4458 FAX 054-221-4454
http://www.interplanning.co.jp

循環式サンゴ水素
発生器

お客様の発展が
会計事務所の喜び

スイッチを押すだけで、水道

当事務所ではお客様のご要

水がたった３分で美味しく安

望や各々の状況に適した税

全なミネラルウォーターにな

務会計サービスを親切丁寧

ると同時に、水素カートリッジ

にご提供しています。確定申

から水素が発生し、水素水

告等のご相談はもとより最

が出来上がります。
（一般社

近の報道で目にされた気に

団法人 日本水素医療美容

なる新制度等についてもお

科学会認定）

気軽にお尋ね下さい。

17,820円
（税込）

法月㈱

松元龍太税理士事務所

〒420-0944 静岡市葵区新伝馬1-6-69
TEL 054-271-2787 FAX 054-271-2782
http://www.norizuki-co.jp/

〒421-1215 静岡市葵区羽鳥3-24-30
TEL 054-278-8396 FAX 054-294-7118

とらわれていませんか、固定概念。

社員・組織の活性化
は、お任せください！

本年は相続税制の改正や固定資産税評価の見直しの年。当方
は金融機関ＯＢで住宅ローンは約５千人対応し、個人的にも相続

「人は財産である(人財)」
を

対策の実践経験あります。税務・金融債務・資金計画なども含め

モットーに、一人ひとりの価

お気軽にご相談下さい。

値観を大切に、お客様と一
丸となり、企業・社会の変革
に取り組んでいます。お客様
の経営改善パートナーとして
350社を超える豊富なコンサ
ルティング実績があります。

ＡＬＬ
（オール）不動産

㈲Ｃ.Ｏ.Ｓ

〒422-8058 静岡市駿河区中原520
TEL 054-269-4081 FAX 054-269-4082

〒421-2124 静岡市葵区足久保口組280-22
TEL 054-296-7788 FAX 054-296-7775
http://www.c-o-s.ip

わが社自慢の商品・サービス
ビス
紹介コーナー 特別企画

「あなたのまちのお花 屋さん」特集

ガーデニングの事ならお任せを
お任せを！
！

命ある花のエネルギーを心を込めてお届けします。

植物達で季節を楽しみませんか？
んか？季節事の草花はもちろん
ちろん、

お花を贈る方、
お花を贈る方
頂いた方がお花を通して幸せになる様
頂いた方がお花を通して幸せになる様、
想いを

室内を爽やかに！観

込めて、花束を、

葉植物。
シンボルツ

お作りさせて頂き

リーに！花木＆樹木

お届けいたしま

など、随時取り揃え

す。
もうすぐ春！
！

ております。時間を

花々と共にお待

忘れてゆっくりご覧

ちしています。

になれる園内空間
になっております。

8：30〜18：00
（水曜定休）

9：00〜19：00
（木曜定休）

㈱興農園

㈲うさみ花店

〒424-0053 静岡市清水区渋川226
TEL 054-345-3907 FAX 054-345-1397
http://www.kounouen.com/

〒424-0841 静岡市清水区追分3-4-3
TEL 054-366-5866 FAX 054-366-8487

お花を意識した生活をご提案

パリのエスプリ オーダーメイドのショップ

日々、
お花に囲まれて生活していただきたいから、産地にこだ

生花・プリザーブドフラワー・アートフラワー等多種多様なアレン

わり、生産者にこだ

ジメントがオーダー

わり、季節を感じら

メイドで記念日を彩

れる鮮度の高いお

り好 評を得ている

花をロープライスで

実 績のあるフラワ

ご提供いたします。

ーショップ エピで

ギフト・ブライダルフ

す。
ブーケも人気の

ラワーなど、お気軽

ある商品です。

にご相談ください。

9：00〜18：00

10：00〜17：00
（日曜・祝祭日定休）

㈱スイートブロッサム

㈱エピ

〒422-8005 静岡市駿河区池田616-2-105
TEL 054-261-7550 FAX 054-261-7511
http://www.sweet-blossom.com

〒420-0042 静岡市葵区駒形通2-1-3エピビル3F
TEL 054-273-6116 FAX 054-273-6115
http://www.eikoepi.com

9：00〜19：00
（日曜定休）

おかげさまで地元に
愛され30年！

お花と記念日の
お店 オンフルー！

丸子の住宅街にひっそりと佇

日常にお花を…記念日に

む杉山生花店。10年以上通

お花を…温かな出来事

っているお客様も多く、お母

にはいつも笑顔の花が咲

さんの明るい人柄についつ

いていました。大切なあな

い話が弾んで長居してしま

たにも笑顔の花を咲かせ

います。
ご自宅用の一輪から

たい… お気 軽にお越し

贈り物まで、
お気軽にご相談

下さい★一緒に働く仲間

ください。

(経験者優遇)も募集中！

杉山生花店

オンフルー！
（㈲アニバーサリー）

〒420-0035 静岡市駿河区丸子1-6-71
TEL＆FAX 054-259-6616

〒420-0923 静岡市葵区川合1-2-1
TEL 054-267-1139 FAX 054-264-6972
http://www.en-ﬂeurs.com

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

あなたの暮らしに花を

新店舗オープンいたしました。

静岡駅南口から徒歩１０分、石田街道沿いにある「花の朝

大谷から始まりちょうど10周年の昨年10月、七間町に新店舗

霧」はお陰様で今年で５０年。胡蝶蘭・アレンジメント
・観葉植物

が誕生しました。洗

のレンタル 等

練された感 性と技

各種承ってお

術でお客様のこだ

ります。
スタッフ

わりをカタチに。大

一 同 、感 謝の

切な人に思わず贈

気 持ちで心よ

りたくなる素敵なお

りお 待ち致し

花や植物があなた

ております。

9：00〜19：00

を待っています。

10：30〜21：00
（不定休）

㈲花の朝霧

snuggery ﬂowers（スナゲリーフラワーズ）

〒422-8041 静岡市駿河区中田2-2-3
TEL 054-286-2629 FAX 054-281-4545

〒420-0035 静岡市葵区七間町5-8ミライエ七間町1F
TEL 054-269-4187 FAX 054-269-4185
http://snuggeryﬂowers.com

メッセージカード付き
花配送サービス
はじめました

静鉄グループの
フラワーショップ
「セントフルーリ」

お祝いもお供えも、大切な方へ

2014年9月にオープンした、
フ

お花とともにメッセージカードを

ラワーショップ「セントフルー

添えるサービス「添衛文」をは

リ」で す 。 L i f e w i t h

じめました。定型文はもちろん、

Flower をコンセプトに、
静岡

オリジナルメッセージも電話やメ

に新たな花文化を発信しま

ールで迅速対応。心のこもった

す。皆様のご来店、
お待ちし

サービスに彩りを添えます。

ております。
10：30〜19：30

㈲花のナカムラ

St.Fleuriけやき通り店（静岡鉄道㈱）

〒424-0827 静岡市清水区上1-6-14
TEL 054-351-1187
http://ｗｗｗ.1187net.co.jp

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町8-1
TEL＆FAX 054-272-2611
http://st-ﬂeuri.jp

特別にデザインされた逸品をご提案します

花と緑でコーディ
ネイトするということ

清水駅前で創業35年！オンリーワンのデザインでお客様のご要

9：30〜18：00
（水曜定休）

望に120％お応えで

店舗・ギフト
・イベント
・ウエディ

きるよう、今も日々勉

ング等で花や緑を使って、
そ

強し続けています。

の場の空気感を創造する仕

1級フラワー装飾技

事をしています。
「１本の花を

能師等の資格を持

売る」
というより
「コーディネイ

ち、全国的なコンテ

トした花を売る」。皆様にとっ

ストにも多 数出場・

て素敵な花仕事を提供して

入賞経験あり。

います。
9：30〜18：30
（火曜休）

花の店ゆき

花仕事ヴェルデ

〒424-0806 静岡市清水区辻1-1-14cube'9-1F
TEL 054-364-2184 FAX 054-367-2838
http://www.eﬂora.co.jp/shop/hmyuki/

〒424-0065 静岡市駿河区宮本町5-9
TEL 054-340-2587 FAX 054-340-2586
http://www.hanashigoto-verde.jp

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

「あなたのまちのお花 屋さん」特集

野菜作りからお花まで！

LOVEフラワーバレンタイン

近頃流行りの家庭菜園、
ガーデニング等のご相談に応じ、
デニング等のご相談に応じ 出

世界におけるバレンタインは男女がお互いに愛や感謝の気持

張 講 習（ 少 人 数

ちを伝えあう日なの

可 ）も行 って いま

です。
ちょっと勇気を

す。
また、
フラワーデ

だして「男性から女

ザ イン ス ク ー ル

性に花を贈る２月１

（NFD公認校）
も併

４日」にしていきませ

設していますので、

んか・
・
・私たちが、男

質の高いレッスンが

性の花 贈りを応 援

受講できます。

9：30〜17：30
（不定休）

10：00〜19：00
（不定休）

フラワーショップ スギヤマ

花勇

〒420-0965 静岡市葵区有永249-1
TEL 054-245-8008 FAX 050-7547-8029

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-7-1
TEL 054-368-5187 FAX 054-348-9773

草薙総合運動場近く
の花屋です。

いたします。

送別・卒業には、やっぱり花束で決まり！
３月なんて、
まだ一カ月先の話ですが、
３月は退職、
転勤、
卒業、

胡蝶蘭・御祝生花・観葉植物な

引越など、
お花を贈

ど御用途に合わせてご準備さ

ることが 多い季 節

せていただきます。御注文後の

です。
お花なんて贈

良品の仕入れや静岡産の生花

ったことがないよ、
と

を使用した御祝生花(スタンド・ア

いう方でも心 配 無

レンジメント）(地産地消）
など＋α

用 。お気 軽にご相

のサービスをご提供致します。

談下さい。全国にお

10：00〜
（火曜定休）

10：00〜19：00
（日祝は18：00迄）
木曜定休

花をお届けします。

フラワーショップ 花水（hanasui）

ファイブシーズンズ

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田4-25-19
TEL＆FAX 054-263-7883
http://hanasuiﬂower.com/

〒422-8021 静岡市駿河区小鹿1-22-17
TEL＆FAX 054-287-5487
http://www.eﬂora.co.jp/shop/ﬁveseasons-s/

感謝や優しさ…贈る気持ちをサポートします

お花はあなたの心を伝えます

9：30〜18：30
（定休日無し）

お花を贈るお客様の気持

記念日やお祝いはもちろん、
お悔やみの贈り物としても、
お花は

ちを大切にし、
伝えたい気

あなたの心を伝える

持ちを効果的にするお手

パートナーになって

伝いをいたします。玄関や

くれます。花達は、
あ

お部屋にも花を飾ってい

なたの気 持ちを伝

ただき、華やかで癒される

えようと頑張って咲

花の魅力をぜひ実感して

いています。花達と

ください。当店は市立清

仲良くなりましょう。

水病院の近くです。

9：00〜19：00
（第1,3木曜定休）

フラワーショップ ミュウ

フィオーレ田代

〒424-0911 静岡市清水区宮加三718-8
TEL 054-335-1187 FAX 054-335-1227

〒424-0844 静岡市清水区西高町1-17
TEL 054-352-7588 FAX 054-352-6663

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

花の世界チャンピオン
村松文彦のお店

『花のことなら』
をテーマに
八幡山の麓にお店を構え、生花の卸売事業を中心に、
ブライ
ダルフラワー・フラ

『花は心を伝えます』
をモット

ワースクール・小

ーに60年！花束・アレンジ・スタ

売から慶 弔 。切

ンド花・鉢物の販売をはじめ、

花 から園 芸・各

パーティ花・ウエディング等の

種デザイン等ま

企画演出・花レッスン何でも花

で取り扱っており

に関した事はお任せ下さい。

ます 。お気 軽に

（東京にも事務所が有ります）

ご連絡下さい。

8：00〜18：00
（水曜定休☎予約可）

㈲増田生花店

フローラル・デコ
（㈱村松園芸）

〒422-8072 静岡市駿河区小黒3-5-14
TEL 054-285-7669 FAX 054-285-6334

〒420-0833 静岡市葵区東鷹匠町16
TEL 054-246-3108 FAX 054-246-3867
http://www.froraldecor.com

フルオーダーメイドのフラワーギフト☆☆☆

創業100年の実績！
！

10：00〜20：00
（無休）

ミルクフラワーズでは、
フ

静岡の駅ビルの中に支店があり、
よりお買い求めやすくなりまし

ルオーダーメイドのフラワ

た。
こちらはプチギフ

ーギフトを随時承っており

トなどが人気です。

ます。
ギフトの花束やアレ

鷹匠の本店は胡蝶

ンジメント、新規開店、開

蘭や枝 物などが豊

業、開 院の祝 花や胡 蝶

富に取り揃えており

蘭、
観葉植物、
お庭造りと

ます。
どちらの店舗も

お花のことなら是非一度

品揃えが充実してお

ご相談下さい。

本店9：00〜19：00 パルシェ店10：00〜21：00

ります。

MILK FLOWERS（ミルクフラワーズ）

㈱フローラ45小林岩夫生花店

〒420-0064 静岡市葵区本通8-2-10
TEL 054-251-5508 FAX 054-251-3458
http://milkﬂowers.com

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠町1-4-5
TEL 054-252-0086 FAX 054-252-1562
http://ﬂora45.jp/

花は心のドレスです

創業35年のアートフラワー専門店

日々の暮らしの中にお花があると、
なんだか気分がイキイキし

鷹匠、
静岡西武、
松坂屋静岡店と常に注目スポットを歩んで参

てくるもの。
リ･フラワーではお花の小売はもちろん、心を潤し、

体験レッスン：生花5,000円
（花代込み）

りました。あなたの

心を育てるレッ

家やオフィスを美し

スンも開催して

く飾るアイテムとし

います。
お花を

て、
アートフラワーは

通してしあわ

欠かせません。
どう

せ咲かせる毎

ぞ、松坂屋北館2階

日を始 めてみ

に、
お気軽にお出か

ませんか。

10：00〜19：30

けくださいませ。

リ・フラワー
（㈲フラワーサーカス）

マーガレットハウス

〒422-8062 静岡市駿河区稲川2-3-13-1F
TEL 054-340-3837 FAX 054-340-3847
http://www.re-ﬂower.com/

〒420-8560 静岡市葵区御幸町10-2静岡松坂屋北館2F
TEL 054-254-1111 FAX 054-246-6808
http://www6.shizuokanet.ne.jp/margaret/

