くり・伝 統 産 業フェア2 015
オリジナル木製小物製作いたします
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
オリジナル製作
をいたします。
お子様向けギフ
ト商品をホーム
ページにてご案
内しています。

5,400円
（税込）

『家康公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2015（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11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。

㈲ウッドニー
11月7日(土)〜15日（日）10時〜18時<水曜休館>
インテリアショップＯＲＡＮＤＡ−ＫＡＮ ３階
（駿河区津島町16-20）

〒421-1222 静岡市葵区産女1031-7
TEL 054-297-5180 FAX 054-297-5181
http://www16.plala.or.jp/woodny/

あい

せい

かい

"あられ組み"木箱加工の手法を使ったスツール

静岡手創り会 相星会

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。

相星会は、家具、仏壇、彫刻、家紋、経木組細工、木製品を

この組み方をスツールに取り入れ、

製作する職人で構成されております。異業種の職人が情

強度を高めています。座面の穴に指

報交換し合いながら技術向上に努めています。今回のフェ

を入れ、容易に移動できます。
「タモ

アには㈲ももぞの沖工務

無垢材のスツ

店 、山 梨 木 工 、下 島 木

ール」キッチ

工 、彫 刻のさいとうの４

ン周りでオス

社が出展します。お客様

スメです。

のご意見を伺えることを
楽しみにしております。

15,900円
（税込）

㈱岳南木工商会

静岡特産工業協会加盟 相星会

〒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

〒421-0133 静岡市駿河区鎌田402-1
TEL＆FAX 054-259-9815（彫刻のさいとう）
MOBILE 090-8866-4296

家具の
修理・再生
ご相談下さい！

一般住宅建具から社寺の修復まで幅広く対応します
一般住宅施工に長く係わり、
その住宅に合った建具を製作し
ます。障子・襖はもとより、

家具製造の技術を生

扉等の新たな企画を考

かして古い家具の塗り

え、施主様の要望に応

直しや椅子クッションの

えられるようお受け致し

貼り替えなどの修理・

ます。近年は国宝や県・

再生サービスもしてい

市の重 要 文 化 財の研

ます。

修に参加し、社寺修復
技術を学んでおります。

㈱神谷家具

青島建具工業㈱

〒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

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

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

伝統技術に現代感覚を
取り入れた駿河藍染

静岡漆器工業協同組合
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

藍は愛。唐草模様を巧みに使っ

て全国的にも有名で

たバッグや、
のれん、小物など現

した。伝統に甘んじ

在の生活に見合った作品を一

ることなく、新しい塗

つ一つ愛情込めて製作してい

を創 作し新 素 材に

ます。

生かすなど、現代生
活にマッチした新し
い漆器への可能性
を追求しています。

藍染手提げバック 8,640円
（税込）

駿河藍染 増田あいぜん工房

静岡漆器工業協同組合

〒422-8042 静岡市駿河区石田1-11-4
TEL 054-285-6915 FAX 054-285-6918

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

昔懐かしい民芸家具

おもいでばこ
「念々」

ねん ねん

飾り金具が重量感を醸し出します。

古語ではひとつひとつの思い、
大切な瞬間を
「念々」
といいます。

引き出しは桐材を使用。湿気から衣

侘び寂びの心を秘めた−
「竹」。木目が美しい孟宗竹の写真

類を守ります。

立て。
自然からの贈りもの−
「草木染め」。色合いがやさしい草

洋間に置いて

木染の手漉き箱。
こ

もお洒 落な雰

のおもいでばこは、

囲気を演出で

写真立てとあわせて

きます。

大切な手紙や葉書
を仕舞う箱としてお
４，
３００円
（税別）

使いいただけます。

ヤマカ産業㈱

小さな野はらの樹

〒422-8064 静岡市駿河区新川１-１４-２３
TEL 054-283-4161 FAX 054-285-2160
http://www.yamaka.ne.jp/

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

玄関履 駿河彫

蒔絵の赤富士と三保の松原の絵柄のマウスパッド

足入れがとても良く、
玄関先でちょっと履くのに便利です。

蒔絵師によって描かれた、
赤富士と三保の松原の絵柄のマウ

駿河彫はインテリアにもなります！

スパッドです。蒔絵
の上から何回もポ
リという塗料でコー
ティングしてある
為、傷つく事なくご
使 用 い た だ けま
す。飾ってもお楽し

男性用 各４，
８６０円
（税込）

女性用 各４，
３２０円
（税込）

定価３，
５００円(税込)

安井庚太郎商店

城東漆器

〒４２０−００６８ 静岡市葵区田町３-４２
TEL 054-252-7656 FAX 054-273-3800

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

みいただけます。

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

CHANGEと共に変化を

「和三盆ぷりん」年末年始限定赤富士の掛紙

10月上旬OPENのプライベートジムです。加圧・ウエイトトレー

ご好評頂いている「和

ニング、姿勢改善、食生活アドバイス、遺伝子検査等、
目的に

三盆ぷりん」、今月下旬

合わせた運動プログラムをご提供。皆様が自分の理想に変わ

から年末年始限定にて

るようバックアップ致します。

おめでたい「赤富士」の
パッケージにてご用意
致します。
「静岡茶ぷり
ん」
とのお詰合は伊勢
丹本支店のギフトセンタ
ーでもお求め頂けます。
各1個 335円
（税込）

パーソナルウェルネスジム CHANGE（㈱ライフパートナーズ）

風土菓庵原屋
（㈲清水庵原屋）

〒420-0816 静岡市葵区沓谷5-5-7丹下ビル沓谷2F
TEL 054-208-1107 FAX 054-208-1108

〒424-0817 静岡市清水区銀座14-14
TEL 054-366-1022 FAX 054-366-1116
http://www.ihara8.com

簡単な英会話くらい
喋れるようになりたい！

秋の経営者大學2015
〜優秀な社員が辞めない７つの仕組み〜【10/22
（木）
静岡

英会話
（旅行、
日常生活、接客）

商工会議所

を丁寧指導いたします。週１回

岡事務所会館】
お

静

５０分（ 毎月曜 1 4 : 3 0〜又は

申込 方 法は弊 社

16:40〜初心者コース）
で月謝

ホームページ
（「Ｎ

￥3,900。

ＢＣコンサルタン

教室：村松中自治会館

ツ」で検索）
よりお

留学５年指導歴20年

申込みいただくか、

永渕實 090-2921-4808

お電話ください。

月謝3,900円
（税込）

1名様3,000円
（税込）

イーズィー イングリッシュ

NBCコンサルタンツ㈱

〒424-0876 静岡市清水区馬走北5-17-505
TEL 054-344-3986 FAX 054-344-1860

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-19-1NBC市谷田町ビル2F
TEL 0120-677-721 FAX 0120-017-073
http://www.nbc-consul.co.jp/

異臭分析・異物分析おまかせください！

10/23〜11/8珈琲を愉しむ器展

お客様の「困った」
をサポートします！
！食品や包材など、
におい

もくぺれ×GALLERY kinoオープン1周年を祝し
『珈琲を愉し

や異物に関するお困り事がございましたらお気軽にご相談くだ

む器展』
を開催い

さい。
クレームの対応をはじめ、
製品開発のサポートまでトータル

たします。10/25

に対応いたします。

は鳥仙珈琲出店し
ます。出展陶芸作
家：鈴 木 進・高 田
かえ・小峠貴美子・
片瀬和宏・小林敦
ほか
500〜6,000円
（税込）

大和サービス㈱

もくぺれ×GALLERY kino

〒424-8648 静岡市清水区中之郷3-6-1
TEL 054-348-9130 FAX 054-348-9134
http://www.d-sv.co.jp/

〒424-0879 静岡市清水区有度本町5-18
TEL 054-368-7023 FAX 054-368-7023
http://www.mokupere.com/

静 岡 市 清 水 産 業・
情 報 プラザ に

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

起 業 家 入 居 中！

静岡市清水産業・情報プラザでは、静岡市の起業家、創業者の育成を通じて産業
の育成を通じて産
産業
の振興を図るため、
これから起業しようとしている方や創業から５年以内の方を対
象とした創業者育成室を設けています。
大小あわせて３２部屋のうち、
２５社２９室の起業家が入居しています
（9/1現在）
。
入居者交流事業として、
講師を招いての研修会・交流会
（年９回）
や、
地域の方々との交
流と、
入居者の事業ＰＲを目的とした創業者フェア
（年１回）
などを開催しております。
平成１４年にオープンした創業者育成室の卒業者は約１００社を数え、研修会・
交流会では現入居者とＯＢが交流を深めたり、情報交換を行うなど、育成室のネット
ワークが静岡市内はもとより県内外にまで広がっています。
今月号より複数回に渡り、入居者の方々のご紹介を行います。

・講師を招いた研修会

・昨年の秋の祭典＆創業者フェアのようす（H２６.１１.２９〜３０）

「産学官交流」講演会も
開 催しています！
高校や大学といった教育機関と民
間企業の産学官連携を推進してい
ます。先生方による研究事例の発表
会を定期的に開催し、交流を深めて
います。
・当プラザのほか高校や大学でも開催しています。

詳しくは
清水産業情報プラザ

問合せ先

静岡商工会議所 新産業課 TEL:355-5400 静岡市清水区相生町6-17

製品開発の頼れるパートナーを目指します。
プロダクト・グラフィック・ロゴなどのデザインから2D/3DCG制作、

持ち運び可能な簡易塗装ブースの販売
英国カークーン社の日本販売元として、車やバイクのサビを防

デザインコンサルタントまで、
お客様のニーズに合わせて行っており

止する特殊ボディ

ます。
また、
照明用光学レンズも開発できるユニークな会社です。

カバー
「カークーン」
を取り扱っています。
簡易塗装・クリーン
ブース
「ワークステ
ーション」
は普通車
で持ち運び可能な
コンパクトサイズ！

㈱テラデザインスタジオ

㈱クフウ

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-604号室
TEL 054-351-1131
http://tera-design.daa.jp

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-601号室
TEL 054-353-0300
http://carcoon.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

Cpstyleであなたのお店を紹介しませんか？
Cpstyle静岡市というポータルサイトを運営しています。携帯・

合理的な施設園芸を通して日本を発展させよう
植物の純光合成速度を最大にするように温室内の環境を制
御するシステムを開 発・

スマホ・PCどの端末からでも見られる情報ページを作れて、
SNS

販売する企業です。世界

やブログとの連携も出来ます。
しかも月々の広告宣伝費が

初の温室作物環境計算

大手の1/10以下。

ソフト(DM-CALC)や、温
室内に取り付ける各種セ
ンサーや制御
機も開発して
います。

10,800円
（税込）

㈱レバレッジエージェント

㈱ダブルエム

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-616号室
TEL 054-376-5267 FAX 054-376-5268
http://leverage-agent.com

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-606号室
TEL 050-5580-9890
http://double-m-inc.weebly.com/

モノを通してものづくり文化を広める

ありがとうをカタチに♪

テレビ、
ネットでよく中国のお客様の爆買いが見られますが、
これは

『ありがとう』
をちゃんと伝えたい。
そんな方々のためのデザインオ

日本の品質に信頼を置いているからです。モノを通してものづくり

フィスです。結婚式等での生い立ち・祝福ムービー、
家族や友人

文化を伝え、職人たちのモノに

へのプレゼント等々、思いを込めたオン

対する愛情と、
モノを大切に使

リーワンギフト・演出を提供しています。

用する感情を広めていきます。

静達商事㈱

デザインオフィス Familiar-S

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-710号室
TEL＆FAX 054-355-1458

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-609号室
TEL 080-1554-4778 FAX 054-364-0628

安心・安全な
システム作りの
パートナー

韓国系小型音響部品の輸入販売会社です
私たちは、韓国の上場企業、
ＢＳＥ Ｃｏ．
，
ＬＴＤ．
の日本販売会社
です。携帯電話や、
自動車のナビゲーションで使われる、音声

安心・安全な水の提供 !特

認識やハンズフリー通話用のマイクロフォンを輸入して、
日本

許製法「ウェッジ・イオンセラ

国内のメーカーに販売を行っております。

ミック」により安 心 、安 全 、
ミネラル豊富なおいしい水を
水道水等から作ることがで
きます。お茶、
ご飯等おいしく
いただき自己治癒力を高め
特価5,800円
（税込）

ましょう。

BSE JAPAN㈱

カンキョウシステム㈱

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-716号室
TEL 054-355-4550 FAX 054-355-4551
http://www.bse-jp.com/company/

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-615号室
TEL 054-397-0517 FAX 054-397-0817
http://kankyo-system.jimdo.com/

