体 研 究 会 のご 紹介
駿河家具生産団体研究会では、6/13、
14に第39回駿河の家具・インテリア展
（後援：静岡商工会議所）
を開催します。
ここでは同団体会員事業所の一部を
紹介します。

２日間だけの小売で良いものより安く！
家具やインテリア小物・雑貨等卸売業主体の当社ですが、駿
河の家具・インテリア展開催中は、小物入れや暖簾などを特
別価格にて小売りいたします。
さらに、
「 商工会議所の広報誌
を見た」
と言っていただければ粗品プレゼント！

インテリア展
特別価格
（税込）
3段2,000円
4段3,300円
5段3,600円

石上商店
〒422-8056 静岡市駿河区津島町14-3
TEL 054-281-2249 FAX 054-284-7671

鏡のことなら何でも御相談ください！

キッズ用家具フレンディー

鏡の専門店です。ダンスホ

キッズ用家具フレンディーのおもちゃ箱です。キャスター付きな

ールや玄関などの鏡工事や

ので移 動が 簡

業務用の大型鏡や家庭用

単 。すべてＲ面

の鏡、贈答用の名入れ鏡ま

で出来たデザイ

で幅 広く取り揃えておりま

ンなので、安 全

す。
また、
お客様のご希望の

性にも考慮され

サイズにぴったりなオーダー

た家具になって

ミラーもお受けいたします。

います。
32,000
（税込）

㈲伊部鏡店

㈲アトリエ石川

〒422-8047 静岡市駿河区中村町64-2
TEL 054-281-6011 FAX 054-281-2485
http://www.kagamikuhkan.com/index.html

〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2492
TEL 054-277-2197 FAX 054-276-02158

駿河家具生産 団
◆家具のクリニック◆愛着
のある家具を、末永く…。

ファーストクラスのくつろぎを当店でお試しください。
ニッポンに、新しいプレミアムチェアを。頂点に、
おすわりくださ

弊社は、小規模ながら、木地製造、

い。あなたは、何

塗装部を備え完成品まで作れる会

もしなくていいん

社です。末永く使える家具、
「駿河の

です。そのくつろ

民芸箪笥」
を製造しています。その

ぎは、ゆらぎがく

技術を家具の修理にも活用しており

れる。あなただけ

ます。どうぞ

のザ・ファースト

宜しく、
お願

と、
いい時間を。

いします。
186,624円
（税込）
〜

㈱コヤナギ

㈱天龍家具

〒422-8063 静岡市駿河区馬渕2-16-33
TEL 054-286-0155 FAX 054-286-0331

〒424-0025 静岡市清水区飯田町2-5
TEL 054-364-2797 FAX 054-364-2796
http://tenryukagu.co.jp/

地震による家具の転倒、大丈夫ですか？

愛着のある家具は長く使いましょう！

普段お使いの家具が倒れ、
「 挟まれ怪我をした。逃げ道が無く

当社では、無垢のテーブルや家具を製作と販売をしています。

なった。」など、多

昨年開発したからく

くの体験談を聞き

り仕掛けの箪笥や

ます。家具と天井

サイドボードは、大

とのスペースを無

変好評です。最近、

くす 事で対 策が

家具の再生・リホー

MAMORU収納タイプ 90㎝ 19,800円
（税込）
〜

出 来ます 。御 希

ムのお問い合わせ

望のサイズ、
カラ

も多く、丁寧な修理

―など御 気 軽に

を心掛けています。

御相談下さい。

405,000
（税込）

㈲谷口工芸

㈱神谷家具

〒421-0113 静岡市駿河区下川原4-23-10
TEL 054-259-6226 FAX 054-257-5082
http://tanigutikogei.com/

〒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

事務局

イベントのことなら…ご相談下さい。

仏花やアレンジフラワーの事ならお任せ下さい！

「イベントをしたい！、
でも何からしたら良いの？」
そんな時こそお

水いらずの造花で創る仏壇用・お墓用の仏花やギフト用アレ

手伝いします。会場の設計・施工はもちろん、各種申請や管

ンジフラワー等で一筋30年。今回は人気のコチョウラン鉢仏

理・運営のお手伝いも承ります。お客様の要望を形にします。

花の新商品や人工苔のベアーを使った可愛いアレンジの体
験コーナーも企画しました。

オフィスS・A・N・O

中村周平商店 グリーン工花

〒421-0135 静岡市駿河区小坂2176
TEL 054-259-4769 FAX 054-259-4721

〒422-8006 静岡市駿河区曲金7-6-15
TEL 054-284-4733 FAX 054-284-4722
http://www.green-koka.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

マッスルスーツを販売開始しました。

名物「江尻宿シャツ」

物流・介護・農業他 高齢者・女性向けに腰の負担を１/３に軽

粋 と いなせ と おしゃれ と 着ごこち の江尻宿シャツ。綿

減するマッスルス

100％で日本
（清水）
製です。
「白かすり綿ちり

ーツの取 扱いを

めん」(左)と
「刺し子」

開始しました。デ

( 右 ) 。各 1 4 , 8 0 0 円

モ機を用意し、
ス

（ 税 抜 ）で販 売して

タッフと共にご説

います。江 尻 宿シャ

明にあがります。

ツは 数 量 限 定 です

お気軽に連絡を

が、沢山の種類があ

して下さい。

ります。是 非お問 合
せ下さい。

648,000円
（税込）

堀谷㈱

セブンエビスあやかりや

〒424-0053 静岡市清水区渋川3-11-14
TEL 054-348-1126 FAX 054-348-0113
http://www.horiya-co.com

〒424-0818 静岡市清水区江尻町4-1
TEL 054-366-2525 FAX 054-364-5341
http://www.ayakariya.jp/

３人のプロフェッショナルが１つの店に集結！

健康食エンターテイ
メント「駿河湾レシピ」

・洋服部門≪ドレス・カジュアル・服飾雑貨の販売≫・ジュエリー

ホテルシェフと専門医がつくっ

部門≪アクセサリ
ーの制作及び販

た低糖ロールケーキ「いとをか

売≫・占い部門≪

し」静岡定番セット
（苺、お茶、

鑑定・風水グッズ

みかん各２）
を楽しむ懇親会は

の販 売≫を受け

いかが？脅威の低カロリー低糖

もっております。

質で驚きのフルコース。開発秘

興 味をお持ちの

話も聞けるので、食や健康に

方 、是 非 お 立ち

関心のある企業様にお薦め。

寄り下さい♪

駿河湾レシピディナー 4,860円（税込）

詳しくはウェブで。

Select shop SOUL

ホテルクエスト清水

〒420‐0031 静岡市葵区呉服町2丁目7-10 静岡銀行呉服町支店の並び
TEL＆FAX 054-273-7522
http://www.selectshop-soul.com

〒424-0816 静岡市清水区真砂町3-27
TEL 054-366-7101 FAX 054-363-1231
http://www.hotelquest.co.jp

お気軽居酒屋食堂デス

デイサービスまぶちの家。

インターナショナルで季節色豊かなメニューとビール、
ワイン、
お

平成２７年４月にオープンしました。針灸、指圧、
マッサージによ

好みのカクテルなど

るボディケア。カ

を御用意。気安く気

ラオケでストレス

軽に飲んで食べて

発散。癒しのくつ

おすすめパスタランチ1,400円

談笑し、
ああ楽しかっ

ろぎスペースでリ

たというひとときをお

ラックス。地下水

過ごしいただければ

を利用した入浴。

幸いです。昼：12時

無料のお試し体

〜15時、夜：18時〜

験実施中。問合

23時、
不定休。

せ、
ご見学ＯＫ。

ターヴォラ カルダ プレゴ・ドゥエ

㈱ハイエスト

〒420-0031 静岡市静岡市葵区呉服町2丁目5-3 E-1ビル2F(市
役所むかい)
TEL＆FAX 054-273-6139

〒422-8066 静岡市駿河区泉町5-27
TEL 054-287-4878 FAX 054-287-4933
http://www.highest-mt.co.jp

静岡限定ビール 静岡麦酒〈缶〉

当商工会議所が事務局の徳川家康公顕彰四百年記念事業推進委員会では、
事務局の徳川家康公顕彰四百年記念事業推進委員会では、
家康公四百年祭を推進する事業や商品に家康公四百年祭のシンボルマークを
推進する事業や商品に家康公四百年祭のシンボルマークを
活用いただいています。
ます ここではその一部をご紹介いたします。
ここではその 部をご紹介いたします
家康公四百年祭の概要やシンボルマークの使用申請等については、家康公四百
年祭HP（http://www.ieyasu400.com）
をご覧ください。

※7月28日（火）数量限定で発売

サッポロビール㈱

［問合せ先］静岡商工会議所 家康公四百年祭推進室（TEL：253-5111）

http://www.sapporobeer.jp/

家康公伝説いちごブッセ

葵きんつば羊かん、葵だいだい
羊かん、茶寿飴

銘菓「駿府城最中」

土産菓子「お茶とろろまんじゅう」
「駿
府饅頭」
「富士山静岡茶カスタード
ケーキ駿府」
「駿府酒むし饅頭」他

㈱一富士製菓

㈲望月茶飴本舗

㈲秋月堂

東海製菓㈱

TEL.054-282-9118

TEL.054-254-8088

TEL.054-364-4670

TEL.054-245-2365

徳川家康ミートソースセット

半生そば「家康公400年祭 茶そば」、 ホテルシェフと専門医がつくった
梅入り 純金茶、和菓子「家康カステ
低糖ロールケーキ「いとをかし」
静岡定番セット
（苺、お茶、みかん各２）
ラまんじゅう」他

金箔入り玉露茶飴

はごろもフーズ㈱

㈱長登屋

ホテルクエスト清水

㈱ミホミ

TEL.054-354-5000

TEL.054-654-4711

TEL.054-366-7101

TEL.0120-041-525

久能山東照宮宮司様命名「家康公狩場御
膳」は鯛の天婦羅がメイン。
「家康公狩場
弁当」
「家康公狩場味噌」
「鯛めし」他

徳川家康公顕彰四百年記念特別
料理〈ゆかり膳・大御所会席〉

徳川埋蔵金弁当

一富士二鷹三なすび弁当、富士鷹な
すびの一本漬け、茄子の花 無庵 家
康公顕彰四百年記念「葵コース」他

日本料理 うおかね

㈱日本平ホテル

㈱天神屋

㈱なすび

TEL.054-252-0394

TEL.054-335-1131

TEL.054-626-2428

TEL.054-354-1138

静岡茶「葵じまん」

大御所熟成茶、静岡本山茶

国宝久能山東照宮 献上だし

天女もよろこぶ磯とろご飯

静岡市農業協同組合 茶業センター

竹沢製茶㈱

㈲西尾商店

㈱磯駒海苔

TEL.054-272-2111

TEL.054-271-3355

TEL.054-388-2341

TEL.054-259-8018

駿府城・久能山東照宮・浜松城
クラフトキット

うるしの和紙グラス（葵紋）

かんばら「いわしカレー」、
「活き
桜えび」

キリン一番搾り 家康公四百年祭
デザインびん（中びん）※完売しました

㈲川崎印刷紙工

鳥羽漆芸

㈲やましち

キリンビールマーケティング㈱静岡支社

TEL.054-271-5521

TEL.054-285-1177

TEL.054-388-2263

TEL.054-254-8167

経木組細工

徳川家康公が愛用しためがねの
レプリカ

1/150 静岡鉄道1000形「家康」
ラッピングデカール

静岡中央新聞販売㈱

㈲ももぞの沖工務店

静岡県眼鏡商業協同組合

㈲プラッツ

TEL.054-255-1331

TEL.054-259-3456

TEL.054-285-1663

TEL.054-345-2047

静岡市内転入者用パンフレット
「静岡ナビ」

だいいちテレビ６時間リレーマ 駿府家康村
ラソン（10/10開催）
（NEOPASA静岡〈上り〉）

※商品は車体に貼るデカールシールのみ。電車は要別途購入

「家康公四百年祭事業」に関連する
静岡銀行インターネット支店
情報誌・観光パンフ・広報誌等を、
「四百年祭限定デザインカード」 電子書籍化し、無料NET公開中！

㈱静岡第一テレビ

中日本エクシス㈱

㈱静岡銀行インターネット支店

星光社印刷㈱「Shizuoka ebooks」

TEL.054-283-8115

TEL.054-653-3226

TEL.0120-72-0312

TEL.054-284-9100

家康公ゆかりの清水港 絶景の旅
駿河湾めぐり

第２回しずてつバス沿線ウォーキン
グ、定期観光バス「するが満喫コー
ス」他

家康公四百年祭記念「ロープウェイ
往復＆久能山東照宮拝観券付き宿泊
プラン」

新静岡セノバ来館ポイント付与サー
ビス「セノバの小判モノガタリ」

㈱エスパルスドリームフェリー

しずてつジャストライン㈱

静鉄ホテルプレジオ

静鉄プロパティマネジメント㈱

TEL.054-353-2222

TEL.054-267-5115

http://www.hotel-prezio.co.jp/

TEL.054-266-7019

東海道五十三次ウォーク

２０１５年は家康公顕彰四百年！推進旅行企画

Traveling静岡

※第１回は６月７日に駿府城公園よりスタート！
！

㈱ジェイアール東海ツアーズ

東海道の美景と家康公の足跡を巡る旅

アイワ不動産チャリティコンサート実行委員会

㈱SBSプロモーション

東海旅客鉄道㈱

TEL.054-253-3911

TEL.054-260-7902

・ジェイアール東海ツアーズホームページ
URL . http://www.jrtours.co.jp/
・JR 東海 50 歳からの旅クラブ「50+（フィフティプラス）」
URL . http://jr50plus.jp/

徳川家康公400年記念song
作詞 南荘宏、佐々木智子
作曲 南荘宏

家康公四百年祭事業・徳川家康公顕彰四百年記念事業市民参画事業
後援：静岡市教育委員会・家康公四百年祭推進委員会

未来へ響け！徳川家康公400年
記念song

TEL.050-3772-3910

