わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

印 刷 会 社のご紹 介

紙印刷からステッカー・看板まで

SINCE 1950

紙印刷はもちろん、
オリジナルステッカー・カッティングシート
・マグ

活字が生んだ文字の文

ネットシート・ウェアープリントからのぼり旗・横断幕・現場シート・

化を踏襲しつつ、変化し

看板等まで企画デザインか

進化し続けるコンピュー

らご提案いたします。是非お

タ技 術に、
グラフィック・

気軽にお問合せ下さい。

デザインを印刷表現す
る印刷会社です。60余
年の信頼と新たなる技
術に裏付けされた印刷
物を常に提供致します。

㈲サカエ印刷

㈲飯塚印刷

〒424-0808 静岡市清水区大手1-7-6
TEL 054-366-3596 FAX 054-367-3444
http://www.p-sakae.co.jp

〒420-0874 静岡市葵区辰起町４-21
TEL 054-271-6688 FAX 054-271-6913
http://www.iizuka-p.co.jp

静岡英文印刷です。

インバウンド対策で静岡を盛上げませんか？
ペーパーレスの時

インバウンド対策は出きていますか？ 創業６９年の実績を活

代だからこそ、印

かし、様々な外国語

刷 物 の 役目は 重

の翻訳・通訳はもち

要です！
！古き良き

ろん、
カタログ、チラ

モノにも、新しい感

シ、
メニューの印刷、

性にも対応してお

ホームページ、看板、

ります。
ご相談だけ

キャラクター、外 国

でも承ります。お気

人向けの土産物ま

軽にどうぞ。

でご提案します。

静岡英文印刷㈱

㈱エスクリエイト

〒420-0009 静岡市葵区神明町70
TEL 054-271-2121FAX 054-271-2123

〒424-0806 静岡市清水区辻1-7-9
TEL 054-361-3311 FAX 054-361-3320
http://s-cre.com

最先端のレーザー加工技術が大きな武器です

本気で静岡を元気にしようと行動しています

レーザーならではの繊細なカットを施した当社独自のオリジナル

静岡を元気にしたい！共立アイコムは清水駅前銀座商店街

商品を製作してい

にて富士山コスプレ世界大会を開催するなど本気で取り組

ます。
デザインデー

んでいます。
さらに静

タから直接加工で

岡県産品だけを販売

きるので、
1部からの

するサイト
「静岡産し

小ロット受注にも対

ぞーかうまれ 」の 運

応！販促物にいかが

営も開始しました。お

でしょう。お気軽に

買い上げはもちろん、

お問合せください！

出品も大歓迎です。

㈲長嶋印刷

㈱共立アイコム 静岡支店

〒422-8033 静岡市駿河区登呂2-9-20
TEL 054-287-8312 FAX 054-287-8317
http://www.nagashima-p.co.jp

〒420-0859 静岡市葵区栄町2-10 1192ビル5F
TEL 054-205-0818
http://rakuten.co.jp/fujiedakyoritsu/

静岡県印刷工業組合員で当会議所会員事業所の印刷会社を一部ご紹介いたします。
車両カッティングステッカー製作承ります！

環境を考え、
日本の伝統を継承する

春は学生にとっても企業にとっても新たな一歩を踏み出す季

昭和59年、異業種企業交流会で「水溶性樹脂製灯ろう」が

節。そんな門出の季節

発表。その後改良を重

に、貴 社の営 業 車・配

ね、本体も水に溶ける

送車のカッティングステ

紙で作られた当 社 製

ッカーを新しく張替えま

造の「水溶性紙灯籠」

せんか？営業車は走る

は、現在日本各地でご

「広告塔」です！フルラ

利用いただいています。

ッピングも承ります。

ご購入は㈱サンオーク
（03-3219-8464）
まで。

明和印刷㈱

㈱ニシガイ

〒422-8058 静岡市駿河区中原541-2
TEL 054-283-1877 FAX 054-283-0558
http://meiwa-p.com

〒424-0949 静岡市清水区本町12-6
TEL 054-352-2188
http://www.nishigai.co.jp/

印刷物を通じて情報発信をお手伝いします！

昔ながらの印刷屋ですが幅広く手掛けます！

新聞、
雑誌、
記念誌といった出版印刷をはじめ、
はがき、
封筒、

印刷屋には珍しい女性社長をはじめ､女性制作スタッフ､超

事務用印刷など様々な

マメな営業マン､全員

印刷物を手がけていま

が気配りと笑顔を自慢

す。豊富な経験とノウハ

に､いつでも･どこでも･

ウを生かし、組版・編集

何度でも足を運びます｡

から印刷、製本まで一

必 要なだけの少ロット

貫した製 品づくりをお

印刷､印刷経費見直し

任せ下さい。

等もご相談下さい！
静鉄長沼駅を降りればすぐ見えます

八千代印刷㈱

㈲福島印刷

〒422-8027 静岡市駿河区豊田1-8-36
TEL 054-283-0111 FAX 054-281-9421
http://www.yachiyo-p.com

〒420-0813 静岡市葵区長沼630
TEL 054-261-8245 FAX 054-262-5721

静岡県ＭＵＤコンテスト＆セミナーに参加を

ダイレクト印刷で広がる可能性。

毎年「静岡県メディア・ユニ

ECサイト
「一作屋」をオープン。UVインクジェット印刷を使用

バーサルデザイン(ＭＵＤ)

し多種多様な製品

コンテスト」
を開催。
６月〜９月

が生まれています。

に作品を募集し、10月に審

このUV印刷を利用

査、11月に受賞者を表彰し

した 製 品 が 第 9 回

ます。
６月にはＭＵＤを解説

静岡県メディアユニ

するセミナーを開催。詳しく

バーサルデザインコ

はＨＰをご覧ください。

ンテストにて最優秀
賞を受賞しました。

静岡県印刷工業組合

松本印刷㈱

〒422-8076 静岡市駿河区八幡5-2-33
TEL 054-286-5171 FAX 054-286-5172
http://shizuin.sakura.ne.jp/

〒421-0303 榛原郡吉田町片岡2210
TEL 0548-32-0850
FAX 0548-32-0919
http://www.m-print.co.jp
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伝 統 工 芸 優 秀 作 品コンクール

しずおか信用金庫 理事長賞

静岡新聞社・静岡放送賞

静岡県知事賞

山内 靖浩
藤枝市藤岡3-8-7
TEL：054-638-5007

櫻井 茂雄
焼津市坂本320-4
TEL：054-629-9555

山内 啓嗣
（静岡市伝統工芸技術保存講習会参加者）

静清信用金庫 理事長賞

テレビ静岡賞

静岡市長賞

髙橋 一雄
静岡市葵区五番町3-11
TEL：054-252-4924（静岡竹工芸
（協）
）

佐野 暢子
静岡市駿河区中村町16-1
TEL：054-281-0083
（長谷川方）

百瀬 聡文
静岡市清水区中河内639
TEL：054-396-3883

静岡産業振興協会 理事長賞

静岡朝日テレビ賞

静岡商工会議所会頭賞

細田 豊
静岡市葵区田町4-39
TEL：054-253-6044

望月 栄一
静岡市葵区神明町9-11
TEL：054-271-8224

辻本 愛子
静岡市葵区三番町22-12
TEL：054-253-2352
（諸井方）

松坂屋静岡店 店長賞

静岡第一テレビ賞

静岡特産工業協会 会長賞

杉山 雅俊
静岡市葵区五番町3-11
TEL：054-252-4924
（静岡竹工芸
（協）
）

岡部 潔
静岡市葵区七番町5-14
TEL：054-254-6767

篠原 史生
静岡市駿河区西中原1-8-39
TEL：090-5871-6208

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

創業60年、自慢の酒まんじゅう

青葉横丁から静岡
おでんを盛り
上げます！

当店一番人気の
商品、酒まんじゅう

「おでんや おばちゃん」
では県外・

です。あっさりとし
たあんことほんの

海外からのお客様も増え、
お店

りとした酒の香り

を通じて、
静岡の人・食べ物・風

が評判で、藤枝や

景を、良い思い出と共に持ち

清水など遠方から

帰り、
また静岡の街や
「おでんや

も来店下さいます。

おばちゃん」に寄ってもらえるよ

小さなお子さまに

う努力しています。

も人気です。

20ヶ入800円
（税込）12ヶ入480円
（税込）

おでん1本108円
（税込）
〜

中村町三坂屋

おでんや おばちゃん

〒422-8047 静岡市駿河区中村町198-3
TEL 054-285-2730 FAX 054-285-3475

〒420-0034 静岡市葵区常盤町1-8-7青葉横丁内
TEL＆FAX 054-221-7400
http://odenya-obachan.com/

奇跡の一滴体感会！

送 別・感 謝 の 花 束
は配達で楽チン！

今その化粧品は貴方のお肌に合っていますか？年齢と共に肌
の衰えは仕方ない

お忙しい皆様方のために、合

と思っていません

計5400円以上は静岡市内に

か？そろそろ本気で

配達料無料でお届けできます。

お手入れしてみまし

ご注文は電話、
ファックス、
ウェ

ょう！
！今までの化粧

ブでOK！決済方法も選べます。

品とは全く違う製品

可愛い花束はもちろんですが、

です。詳 細につい

男性向けのカッコいい花束も
非常に好評です。

ては下記にお問い
合わせ下さい。

10〜17時 火曜定休

リゾートサロンE-Komodo

J'aime la ﬂeur ＊花や＊

〒422-8058 静岡市駿河区中原380
TEL 054-374-5001 FAX 054-374-5001
http://www.e-komo.com/

〒420-0816 静岡市葵区沓谷1350-1
TEL 054-655-1887 FAX 054-655-1805
http://shizuoka-hanaya.com

おまかせで！そんな
声が多いサロンです。

リーズナブルにオシャレをＧＥＴ！
青葉通り沿いにある美容室＆美容サロンです。静岡初のまつ
げエクステ最新技術エアリーボリュームラッシュ公認サロンです。

人と人との繋がりを大切に、
お客

併設の美容室もカット
（シャ

様が笑顔になっていただけるサ

ンプーブロー込）
初回3,000

ロンを目指しています。使用して

円とリーズナブル！

いるカラー剤など、
ダメージを最小
限に抑える者を使っています。髪
のダメージでお悩みの方は、是非
当サロンヘご相談下さい。

MLFHC Beauty

Dimple-hair-

〒420-0035 静岡市葵区七間町18-4グリーンビュー七間町2Ｆ
TEL 080-2669-4402 FAX 054-260-5151
http://www.sachi-beauty.com/

〒420-0941 静岡市葵区松富2-2-77-106
TEL 054-340-3341 FAX 054-340-3341

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

懐かしくて新しいタイル流し

住宅設備お任せください
「お客様第一主義」
を企業理念にガス器具・水栓・
トイレ等の

懐かしいと思われる方も多いタイルの流し。店主自ら制作をし

販売・修理・施工

ていますので、お

をしております。
「ど

客 様のご希 望の

こに 頼 ん だらい

色やパターンでオ

い？」
と思ったら、
ご

リジナルのタイル

一報下さい。すぐ

流しを制作するこ

駆けつけます。

とも可能です。大

＊中 田 支 店 新 装

きさは幅が 違う2

オープンキャンペ

種類をご用意して

ーン中＊

います。

18,360円
（税込）
〜

㈱中島商店

坪井建材

〒420-0025 静岡市葵区金座町62
TEL 054-252-3332 FAX 054-254-9478
http://nakajima-st.com

〒421-0131 静岡市駿河区手越原160-2
TEL 054-259-0507 FAX 054-293-7044
http://tsuboikenzai.jimdo.com/

UTMの営業ライセンスを取得しませんか？

プラチナという至高の輝き、それは行動力の象徴

UTMとはネット環境における統合セキュリティ装置のこと。マイ

ビジネスユースにも対応できる、
ゆとりのご利用枠で幅広くご利

ナンバー制度開始によ

用いただけます。法

り、中小企業様からの

人 口 座 設 定で経

需要が高まっています。

費処理業務も容易

加盟金・ノルマなどなく

に。カードお申し込

お気軽にご登録頂けま

みの際、業績申告

す。PC・ネット関係、ル

は不 要 。起 業 1 年

ートセールス従事の方

目の方でもお申し

にオススメです。PCに

込みいただけます。

詳しくなくても大丈夫！

21,600円
（税込）

※審査あり

㈱ルミナス

㈱クレディセゾン 東海支社

〒422-8051 静岡市駿河区中野新田298-2
TEL 054-270-7792 FAX 054-270-7796

〒420-0859 静岡市葵区栄町3-1あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル
TEL 054-251-3381 FAX 054-251-3299
http://www.saisoncard.co.jp/rd/3697791-4

欲しい人材、採れていますか？

相談しやすい女性税理士の事務所です。

欲しい人材を採用する効果的な求人票をご提案します。
また、

『お客様と同じ目線で、
お

経 営 者の本 音と

客様と共に前進する』
を

理論を反映した賃

経営理念とする税理士

金制度・評価制度

事務所です。
「親切、
きめ

の導 入 、
リーダー

細やかさ」
「素早さ」
「親

シップ研修も実施

しみやすさ」
「わかりやす

しています。
（専門

さ」
をモットーに、お客様

家派遣制度活用

の経営のパートナーであ

で１０〜２０万円の

ることをお約 束します。

補助が出ます）

お気軽にご相談下さい。

人材コンサルティングのトモノ社労士事務所

肥後好美税理士事務所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-9-5-405
TEL 054-237-6811
http://www.tomono-sr.com

〒422-8007 静岡市駿河区聖一色665-3
TEL 054-262-2471 FAX 054-333-5454
http://www.higotax.com/

