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

輸入:中国仕入代行 輸出:淘宝出品代行
出:淘宝出品代行

起 業 家 入 居 中！

想い・偲ぶ・祈りのカタチ
祈りのカタ
祈

当社は中国から仕入代行やOEM製造サポー
造 ポ ト致します。
致 ます コス

竹位牌セ
竹位牌
牌 ット
「さ
「 いごの贈り
ご
もの」
」
は、
直筆のメッセージと位牌、
牌 生

トダウン、新規商品の開発も相談にのります。輸出では御社の

きた証を家族への「贈りもの」
として残せます。新たな試み、
ここ
ろに寄り添うものづくり
「竹樹

自慢の商品を中国最大のネット通販「淘宝」に出品致します。
興味がある方はご連絡ください。

bamboo tree」
はHPにて今秋
より始動。

Hisカンパニー

小さな野はらの樹

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-703号室
TEL 054-388-9088

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

日本専門ランド ＧＯＯＤＪＡＰＡＮＴＯＵＲ
韓国旅行者を日本に送客するインバウンド事業を中心に旅行

もっとも身近な“街 の
海外ビジネス相談員

商品開発時、
静岡および日本全国に関してもっと早い情報と多

明けましておめでとうございます。

様なホテルなどを提供しています。

TPP大筋合意やASEAN経済
共同体発足などで、
「 海外」
は全
ての業種においてビジネスチャン
スの溢れる魅力的で身近な存在
となります。
この機会をとらえて共
に船出しましょう。

GOOD JAPAN TOUR ㈱

㈱ありがとう

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-705号室
TEL 054-355-0200 FAX 054-355-0220

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-612号室
TEL 054-351-6165 FAX 054-351-6165

営業力を強化して売上拡大へ

安心価格で婚活を！出会いをサポート

様々な企業の営業代

婚活したいけれど一歩踏み出せないという方へ。本当に安全な

行及び現場での営業

相談所で出会いを探してみませんか？あなたの不安な気持ちに

指導、
また営業に対

すべてお答します。結婚し

する考え方について

たい時がまさに適 齢 期 。

セミナーを行っており

婚活は一瞬、

ます。営業は会社売

結 婚は一 生

上の一番のカギとな

です！

る部分。そのサポート
をする事で、安定した

トライアル
5,400円
（税込）

売上に貢献します。
合同会社AQUA SOL

YOOブライダル

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-713号室
TEL 054-368-4324 FAX 054-368-4334
http://www.aquasol.co.jp

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-702号室
TEL 080-9728-1713
http://www.yoo-bridal.com

募集について

例年、
６月〜７月末日にて該当年度の募集を行います。
・ユーザーの求める安全性や使い易さを形にしました。
・従来品を超える新鮮な機能と形をデザインしました。
・新しいライフスタイルをデザインしました。
・静岡の魅力や伝統を、身近に感じられるシーンを提案
します。
など、見た目の美しさだけではなく戦略的にデザインの要
素を取り入れた製品を開発した際にはぜひご応募下さい。

グッドデザインしずおか
受賞企業のご紹介

表彰について

戦略性、
審美性、
先進性、
社会性、
ユーザー性、
提案性
といった基準で審査し、評価の高かった製品を
「大賞
（県知事賞）」
「ユニバーサルデザイン賞」
「マネジメント
賞」
「文化賞」
「技術賞」
「奨励賞」
に決定します。
受 賞 メリット

選定品のデザインや販路開拓に対して専門家から1対1
でアドバイスを受けることができます。
また「県庁内やその他展示会場での展示」、
「 選定
品紹介パンフレットや静岡県ホームページでの紹介」
など支援メニューを多数ご用意しています。
問合せ先

口腔ケアカウンター
車椅子利用の方、片麻
痺の方、
腰が曲がった方
など、高齢者のための福
祉施設用口腔ケアカウ
ンター。利用者にとって
も、介護者にとっても使
いやすい形状・色にこだ
わって開発しました。

2015年 ユニバーサルデザイン賞

㈲環プロダクツ
〒421-0124 静岡市駿河区用宗城山町6-22
TEL 054-256-7145 FAX 054-256-7146

ANELLO チェア

2014年 大賞

ガクラフト

日本国内だけでなく、世界へ
発信できる高いデザイン性と
完成度を追求した回転椅子。
静岡の家具づくりの高度な
技術力を活かし、無垢材から
精度良く、滑らかな形状を削
り出して完成しました。

立体抄紙技術を活用した
額縁つき画用紙。平面部と
フレーム部が一体化した紙
画材であり、
フレーム部分も
含めてぬりえ
やイラストが
楽しめます。

2015年 文化賞

起立木工㈱

プラス産業㈱と㈱靜玄の共同受賞

〒422-8056 静岡市駿河区津島町16-20
TEL 054-283-6111 FAX 054-282-8021

〒420-0866 静岡市葵区西草深町6-34
TEL 054-266-4288 FAX 054-266-4289

静岡ぽち

Octagon coﬀee
table

2014年 技術賞

高い精度で立体的に紙を
漉く特殊技術「立体抄紙
技術 」で作った思わず手
にしてみたくなるミニのし
袋。富士山、桜エビ、金目
鯛などおめでたい静岡名
物を小さな紙ケースに仕
上げました。

2015年 技術賞

板金加工により、
日本の伝統と進
化をイメージして開発されたメタルテ
ーブル。
「無機質…もう、優しいだけ
じゃ物足りない」
をテーマに、金属
素材そのものの美しさを表現できる
形をデザインしました。

㈱靜玄

㈱山崎製作所

〒420-0866 静岡市葵区西草深町6-34
TEL 054-266-4288 FAX 054-266-4289

〒424-0065 静岡市清水区長崎241
TEL 054-345-2186 FAX 054-346-4392

2012年 大賞

2013年 文化賞

MUZEUM(ムゼウム)

Wall in Cabinet 書院

忙しい暮らしの中で、
ほっと手を合わせる自分のための時間と空間
が必要とされています。前面
の曲線とステージ背面、放射
状の孔雀張りが、無限性と
求心性を象徴した、椅子座
の暮らしに相応しい立位によ
る祈りの家具です。

2014年 奨励賞
Hero シリーズ
【ROBIT-ロビット-】

子ども達のお片づけを楽しく
する木製収納家具。子ども
達が進んで片づけしたくなる
ような仕掛けがたくさん詰ま
った製品です。

㈱吉蔵

㈱エテ

〒420-0016 静岡市葵区住吉町2-31
TEL 054-252-5243 FAX 054-251-6098

〒421-1217 静岡市葵区羽鳥本町7-25
TEL 054-276-0077 FAX 054-276-0089

Jyu-wan重椀

刺繍枠 Delphes

2013年 文化賞

2014年 奨励賞

簡単に使用でき、製作
途中でもインテリアにな
るデザイン性を持った刺
繍枠。刺繍をしたいが、
時間と技術力を要し、作
品完成まで置き場に困
るといった刺繍工程の
問題点を解決しました。

シンプルなデザインの中に、
日本の技と情緒を感じさせ
る木箱。四角い無垢材の三
段の木箱に、静岡の家具製
造技術を用い、丸底を削り
出すことで、驚きの動きを実
現しています。

中山家具㈱

㈱Apollon

〒421-1222 静岡市葵区産女1271-1
TEL 054-278-7190 FAX 054-278-9960

〒422-8051 静岡市駿河区中野新田402
TEL 050-1392-1221

TOUCH PEN
PRO

ハバック腕置きクッション
ハバック仰向き枕

2013年 技術賞

仕事から遊びまで、癖にな
る使い心地のスマートフォ
ン、
タブレット用タッチペン。
導電繊維の静電植毛技術
を用いて、反応の良さと滑
りの良さを実現しています。

2013年 ユニバーサルデザイン賞

高齢者の円背の改善・予防のために
開発された車椅子用腕置きクッション
と、仰向きでも寝姿勢が取れる枕。人間
工学に基づいた設計で、
フィット性と安
定性のある形状に仕上げています。

㈱AKAISHI

㈱丸井商事

〒421-0103 静岡市駿河区丸子6955-3
TEL 054-256-5551 FAX 054-256-5550

〒424-0045 静岡市清水区東大曲町4-18
TEL 054-366-1612 FAX 054-366-1738

Sui II（すい つー）

古材家具ikp

2013年 技術賞

音質の良さと、
日本の住まいにあ
ったサイズ、
インテリア性の高い
デザインを両
立させたスピー
カー。小型なが
らも広い音 域
をリアルに 再
現します。

2013年 マネジメント賞

古くて新しい、新しいのに使い
込まれた独特の風合いをもつデ
ザイン家具。建築現場から出る
足場板を、静岡の家具作りの技
術を活かして再利用しています。

プラス産業㈱

㈲関本家具装芸

〒422-8046 静岡市駿河区中島907-1
TEL 054-281-9870 FAX 054-286-6215

〒422-8056 静岡市駿河区津島町7-11
TEL 054-281-4741 FAX 054-284-3390

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

特許・商標に関する相談会を行っております。

社長様、人事部長様におすすめ賃金設計ソフト

商工会議所の専門指導

メニューから簡単操作。社長様、人事部長様の賃金の悩みを

員であり、静 岡 事 務 所 、

解決します。操作のほか、賃金設計の基本についても丁寧に

清水事務所、清水産業・

解説しています。体験版を

情報プラザにおいて無料

ダウンロードしてお試しくだ

特許・商標相談会を行っ

さい。年齢給・職能給、職

ております。詳しくは当事

務（ 役 割 ）給

務所のHPをご覧ください。

に対応してい

商工会議所にお電話で

ます。

事前にご予約ください。
21,600円
（税込）

吉川国際特許商標事務所

C&B経営コンサルティング

〒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

〒424-0038 静岡市清水区西久保213-1
TEL 054-368-7712 FAX 054-368-7786
http://www.cbkeiei-con.jp

経営の悩みは専門
家による無料相談
をご利用ください

社会人基礎力の
養成に取り組む
専門学校

税務、相続、M&A、人事労務、

本校は、産官学連携の実践

財務、業務改善など、経営全

的授業により、学生が専門

般から個人資産承継まで、幅

性に加え「 社 会 人 基 礎力

広い分野のセカンドオピニオ

（前に踏み出す力・考え抜く

ンとして専門家集団のアドバ

力・チームで働く力）」
を身に

イスをご提供。東京駅前の本

つけるよう取り組んでいます。

店チームと協働でお客 様を

人材採用の際には、
まず本

バックアップします。

校にご一報ください。

TOMAコンサルタンツグループ

静岡支店

〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-10第一生命静岡鉄道ビルディング2F
TEL 054-272-3322 FAX 054-272-3324
http://toma.co.jp

日本製の上質な素材の踊りたくなる子供服

学校法人静岡理工科大学 静岡デザイン専門学校
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2-19-15
TEL 054-252-1766 FAX 054-252-1968
http://www.sdc.ac.jp

実践的な商業デザインを学ぶ広告・WEBデザイン科

「踊りたくなる服」
というコ

「広告デザイン」
と
「Ｗｅｂデザ

ンセプトの基に、
「 LaLa

イン」
を中心に商業デザイン

Dress」
という自社ブランド

技術を基礎から学び、幅広く

を運営。“今 を大切にした

デザイン業界で活躍できる人

製品作りを心掛け、全国

材を育成。実際にＷｅｂサイト

約７０店舗のセレクトショ

やポスター、
リーフレット作成を

ップに卸売販売を行って

企業様と連携して作成して

いる。

います。

19,224円
（税込）

㈱dot.デザイン

学校法人静岡理工科大学 静岡産業技術専門学校

〒422-8005 静岡市駿河区池田244-1
TEL 054-294-7681 FAX 054-294-7683
http://laladress.jp

〒420-8537 静岡市葵区宮前町110-11
TEL 054-261-8222 FAX 054-248-6654
http://www.sangi.ac.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

健康・美容の相談薬局

冬はもちろん
夏でも美味しい
レモン鍋スープ

身体の不調、アレ
ルギー、持病、
ダイ

オレンジとレモンの自然交

エット、不妊など漢
方及び美容相談を

雑で誕生したという、爽やか

受けています。

な香りと酸味のマイヤーレモ

健康・美容に関する

ンから鍋スープができました。

不安や悩みがある

ヘルシーな鍋がサラダ感覚
で食べられます。夏は冷やし

方はご相談ください。

たスープに具材と氷を入れ
432円(税込)

て冷製鍋でどうぞ。

和漢薬局さかき自然館

石田缶詰㈱

〒424-0884 静岡市清水区草薙一里山10-11
TEL 054-345-0005 FAX 054-348-7365

〒425-0072 焼津市大住1176
TEL 054-624-6395 FAX 054-623-1357
http://www.ishida-can.com/

大丸松坂屋「お得意様ゴールドカード」入会のご案内

LittleGARDENでモノ創り
創作活動を通してモノ創りの楽しさを子供たちと分かち合う

大変便利でお得な
「お得意様ゴールドカード」入会のご案内で

kids scraft school

す。初年度は最

Little GARDEN。

大 1 0 %ご優 待

世 界 に一 つだけ

と年会費無料。

のオリジナル作品

専 属 係 員が お

3,000円
（税込）

を一緒に楽しみま

買 物 のお 手 伝

しよう♪ 体 験レッ

いをいたします。

スン随時募集中！

詳細については、

割引きサービスも

下 記 にお 問 い

実施中！

合せください。

Little GARDEN

松坂屋静岡店 お得意様営業部 新規顧客開拓

〒420-0025 静岡市葵区金座町1- 204
TEL 090-9933-0710
http://kids-littlegarden.com/

〒420-8560 静岡市葵区御幸町10-2
TEL 054-205-2016 FAX 054-205-2419
Mail：gaishou12@jfr.co.jp

アオイネオンCO2排出ゼロの看板【奨励賞】受賞

デジタルハリウッドSTUDIO静岡 開校！

第5回カーボン・オフセット大賞
（後援：環境省、経済産業省、農

Webクリエイティブス

林水産省）
におい

キルを学ぶ専門スクー

て、地球温暖化防

ルを御幸町に開講しま

止 に 貢 献 する

した。自社Webページ

CO2排出ゼロの

の制作・更新や、チラ

看板「カーボン・オ

シ・名刺等印刷物のデ

フセット・サイン」の

ザインまで対応できる

取 組が 評 価され

人材を育てます。研修

【 奨励賞 】
を受賞
しました。

も行っていますのでご
Webデザイナー専攻
（6ヶ月）486,000円
（税込）

活用・ご相談ください。

アオイネオン㈱

デジタルハリウッドSTUDIO 静岡（㈱アルバイトタイムス）

〒422-8076 静岡市駿河区八幡2-11-11
TEL 054-282-1221 FAX 054-285-5089
http://www.aoineon.com

〒420-0857 静岡市葵区御幸町6セントラルビル7階
TEL 0120-680-009 FAX 054-653-3390
http://school.dhw.co.jp/p/shizuoka/

