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

リピーター続出！
！桜えび和風しゅうまい

旧和田英作邸で
イタリアン

桜えびの和風しゅうまいは居酒屋を営む当店のダントツの一番
人 気 商 品です 。

4個入り 700円
（税込）

1989年に私どものイタリア

桜えびをふんだん

料理レストランマッシモは和

に使 用し割 烹の

田画伯がお住まいであった

技 術をおりまぜ

処に建てました。元々先祖が

作った当店でしか

画伯のために提供した土地

味わえない逸 品

だったための成り行きです。

です。自家製の酢

画伯は帝国劇場の天井画、

醤 油と共にぜひ

宮内庁の「朝陽富士」
などを

ご賞味ください。

手掛けています。

勇夢路

マッシモ

〒420-0034 静岡市葵区常磐町1-5-1
TEL 054-253-5121 FAX 054-253-5121

〒424-0901 静岡市清水区三保89-1
TEL 054-335-0030
http://www.geocities.jp/granmassimo/

古い製品が新しい感動を呼び起こす。
弊社は古い品物、
アンティックな製品を貸し出す仕事をしてい

静岡県士業種連絡交流会 無料合同相談会開催
県内士業による無料合同相談会を開催します。

ます。
一押しのアイテム

◆日時：平成29年2月4日
（土）

が 古 いワー ゲンを

10時〜15時

使 ったウエ ル カム

◆場所：ペガサート６階会議室

ボードの設 定です。

◆相談員：弁護士、弁理士、

ハッピーな会場に訪

税理士、
司法書士など

れた皆様が笑顔にな

◆お問合せ先：

るよう様々なアイデア

日本弁理士会東海支部

をご提案します。

TEL：052-211-3110

アンティック オアシス

島野国際特許事務所

〒424-0828 静岡市清水区千歳町７−３
TEL ０９０-１０９３-７６２５
http://baycity-oasis.jimdo.com/

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町11-6
TEL 054-272-7434 FAX 054-272-7435

薬局が勧める最高
のアンチエイジング
サプリメント

経営全般、税金の悩みはTOMAの無料相談
1 3 0 年の歴 史と実 績 。税
務、相続・事業承継、M＆A、
人事労務、業務改善など幅

当店が扱う医療機関専売品

広い専門家を擁するTOMA

Ｈ・Ｇ・Ｈは日本全国で売れて

グループが、現在の先生と

います。効果実感でリピート率

の契約はそのままで専門的

は91％超です。

な意見を提供します。お気軽

①H2 H･G･H：体の錆を防ぎ

にご予約ください。

老化を防止します。
②H･G･HEOCX1：老化防止

1/24 無料セミナー開催！今さら聞けない「事業承継対策」
とは？

どちらも 14,904円
（税込）

とナノ型乳酸菌を配合

TOMAコンサルタンツグループ 静岡支店

㈱スズキ薬局

〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-10
TEL 0120-944-533 FAX 054-654-5482
http://toma.co.jp

〒421-0122 静岡市駿河区用宗4-3-8
TEL 054-259-2118 FAX 054-259-2495

当 商 工 会 議 所の中から税 理 士の
事務所の一部をご紹介します。税務
等でお困りの際はご相談下さい。

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

税理士と話しませんか

親身で静岡ローカルな税理士です。
そして…
事 業 経 営・事 業 承 継・

起業・創業のお手伝いをしたり、会社設立のお手伝いをしたり、

相続・贈与等。やりたい

融資・補助金の相談にのったり、
クラウド会計も利用したり、

事や悩み事が 多い経

セミナーや交流会もしたり、M&Aのお手伝いもしたり…相談

営 者の想いを容にし、

しやすさに自信があります。

不安を解消するための
話し相手となる税理士
です。
「目の前に座った
だけで安 心していただ
ける」それが私の理 想
です。

相談料1時間 16,200円
（税込）

三津山浩明税理士事務所

大久保一之税理士事務所

〒420-0816 静岡市葵区沓谷6丁目1番9 Ｂ棟1階
TEL 054-264-8228 FAX 054-264-8220
http://www.tax-brains.jp

〒420-0865 静岡市葵区東草深町14番7号
TEL 054-247-9171 FAX 054-247-5500
http://www.sunpu.jp/

信託を使った相続対策がお勧め
複雑な家族関係の相続や不動産賃貸業とか相続人が経営

会計事務所は「よろず相談」業なのかも！
税理士は、数多くある士業の中で一番お客様と接する機会が
多い業種です。

を引き継ぎたくない事業に関しての承継対策には、遺言以上
に自分の思いを承継させることができる
（民事信託〜家族信

長 いお 付き合

託）
を相続対策の一つに考えてみてはいかがでしょうか。

いをするために
は、人 間として
信頼し合えるか
が最も重要だと
考え、事務所一
同 業 務に励ん
でおります。

10,800円/時
（税込）
〜

鈴木規之税理士事務所

税理士法人 渡瀬鈴木会計

〒424-0037 静岡市清水区袖師町941
TEL 054-363-1566
http://www.smiletax.jp

〒420-0026 静岡市葵区八千代町18-1
TEL 054-253-6188 FAX 054-253-6598
http://www.wasuka.com/

経営者の夢を実現するためのお手伝い

目標達成会議 54,000円
（税込）

高品質で低価格な会計事務所を目指します。

私どもは税務・会計はもと

法人企業には、決算診断を行い経営改善の提案など決算後

より、企業の将来像を具

のフォローにも力を

現化していくことに強みを

入れています。個

持っております。具体的

人の方には、相続

には、経営上作成した経

の無料相談会（予

営計画の実効性を検証

約制）
を開催してお

していく
「目標達成会議」

ります。会 社 の 会

を毎月実施し、資金繰り

計税務、相続贈与

にも即した筋肉質な企業

のことは石上会計

体質を実現致します。

にお任せください。

長谷川清太税理士事務所

石上会計事務所

〒422-8041 静岡市駿河区中田3-1-5松永ビル2F
TEL 054-203-6005 FAX 054-203-6015
http://e-hase.com

〒420-0031 静岡市葵区呉服町1丁目1-14 圭田ビル２階
TEL 054-271-3760 FAX 054-271-3778
http://www.ishigamikaikei.jp

弥生に強い！導入サポートはおまかせ下さい！
当事務所は、弥生ソフト

弥生会計プロフェッショナル
（ソフト代）
69,444円（税込）

経営・営業アドバイスが得意な会計事務所
経営や営業の研究を積極的に行っている会計事務所をセ

の指 導 資 格 持つ職員

カンドオピニオンと

が複数在籍する事務所

して活 用してみま

です。弥生会計導入サ

せんか？商品サー

ポートから、予算実績管

ビスの見直し、
エリ

理まで会社運営に必要

ア 戦 略から事 業

なことは何でもご相談下

計画を作成して、

さい。店舗経営向けクラ

成功・復活につな

ウドサービス導入もおま

げましょう。補助金

かせ下さい。

も活用できます。

原耕司税理士事務所

白岩会計事務所

〒421-1213 静岡市葵区山崎2-35-33
TEL 054-277-2525 FAX 054-277-2526
http://www.tax.io/

〒422-8005 静岡市駿河区池田616-2パレス葵102
TEL 054-267-2370 FAX 050-3383-1217
http://shiraiwa-kaikei.com/

トータルサポートで会社を守る！

お客様に成長していただけるよう支援します。

開業、会社設立から経理システムの構築。予算作成、業績分

法人税、消費税の各種申告書の作成・所得税の確定申告書

析による経営助言。決算、税務申告までのトータルサービスに

の作成・各種申請書等の税務書類の作成・税務調査の立会

より、会社の黒字経営をサポートします。
また、相続税・贈与税

い・決算書の作成・月次試算表、経営分析表の作成・会計処

対策の立案もお任せください。

理に関する相談・税務相談 他

稲葉・高橋税理士法人

清水正章税理士事務所

〒420-0845 静岡市葵区太田町12 仲野ビル2Ｆ
（高橋事務所）
TEL 054-246-8504 FAX 054-245-8499
http://www.inabakaikei.net/

〒420-0948 静岡市葵区秋山町15-6
TEL 054-205-0797 FAX 054-205-0697
http://shimizu-zeirishi.tkcnf.com

中小企業診断士としてのサポートも致します

全国相続協会相続支援センター葵区相談室

節税、
決算、
資金繰り、

高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指し、
その志ある

経営改善など・
・
・企業

全 国の専 門 家とネットワークを組み、遺言書の普及、相続セ

経営に関するあらゆる

ミナー、遺 言 執

課題を税理士と中小

行人の引き受け

企業診断士の目でス

の他、相続の専

ピーディに解決します。

門 家 の 紹 介な

「決算の作成、税務署

ど、相 続に関す

への申告」のみも「経

る支 援を行って
おります。

理の記 帳 代 行 」もお
税理士本人が毎月伺います。

受けいたします。

相談初回無料

本田二郎税理士事務所

末木守仁税理士事務所

〒420-0923 静岡市葵区川合2丁目16-1
TEL＆FAX 054-262-1547
http://www.honda-atm.net

〒420-0882 静岡市葵区安東1-18-21
TEL 054-247-3256 FAX 054-247-8756
http://suekioﬃce.tkcnf.com/

わが社自慢の商品・サービス
ビス
紹介コーナー 特別企画

経営革新計画承認企業のご紹介

経営革新とは、
「中小企業の新たな取組みを事業計画に具体化
事業計画に具体化したもの」
」
です。静岡県から経
営革新計画の承認を受けると、低利で資金を借り
りることができたり、補助金申請の権利、販路開
拓の支援等を受けることができます。
昨年度は静岡県で４４７件の計画が承認され、上記
の支援メニュー等を受けながら事業化が進んでいます。
今回当所経営指導員が経営革新計画承認のため
のため
の支援をさせていただいた企業１０社を掲載しました。
静岡商工会議所では経営革新支援窓口として、計画
の作成支援を完全無料で行っております。
ぜひ、
この機会に皆様もチャレンジしてみてはいか
はいか
がでしょうか。

しっかり固定、スムーズな移動！カッター使用時定規

VR・AR分野に積極展開！

模型製作に使用する定

長年の３D技術開発で培った先端技術をもって、VR（仮想現

規は、ずれて切り線が曲

実）、AR（拡張現実）
のコンテンツ事業を積極展開しています。

がってしまったり、
カッター

「百聞は一見に

の刃が逸れて指に当たる

如かず」の精神

危険性があります。定規

でビジュアル面

の裏面特殊加工を施した

での訴求はお手

当社オリジナル定規なら、

の物。VRに関し

指で押さえるとしっかり固

ては2度目の承

定でき、力を緩めるとスム

認となりました。

ーズな移動が可能です。

まずはご覧あれ！

㈱シモムラアレック

㈱さまあ

〒420-0886 静岡市葵区大岩町5-23
TEL 054-249-0832 FAX 054-249-0833
http://shimomura-alec.co.jp/

〒424-0806 静岡市清水区辻2-4-26
TEL 054-376-４６５８ FAX 054-３７６-４６５９
http://www.samaa.co.jp

造形範囲700㎜立方まで対応可能な3Ｄプリンタ

獲れたて宵売りの駿河湾桜えびをその日のうちに！

再スタート機能、
フィラメ

当日夜中に水揚げしたばかりの宵

ントの予備能力機能を

売り販売での桜えびを競りなしで仕

開発し、
スムーズなフィ

入れ、短時間で加工し、低温冷蔵

ラメントの引継ぎを行う

保存した桜えびをその日のうちに

機能を新たに付加。押

チルド便でお客様にお届けします。

出造形方法の価格帯を

鮮度にこだ

維持し、製作造形範囲

わった桜え

が700ｍｍ立法まで対

びをぜひお

応可能な３Ｄプリンタを

試し下さい。

開発しました。
（同）
ニンジャボット
〒421-0114 静岡市駿河区桃園町9-36
TEL 054-293-7008 FAX 054-269-4122
http://www.ninjabot.jp/

㈲友和丸
〒421-3203 静岡市清水区蒲原5183
TEL 054-388-3038 FAX 054-388-3048
http://www.yuuwamaru.co.jp

混合廃棄物の常識を革新する。

７８０万円
（税込）
〜

スッポンの栄養成分をあらゆる加工食品に！

混合廃棄物の処分過

昔から活力源として食されてきた

程で発生する最後の

スッポン。酵素分解することで特有

残渣からガレキ類を取

の味から優しい味に変化させた栄

り除くために開発され

養成分「濃縮エキス末」
です。健康

た選別機（ピムター）。

食品をはじめ調味料、
ドリンク、
お菓

比重差選別後の重量

子等様々な

物、網下ゴミ等からガ

加工食品

レキ類を除去します。

にご使用で

最終処分を激減させる

きます。

次世代選別機です。

25,000円/kg
（税込）

㈱プラントシステム

㈲ケアサンクス

〒424-0301 静岡市清水区宍原625-10
TEL 054-394-0070 FAX 054-394-0071
http://www.plant-system.co.jp

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2-9-1-1102
TEL 054-205-8039 FAX 054-205-8040
http://care-thanks.co.jp

低酸素室滞在だけで「らくらく」運動効果

準規格型スモール住宅「マイクロハウス」

低圧低酸素室内に滞在しているだけで、高地順化という生体

高齢社会、少人数家族の増加の時代に合わせた新たなライ

反応により体力増

フスタイルの提案です。わずか10坪の土地から一戸建てを実

強 、心 血 管 系 改

現。
２間×３間平面に、屋根裏寝室を確保し、狭くても、快適さ

善、動脈硬化や肥

プレミアム感を獲得しています。

満 の 予 防などの
健康増進が期待
できます。手 足は
使わずにカラオケ
や読書などで健康
増進できます！

６４８円/1人1h
（税込）
〜

本体価格700万円
（税込）
〜

㈱バランスアップ

㈱ F設計

〒424-0818 静岡市清水区江尻町4-35
TEL 054-363-5577 FAX 054-361-0570
http://balance-up.jp/ http://winninbless.jp/

〒424-0037 静岡市清水区袖師町157
TEL 054-270-6364 FAX 054-270-6365
http://info@fsekei.com

肉屋の本気！削り節ミート「ふわり
（牛・豚・鶏）」

介護する人、
される人双方快適な「らくらく快護着」

焼津の鰹節製造技術を応用し、燻製で上質な肉の旨味をぎゅ

介護士・介護者の声を聞い

っと凝縮。
どんな料

て、一から作った介護用パジ

理にも手軽に美味

ャマです。肌にやさしいダブ

しく使っていただけ

ルガーゼ生地を使い、
ボタン

るよう、ふわっと削

やファスナーは極力使わず

り節に仕上げまし

に着脱しやすい形状です。

た 。小 売 用 以 外

価格も1着5,000円からと

に、業務用にも納

大変リーズナブルで、1着か

品可能です。

らカスタマイズも可能です。

希望小売価格：牛580円、豚480円、鶏380円
（税別）

希望小売価格：上下一体型5,000円〜、上下分離型6,500円〜
（税別）

㈱シズオカミート

㈱シルバーロード

〒420-0813 静岡市葵区長沼2-11-12
TEL 054-655-2277 FAX 054-655-2400
http://www.aonomeat.com/

〒424-0817 静岡市清水区銀座9-11 ブティックSARASA内
TEL＆FAX 054-367-2870

