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

ハイセンスなアレンジ商品でご提案致します

売場にこだわるちょっと本気のネットショップ

店内は見て楽しく、やって楽しめる体験教室を実施中です。

定期購入、越境販売まで標準対

これからは、
クリスマスリースはいかがですか？講習費込で3千

応の高機能ネットショップ制作サ

円からできます。
その他北海道直送

ービス
「ウルトコ」
がスタート。専用

男爵イモのキタアカリを限定販売中

SSL込み、
カスタマイズ可能（オ
プション）
で小規模〜大規模サイ

〜是非一度ご来店下さい。

トまで対応いたします。パートナー
も募集中！

初期162,000円
（税込）
〜
月額32,400円
（税込）
〜

フラワーショップ ソレイユ 六本木

㈱あんどぷらす

〒422-8076 静岡市駿河区八幡1-5-32（静ガス本社南隣り）
TEL＆FAX 054-284-2133
http://www.soleil-roppongi.com

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-3芝田ビル3階B
TEL 054-260-7236 FAX 054-260-7237
http://ultoco.com/

日本酒・焼酎多数有！料理の味も良いあんばい

地震から家族を守る鉄筋コンクリート住宅

新鮮な魚介や旬の野菜の味を活かし、店主の創作アイデアが

色褪せない恒久的な美しさと圧倒的な基本性能を誇るデザイ

アクセントになった

ンワークスの R C

逸品揃い。料理に

住 宅 。1 階 R C 造

合わせるお酒も充

+ 2 階 木 造とした

実の品揃え。特に

高コストパフォーマ

焼酎は自らも焼酎

ンスのDC-Style

が好きという店主

も人気です。初期

自らが厳 選 、通を

プランニング無料

唸らせる幻の銘柄

です。是非お問合

にも出会えます。

せ下さい！

食彩いろいろ あんばい

㈱デザインワークス

〒420-0032 静岡市葵区両替町2-7-16
TEL＆FAX 054-205-5770

〒424-0037 静岡市清水区袖師町575-1
TEL 054-368-5011 FAX 054-368-5252
http://designworks-act.co.jp

業務用エアコンの電気料をα-ＨＴで15%以上削減

静岡駅すぐのシェアカー/遺伝子検査

驚異の省エネ効果があるα−ＨＴはメンテ、
ランニングコストが

貸出し・返却・給油の手間不要。ベンツＣワゴンを15分税込

不要で耐用年数は10年以上。
しかも豊田グループが総販売

206円〜でレンタル。
「アース・カー」会員登録して下さい。／Ｄ

元なので品質にも自信があります。正規代理店は県内では弊

ｅＮＡライフサイエンスの280項目遺伝子検査税別29,800円。

社のみとなります。

ＱＵＯカード3,000円分進呈ＣＰ中！お電話ください。

特価410,400円
（税込）

㈱KAZ企画

㈱はなすず

〒424-0008 静岡市清水区押切63-3-101
TEL 054-340-7877 FAX 054-368-4056
http://kazkikaku.co.jp/

〒422-8041 静岡市駿河区中田4-7-12-407
TEL 090-3389-0019 FAX 054-286-6814

せんべい・
あられの販売
今年で創業65年。国産米にこだ
わったせんべい・あられを製造・販
売しております。1袋216円の袋
詰め商品を2日間限定の特別価
格・3袋500円
（税込）
で販売。

産業フェアしずおか 2015

入場 無 料

静岡商工会議所ショッピングストリート
産業フェアしずおかは、今年も特産・農産品の販売やキャラクターショー・
お 笑 い ライブ など 楽し い
企 画 が 盛りだくさん！静岡
商工会議所ショッピングスト
リートコーナーも会員企 業
自慢のお買い得商品をたく
さんご用意して皆様のご来場
をお待ちしております。

伊奈せんべい
〒422-8063 静岡市駿河区馬渕3-13-30
TEL 054-281-6978 FAX 054-281-6998

久能山東照宮 献上焼海苔
徳川家康公顕彰四百
年祭の記念品に相応し
い、風味・口どけ良い九
州有明海産原料を使用
した焼海苔です。他、海
産農産乾物、食料品を
問屋価格にて特別販売
致します。

日時：平成27年11月28日
（土）
・29日
（日）9：30〜16：00
場所：ツインメッセ静岡 ※静岡駅南口からツインメッセ静岡間で無料シャトルバスが運行されます。
問合せ先：マーケティング支援室（253-5113）

究極のコミュニケーションスキル【素質論】体験
【素質論】
とは生年月日
を基にした【帝王学】の
中の人心掌握術。最高
のパートナー、
コミュニケ
ーションの達人、収入ア
ップ！家族円満！もっと！ず
っと !!うまくいく !!今す
ぐ、体験を。

素質論とは…
目に見えない心的傾向性を、生年月日をもと
に統計化した人間関係論

小倉屋㈱

㈱R.C.C TRADE

〒420-0922 静岡市葵区流通センター5-6
TEL 054-263-2581 FAX 054-263-2510

〒422-8002 静岡市駿河区谷田2-13
TEL 054-689-2932 FAX 054-689-2933

静 岡 県 産 抹 茶 使用
の商品集合！
！

静岡市初の
クラフトビール

老舗製茶問屋が厳選した静岡
県産抹茶を贅沢に使用した商品
を当日ご案内いたします。濃厚な
抹茶の味・風味を是非、
お楽しみ
下さい。

静岡市で初のクラフトビール醸
造所「AOI BREWING」
は、
豊か
な香りや味わいが楽しめるエール
ビールを中心に、様々なタイプを
造っており、
その中の樽生ビール
2種類が楽しめますよ。

㈱小柳津清一商店

AOI BREWING

〒421-0101 静岡市駿河区向敷地1198-1
TEL 054-669-5057 FAX 054-259-6869

〒420-0868 静岡市葵区宮ケ崎町30
TEL 054-294-8911 FAX 054-294-8911

お肌に優しいオリジナル化粧品

天然石を利用した小物販売

沖縄久米島海洋深層
水をベースに美 肌 作り
に良いと言われている沖
縄産天然素材と最新の
原料で作ったお肌に優
しいオリジナル化粧品

当社は墓石販売がメイ
ンですが、石を身近に
感じて頂きたく
「Stone
in Life」
（石のある生
活）
をかかげて販売し
ております。是非あなた
好みの石小物を見つ
けて下さい。

㈱花宝

いとう石工

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田1-9-43
TEL＆FAX 054-294-7095

〒421-0121 静岡市駿河区広野3-17-20
TEL 054-266-3818 FAX 054-266-3817

イカすみの焼きそば麺＆串焼き

花粉の季節「すぎ・ひのきドリンク」

イカすみの麺を海鮮塩タ
レで炒め、
あっさりしてい
てとてもコクのある焼き
そばです。歯に色はつき
ません。大好評の串焼き
も販売いたします。

飲んですぐ納得！春のム
ズムズ、
こんな敏感体質
から解放する。国民の多
くが憂鬱な春を送ってい
ますが、杉と桧のエキス
を飲むだけのお手軽ドリ
ンクで明るい春を取り戻
します。

串焼さの竹

㈱カミナリヤ

〒422-8033 静岡市駿河区登呂4-19-2-201
TEL 054-260-6211 FAX 054-260-6211

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-7-24育英会ビル5F
TEL 054-275-0980 FAX 054-275-0981

元気の源「熟成黒に
んにく」静岡で製造！

駿府城・久能山東照宮クラフトキット

最高品質の黒にんにくを求め、
素材・製法にこだわった当社の
黒にんにくは甘くてフルーティー
な味わいです。にんにくが苦手な
方や臭いが気になる方でも安心
してお召し上がり頂けます。

ペーパークラフトでお城
を作りました。この商品
は地場産品の商品とコ
ラボして今話題の駿府
城で地域活性や販売拡
大に繋がればと思い販
売致しました。

㈱静岡パワープラス

㈲川崎印刷紙工

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

〒420-0944 静岡市葵区新伝馬1-5-14
TEL 054-271-5521 FAX 054-273-5093

洋服が大好きな人、集まれ！
！

冷めても
美味しい珈琲

アパレルの小売をしてま
す！今回も洋服をはじめと
するファッション関連商
品を多数揃えてます。産
業フェア価格になってま
すので皆さんに喜んでい
ただけます！
！

美味しい珈琲の見分け方をご存
じですか？それは淹れてから時間
が経っても味が落ちないことで
す。珈琲の国際審査会では冷め
ても美味しい物が評価されます。
それを是非味わって下さい。

㈲JULIA

創作珈琲工房くれあーる

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町4-8ガーデンスクエア第3ビル9F
TEL 054-252-4560 FAX 054-252-4328

〒422-8076 静岡市駿河区八幡3-5-4
TEL 054-654-8302 FAX 054-340-8078

イギリス雑貨･菓子･食品大特価！

付け爪なのに
手が洗える！
！

イギリスで大ブームの雑
貨・菓子･食品を直輸入
販売いたします。
ビートル
ズグッズを初め、
おいしい
クッキー、
キャンディ、A１
ステーキソースを格安に
て販売いいたします。

簡単に取り外しの出来るネイル
チップ。
ブライダルのお色直しで
ネイルもお着替えできて大好評
です。爪を傷めない安全・安心ネ
イル。お子様用ネイルもご用意し
ています。

㈱ショージ

GORDI

〒424-0871 静岡市清水区上原2-5-10
TEL 054-348-1178 FAX 054-348-1176

〒422-8033 静岡市駿河区登呂1-16-41
TEL 054-374-3236 FAX 054-285-0329

オリジナル雑貨を
販売します！

心地良い、和柄
プリントの木綿服

ハンドメイドの温もりのあるオリジ
ナル雑貨が並びます。アウトレッ
トのお得なルームシューズやハン
ドメイドニットのアイテムもオススメ
です！orbオリジナル雑貨が盛り
沢山です！

タイ・チェンマイの現地法人で生
産しているオリジナルデザイン衣
料、雑貨です。ゆとりある和テイス
トの衣料は心地良く、着る方の個
性を引き立てます。スペシャル価
格でのご提供です。

orb
〔オーブ〕
（㈲デイジー）

ブティックSARASA
［更紗］
（㈱シルバーロード）

〒420-0061 静岡市葵区新富町2-1-1松永ビル
Mail:info@deizi.co.jp

〒424-0817 静岡市清水区銀座9-11
TEL＆FAX 054-367-2870

「自然の恵みを
おいしさに」
私たちは、昭和５２年に設立し、
食は自然に勝るものなしという基
本を忠実に、
しじみスープ、
じゃり
豆、
おつまみしじみ等お客様にご
満足いただける商品の開発に
日々努力しております。

深むし茶の詰め放題
毎 年 皆 様 に大 好 評で
す。①深むし煎茶（味も
香りも良く、
２度３度飲め
ます）②深蒸し棒茶（茎
の香気とさっぱりした味
が味わえます）③深むし
粉茶（濃い甘味と渋味
が味わえます）

東海農産㈱

深むし茶の仙寿園

〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2382-4
TEL 054-276-0011 FAX 054-276-0176

〒420-0017 静岡市葵区黒金町60
TEL 054-255-0970 FAX 054-255-0548

「富士山溶岩焙煎珈琲」の魅力！

なめらか＆ヘルシー！心太ぷりん

おかげさまで創業６６年。
当店は世界中から厳選
した「スペシャルティコー
ヒー豆 」を4 方 式 焙 煎
（熱風式、直火式、炭火
焼、溶岩焙煎）
より吟味
し、
「 本格自家焙煎 」
を
行っております。

スイーツは大好きだけど、
カロリーが気になる方に
おすすめ
「心太
（ところて
ん）ぷりん」。なめらかな
プリンとしての美味しさも
抜群です。新たな製法で
県 知 事 認 定の経 営 革
新商品です。

㈲トクナガコーヒー

㈲大信

〒424-0806 静岡市清水区辻4-8-20
TEL 054-366-6395 FAX 054-363-1155

〒421-0122 静岡市駿河区用宗2-15-31
TEL 054-259-2234 FAX 054-259-2254

韓国屋台

静岡のイイもの

韓国のり巻き、豚足、
ちぢみ、竜
のひげ等、本場の韓国料理を味
わえます。尚、当日エンピツ画ア
ートも飾ってあるので、見に来て
ね！
（結構好評です！）

西伊豆の佐野製麺さんから、黒
い麺でインパクトのある海賊焼
を。また、沼津・西浦のみかん農
家さんより、濃厚なのにさっぱりと
した、
くぼたさんちのみかんジュー
スをご紹介します。

豊川商店

中小企業診断士玉置事務所

〒420-0875 静岡市葵区美川町9-30
TEL 054-252-7153 FAX 054-252-7153

〒420-0035 静岡市葵区七間町10-8松風堂ビル301
TEL 090-4210-1008 FAX 050-3153-2890

ハーブが苦手な方にオススメ

今年はPOP柄も増えました!!

南伊豆で自家栽培され
たカモミールをベースに、
伊豆特産のニューサマ
ーオレンジをまるごと、
た
っぷり使用したブレンド
ハーブティーを新発売し
ました。ぜひ、お楽しみく
ださい。

畳 縁バッグは続々と新
柄がデビュー！また、従来
通りオーダー製作も人気
です。地肌に触れる畳表
は生産過程がはっきりし
た日本国産の畳表をお
勧めしています。

薬陽園

㈲畳利 西村畳店

〒421-0101 静岡市駿河区向敷地93-4
TEL 080-5292-3265 FAX 054-258-1705

〒420-0886 静岡市葵区大岩4-25-33
TEL 054-246-1039 FAX 054-247-8780

お薬屋さんの
ダイエット

X'masリース＆
しめ飾り

代謝を上げ、免疫力を高め、
リバ
ウンドしないダイエット。健康増進
アンチエイジングを提供します。

プリザーブドフラワーなどを使用し
たリース、
アレンジメント販売を致
します。香りを楽しんでいただき
リースやしめ飾りのワークショップ
も開きます。皆様のお越しをおま
ちしています。

和漢薬局さかき自然館

ブルーインミッチェル

〒424-0884 静岡市駿河区向敷地1198-1
TEL 054-345-0005 FAX 054-348-7365

〒４２０−０８８５ 静岡市葵区大岩町2-60-103
TEL 090-8679-4416 FAX 054-247-8377

岩手から天然の
和グルミ

長兵衛®のデスク＆チェア「座・楽○」

岩手では昔から和グルミを料理
や菓子に使ってきました。美味し
いことを｢くるみ味がする｣と言う
ほどです。オメガ３たっぷりの和グ
ルミをどうぞ。殻付き、
むき実、お
菓子、
お酒など。
（一社）
SAVE IWATE

用途に合わせてタイプは
2種類。和室はもちろん
洋室にもおしゃれな和の
アイテム。使い方は個性
に合せ自由自在。天然イ
草はＪＡ熊 本 産 の 1 等
品 、台 座は耐 久 性ある
赤松の集成材です。
㈱松永畳店

〒020-0816 盛岡市中野1-10-31
TEL 019-601-6482 FAX 019-601-6483

〒420-0032 静岡市葵区両替町1-6-8第1松永ビル601
TEL 054-254-0630 FAX 054-254-6300

静岡市清水産業・情報
プラザ入居者が合同出店

栗の美味しさを堪能、秋の生どら！

静岡市清水産業・情報プラザは、起業
家、創業者の育成を通じた産業振興
や、産学官による連携交流などに取組
んでいます。
プラザ内創業者育成室の
入居者による事業ＰＲ・商品販売を行
います。

くさデカ年間ランキング
第一位、夢どら(生どら)
は、定番4種、季節限定
の味など10種の味が楽
しめるケーキのようなどら
焼。実りの秋、栗芋の老
舗こだわりのスイーツも
ご堪能あれ

静岡市清水産業・情報プラザ

㈱三坂屋

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
TEL 054-355-5400 FAX 054-352-7817

〒420-0001 静岡市葵区井宮町138
TEL 054-271-2411 FAX 054-271-2543

