静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

和洋服・時 計・ジュエリー・メガネ店
メガネ店特
特集

極上の輝き、大粒ダイヤモンドの婚約指輪

「安心堂パリ店」は40周年を迎えました。

高 品 質でリーズナブル。

1976年5月1日、花のパリ に安心堂はデビュー、
「静岡発世

厳 選されたダイヤモンド

界へ」を実現しました。あれから40年。
ファッションの発信地

だけを使用した、
プレミア

パリから静岡へ、
ジュエリーや時計を通してヨーロッパの文

ムアイテム。エクセレントカ

化をお伝え続けています。

ットが生み出す、大 粒ダ
イヤの美しい輝きに魅了
されます。

338,000円
（税込）

KITAGAWA

㈱ 安心堂

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-8-2
TEL 054-252-0453 FAX 054-252-4884
http://kitagawahouseki.jp

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-9
TEL 054-254-0111 FAX 054-254-0116
http://ｗｗｗ.anshindo-grp.co.jp

キッズファッションを追求する

楽しくなければ
お店じゃない！

キッズファッション雑誌掲載のブランドからセレクトした商品で

学生服の販売を「手段」と

「地域の子供達と共にファッションを通じて夢と感動を育む」
を目指してい

考え、お 客 様に「 喜 び 」と

ます。言葉だ

「感動」
を提供する事を目的

け で は なく

に日々仕事をしているちょっ

K I D ' S 向け

と変わった学生服屋です。

の様々なイベ

販売者、
お客様が共に信頼

ントも開 催し

しあいストレスのかからない

ています。

商売を目指しています。

㈲くれよんはうす

学生服のアリタ

〒420-0822 静岡市葵区宮前町107 やまねビル１Ｆ
TEL 054-277-9048 FAX 054-277-9049
http://crayon@crayon-house.net

〒420-0068 静岡市葵区田町3-47-8
TEL 054-253-2462 FAX 054-253-2467
http://www3.tokai.or.jp/arita/

手作りリングとアレルギーフリーのチタンリング

【ジュエリー終活】買取お見積無料！

世界にたった一つの指輪、
お互いの想いがいつも身近にある

販売はもちろん、
ご不用の金プラチナ貴金属類、
宝石、
時計の

幸せは、何にも代えがたいものです。初めてでも大丈夫。
そん

お買取りも行っており

な幸せをカタチにするお手伝いをいたします。
また、
アレルギー

ます。近年は財産分

フリーのチタンリングも扱っております。

与や遺品整理等で
大変多くのお客様に
ご利用いただいてお
ります。お見積もりは
無料です。お気軽に
ご相談ください。

コーラルベル ㈱ラフィーネサガワ

オザワ宝石㈱

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-9呉服町プラザビル１F
TEL 054-252-1818 FAX 054-251-6210
http://www.coralbell.com/

〒422-8042 静岡市駿河区石田3-6-13
TEL 054-283-2105 FAX 054-285-9275
http://www.ozawa-houseki.com/

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

和洋服・時計・
和洋服・時
計・ジュエリー・メガネ店 特 集

体型を気にせず気軽におしゃれが楽しめます

愛着を持って頂ける、エイジレスのお洋服

当店の衣料はフリーサイズで、
ほどよくゆとりあるデザインなの

「物としてのお洋服への愛着と、
身の丈にあった自然な遊び

で、体型を気にせず気軽におしゃれが楽しめると好評です。

心」をテーマに国内外の良心的な作り手のお洋服、関連雑

インド綿・ダブルガーゼなどの綿素材が中心で、肌触りが良く、

貨をご紹介しています。真のリーズナブルを目指して！

肌の弱い方にもご支持頂いております。

長く着ていただいて初めて分かる価値を大切に…。

5,000円〜50,000円
（税込）

ブティックＳＡＲＡＳＡ
（㈱シルバーロード）

Cーlierre（シーリエール）

〒424-0817 静岡市清水区銀座9-11
TEL＆FAX 054-367-2870
http://sarasa-sr.jimdo.com

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1-10-12-A
TEL＆FAX 054-255-8621
http://clierre.eshizuoka.jp

「動き出したら止まらない」ダンシングジュエリー

創業95年、昨年店名を変更しました（社名と同じに）

クロスフォーニューヨークは石のセッティング方法がダンスするよ

☆誂える
（オーダー）…スーツ、
シャツ、靴、
セーター、
ジーンズ、

うに振動し輝き続け

帽子など。男女とも。☆揃える
（セレクト）…英国、
アイルランド、

る画期的なジュエリ

フィンランドなどから逸品をチョイス。☆確める
（フィッティング）…

ーです。
テレビや女

国産WEBブランド
「ファクトリエ」のサンプル試着を承ります。

性 誌でも紹 介され
評 判となりました。
特別な日のファッシ
ョンアイテムとしても
お勧めします。

10,800円
（税込）
〜

セプト24

ジャックノザワヤ (旧店名: セヴィルロウ倶樂部)

〒420-0812 静岡市葵区古庄3丁目16-12
TEL 054-655-0510 FAX 054-655-0511
http://store.shopping.yahoo.co.jp/septpago/

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町5-10 まるめビル2F (浮月楼・正門向かい)
TEL＆FAX 054-252-0231
http://www.savilerowclub.com

棉(わた)から紡いで作るハンカチ

婦人服地とお仕立て

棉（わた）
のフワッとした心地よい肌

従来のオーダーに加えてプレミアムイージーオーダーを始めま

触り・ぬくもりをそのまま残したハン

した。お値打ちな仮縫付の本格的なオーダーです。すべて自

カチ。柔らかい肌触りはもちろん、

社のアトリエで

吸水性・透湿性に優れたこの製品

縫 製して いま

は、赤ちゃんの肌にも安心。
１本の

す。ぜひ一度お

糸からこだわっ

試しください。

た究 極 のハン

スーツお 仕 立

カチです。

上り￥78,000円
前後より。

1,296円
（税込）

セブンエビスあやかりや

ジョインごとう

〒424-0818 静岡市清水区江尻町4-1
TEL 054-366-2525 FAX 054-364-5341
http://www.ayakariya.jp/

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-8-4
TEL 054-252-9763 FAX 054-252-9257

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

クリアで鮮やかな視界を体感してください！

自社ブルゾンやＴシャツを作りませんか！

私たちが販売しているものは、
コンタクトレンズによる、
「快適

店 舗 や 企 業 で 着 用される

な視力」
と
［クリアな視界」です。お客様のご要望を詳しくお

ユニフォームは会社のイメージ

聞きして、最適なコンタクトレンズをご提案いたします。ぜひ一

をビジュアル化したり、お客様

度ご来店ください！
！

や地域の信頼を得たりするた
めに、
とても重 要なツールで
す。
当社ではお客様に好印象
をもってもらえる理想のユニフォ
ーム選びをサポートします。お
自社の清掃用ブルゾン

気軽にご相談ください。

ニチコン静岡

㈱ ダイイチ静岡営業所

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町8-6 地下街パルコ前
TEL 054-251-1121 FAX 054-251-1124
http://nichicon-shizuoka.jp/

〒422-8037 静岡市駿河区下島426-1
TEL 054-669-9544 FAX 054-669-9552
http://www.un-daiichi.co.jp

あなたとつくるアイウェア、ポラリス

女性を笑顔にする
『ポンテヴェキオ』登場！

スウェーデンで誕生したポラリスは、大自然をモチーフにした気

結婚10周年や出産

品あふれるデザイン

の記念など、人生の

と、
クラフトマンシップ

大切な瞬間を彩る。

による精 緻な仕 上

プレゼントにも最 適

単焦点 100,440円、遠近両用 127,000円より
（税込）

がりが 世 界中の女

な、大 人 気ブランド

性たちはもちろん、

『ポンテヴェキオ』が

スウェーデン王室認

静岡に初上陸！素敵

定商品としても高い

なジュエリーを、ぜひ

評価を得ています。

店頭でご覧ください。

61,560円
（税込）
〜

メガネの春田 静岡駅前店

タカラ堂 静岡本店

〒420-0857 静岡市葵区御幸町7-7
TEL 054-253-0029 FAX 054-253-0313
http://www.harutamegane.com

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-4-4
TEL 054-254-0141 FAX 054-251-2660
http://www.takarado.co.jp

いつまでも若く、美しく生きるを理念に！

｢きもの｣専門店 困った時のかけこみどころ！

藁科の地で婦人服、婦人用品を主体に頭皮に良い椿シャン

先代は呉服の問屋を営み、現

プー・化粧品を扱っております。お客様に似合った洋服選び、

在は呉服の専門店として、振袖

メイクの方法、美しい髪、心が通い若く美しくを目指して販売

･留袖･訪問着･大島紬など伝
統のきものから和装小物まで、

させて頂いております。皆
様のご 来 店

良い品をお手頃な価格で提供

をお待ちして

いたします。
しみ抜き、
クリーニ
ング、染 め 替え

おります。

等、取りに伺いお
届けいたします。

カットＴ 4,212円
（税込）
〜

レディスショップ ヒサエ

㈲ニチブン

〒421-1215 静岡市葵区羽鳥6-10-1
TEL＆FAX 054-278-2789

〒422-8041 静岡市駿河区中田一丁目14番23号
TEL＆FAX 054-285-4959
http://www.am-mall.co.jp/

