
わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

　静岡市商店会連盟（村松孝次郎会長）では、“優れた名店”を表彰する令和元年度「静岡市ショップヘリテージ」の
受賞店４店舗を決定し、去る１月１6日に開催された表彰式（新年会併催）において各店に認定看板を授与しました。
　通算９回目となる本事業は、静岡市内で営業する店舗が対象で、個店ならではの専門性や独自性、きめ細やかな
顧客対応、永年にわたるたゆまぬ精進
に励む経営姿勢などが高く評価され、
地域やお客様から愛され後世に残した
い名店を表彰するものです。静岡市商
店会連盟の役員や消費者の代表らが
委員となる選考委員会において推薦・
決定し、これまでに計44店舗が受賞さ
れています。
　ここに本年度の受賞店を以下の通り
紹介いたしますので、ぜひお店に足を
お運びください。
（※掲載順不同）

〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺町156-5
TEL＆FAX 054-369-0350
https://shingaifutonten.com/

綿匠 新貝ふとん店
代表　新貝晃一郎

令和元年春【黄綬褒章】を受章！ 「新和風」の花文化の創造に取り組む

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町17-1
TEL 054-252-2676　FAX 054-273-0666
http://www.amanoya-shigeta.com

㈱繁田平作商店［あまのや繁田商店］
代表取締役　繁田昌大

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-14
TEL＆FAX 054-251-2525

シューハウス エクレール
代表　湯田　榮

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1-4-5
TEL 054-252-0086　FAX 054-252-1562
http://flora45.jp/

㈱フローラ45小林岩夫生花店
代表取締役　小林廣夫

店主こだわりのシュークリーム専門店
原材料を厳選し、クリームと生地の口どけにこだわっています。

1個90円（税
別）から購入で
き、子供からお
年寄りまで世代
を問わず愛され
ています。ぜひ
店主こだわりの
シュークリームを
ご賞味ください。

創業88年、原料の綿の仕入れから製綿・仕上げまで一貫して
行っています。特に静岡県の地場織物である「遠州綿紬」は

織元から直接
仕入れて「現
代の名工」が
匠の技で丁寧
に製作してい
ます。ぜひお
気軽にご来店
ください。

昔懐かしい駄菓子の大人買いができる店
約3,800種類の駄菓子やお菓子を問屋価格で提供していま
す。また、好評のお菓子の詰め合せや駄菓子コーナーではバ

ラ売りもでき
ますので、大
人からお子様
まで楽しんで
いただけます。
ぜひ、ご家族
でお越しくだ
さい。

明治45（1912）年の創業以来、生け花をベースに和テイスト
の花の提供をしています。また、数千組を超えるウェディングフ

ラワーの制作
実績がありま
す。フラワー装
飾技能士１級
のスタッフが
「花のある生
活」をご提案
いたします。

「静岡市ショップヘリテージ」令和元年度受賞店のご紹介
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清水区興津本町158-1  ☎054-369-2301
http://www.chaluck.jp

和ＣＡＦＥ 茶楽 ㈲山梨商店

葵区安東2-21-33  ☎054-659-1013
https://www.facebook.com/2017fuwari/

ＳｗｅｅｔｓＨｏｕｓｅ ふわり

駿河区根古屋404-1-2  ☎054-237-0993
https://yamauchiya.com

山内屋
駿河区曲金5-1-1  ☎054-621-3331
https://tenjinya.com

㈱天神屋

葵区流通センター5-6  ☎054-263-8790
http://www.chohoshokuhin.com

潮宝食品㈱

清水区蒲原小金147-7  ☎054-625-6710
https://oic.co.jp

おいしい産業㈱×食彩 岩生

フルーツ静岡茶焼さばフレーク缶詰

もじゃこの煮付け 清沢レモンケーキ

元祖たぬきむすびの素 海と太陽のイチゴジャム

由比港に揚がるブリの子供「もじゃこ」は、身が小さく市場に出
にくい港町ならではの珍魚。家庭で手軽に楽しめるよう、料理
人監修の下、頭から骨までまるごと柔らかい煮付けにしました。

葵区清沢地区の地域ブランド品「きよさわレモン」を使ったレモ
ンケーキ。香りはじける蜂蜜漬ピールがゴロゴロ入ったケーキに、
果汁たっぷりのシュガーコートをかけた酸味爽やかな商品です。

（掲載順不同）

根強い人気を誇る「焼さば」を、より簡単に召し上がれる缶詰
にした、ありそうでなかった商品。脂が乗ったさばを臭みを抑える
竹焼き塩で焼き上げ、丁寧にほぐした身を缶に閉じ込めました。

自店舗「和CAFE茶楽」人気メニューのフルーツティーを自宅
でも楽しめるようにアレンジ。色鮮やかな静岡産のドライフルー
ツと静岡茶をマッチさせた、目にも楽しいお茶です。

「たぬきむすび」は、まかないとして20年以上前に誕生、商品
化した天神屋のオリジナル商品。静岡で長年愛されているこ
の味を、家庭でもお楽しみいただける混ぜご飯の素にしました。

久能海岸沿いの有度山の地形を利用して作られる地域ブラン
ド品「石垣苺」の栽培農家が作る、石垣苺100％のジャム。
酸味の少ない品種章姫を控えめの砂糖で煮た手作りの味です。

「静岡おみやプロジェクト」は、静岡市産学交流センターが市内の食品関連事業者をサポートしながら約10ヶ月を
かけ、マーケティングアドバイザーを交え、商品開発から販路開拓までを一貫して学び、実践する事業です。開発商品
は、豊かな地域資源を活かした静岡市を代表するおみやげや観光資源になることを目標としています。
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　　　　  静岡市産学交流センター TEL 054-275-1655お問合せ先

「第11回静岡おみやプロジェクト」開発商品のご紹介
2019年度（令和元年度）のプロジェクト実施期間：2019年6月～2020年3月
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「しずおか葵プレミアムＡＷＡＲＤ２０１９」認証品のご紹介
『しずおか葵プレミアムＡＷＡＲＤ』とは、市民投票で「100年先まで大切に残していきたい逸品」
に選ばれた商品を静岡市ブランドとして認証する事業です。
市民投票の実施は今回が２回目（隔年で実施）で、前回の平成29年度の19,427票を大きく
上回る23,647票（21.7％増）が集まりました。今回の投票で選ばれた計６品が去る２月６日に
開催された認証式において、田辺市長から当該事業者に認証書を授与されました。
市では、地域ブランドとして認証された商品が１人で
も多くの消費者の元に届くようにＰＲや販路拡大の
サポートをしていきます。

市民が選ぶ静岡市逸品『しずおか葵プレミアムＡＷＡＲＤ』

投票の結果、６つの認証品が決定！

静岡市経済局商工部 産業振興課 TEL 054-354-2407お問合せ先



静岡商工会議所会員限定
掲載無料PRコーナー

ドイツ食肉コンテストで計14個の金メダルを受賞してい
る、郊外の閑静な住宅街にある肉の専門店『ケイ・ミー
ト』。自然のままが一番美味しい、安心・安全をモットーに、

日々製品作りをしていま
す。大切な人に贈るギフト
品に、家族や仲間で楽し
むホームパーティーやバー
ベキューなどに是非ご利
用ください。

ドイツソーセージと美味しい肉の
専門店

〒424-0901 静岡市清水区三保3253
TEL 054-334-0708　FAX 054-334-0734

エンドー豆腐㈱

清水区中河内産の在来種「ここ豆くん®」を使用した
『ふわふわ豆腐』が２月から数量限定で販売されました。
毎週金・土曜日は工場直売店で、毎週土曜日はしずてつ

ストア入江店に
てお買い求めい
ただけます。なお、
本商品は今年度
の全国豆腐品評
会「寄せ/おぼろ
豆腐部門」で第５
位に入賞いたし
ました。手作りの
味をぜひ一度ご
賞味ください。

甘くなめらか
「ここ豆くん®ふわふわ豆腐」

〒420-0812 静岡市葵区古庄5-18-55
TEL 054-261-4130　FAX 054-263-5889
http://www.kmeat.co.jp

㈱ケイ・ミート

800円（税別）

マスキングテープや強粘着のポストイット、書く時のストレ
スを減らすシリコンリングのノートなど、新生活にもう一品
便利なアイテムをプラスしてみませんか？インスタグラムで

映えるラッピン
グや最新文具
のご紹介もして
おります。また、
ラッピングのご
相談にも乗りま
すよ。社員一同、
お客様のご希
望に沿ったご案
内を心がけてい
ます。

新生活に＋１１０（プラスイトウ）
してみませんか？

人材確保にお悩みの企業様へ。今話題のIndeedで応募
を増やすための３つのポイントについてまとめた資料です。
具体的な事例を盛り込んで、明日からすぐに実践できるノ
ウハウにしました。無料でダウンロードが可能ですので、ぜ
ひご活用ください。QRコード、URL、お電話でも承ります。

応募を増やす！
「Indeed」活用入門書

〒424-0826 静岡市清水区万世町2-3-32
TEL 054-351-3273　FAX 054-351-2301
http://plaza3.dws.ne.jp/̃toco-54001a/

パッケージプラザ イトウ ［㈲伊藤セロファン］

〒422-8058 静岡市駿河区中原584-1
TEL 0120-990-375
http://domonet.jp/shizuoka/c/lp-wagasha-2019/

㈱アルバイトタイムス



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 検 索で掲載事業所 募集中！

二代目店長が新しく、低温でじっくり時間をかけて作りま
した柔らか鶏ハム、数種類のハーブを使った手作りロー
スハムは絶品です。また、毎週金曜日のみ発売しており
ます当店オリジナルローストビーフはさらに柔らかくなりま
した！創業当初から続いている肉団子、手作りコロッケも
絶品です。ぜひ一度お試しください。

創業58年、
肉屋の新メニュー！

鶏ハム 198円/100g、ハーブの
ロースハム 380円/100g（税込）

これまでは、投資の対象でもあった太陽光。これからは、
地球にも企業にもやさしい発電設備として、より一層輝き
ます。【CO₂削減】【BCP対策】【電気代削減】などの
メリットがございます。設置条件によって、投資金額が
変わります。ぜひご相談ください。

「省エネ」から
「脱炭素」へ。

静岡を日本一便利な街にしたいという思いから、モバイル
レンタルバッテリー『PowerNow』が静岡県に初登場！ 
飲食店、小売店、商業施設、公共施設、スポーツ施設等
に出入りするお客様のスマホ充電切れをカバーします。
来店動機、集客、顧客サービスにオススメです。設置は無
料！操作も簡単！今すぐご連絡ください！

設置無料！顧客満足Nｏ.1！
限定99台！

〒420-0044 静岡市葵区西門町2-3
TEL 080-3533-1832
https://keibuyabe.wixsite.com/style-i

オーダーワンピース style.i（スタイル・アイ）

JR静岡駅北口から徒
歩15分、常磐公園近
くでオーダメイドのお
洋服屋さん「style.i」
を営んでおります。私
たちは、どこか上品に
見えるようなお仕立て
を心掛けております。
初めての方は緊張し
てしまうかもしれませ
んが、どんなことでも
遠慮なくご相談くださ
い。お手軽にオーダー
が楽しめるお店です。

あなただけの
特別なワンピースを。

〒420-0882 静岡市葵区安東3-2-25
TEL 054-246-5064　FAX 054-246-5113
https://www.instagram.com/maruju29

ミート＆デリカ マルジュー

30,000円（税別）～

〒424-0847 静岡市清水区大坪2-5-32
TEL 054-397-1543　FAX 054-349-6774
http://www.fuji-bussan.com/

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

㈱エスクリエイト

今月号から情報量拡大のため、
掲載スペースが大きくなりました！

充電ステーション
NAS-4


