
新型コロナウイルス感染拡大の影響で外出自粛が続き、
経済的負担や家庭内でのトラブルなどにより心的ストレ
スを抱え、ＤＶ、自殺、児童虐待の増加を憂慮し、カウンセ

ラーとボランテ
ィアが無料にて
相談を受け付
けております。
早期対応が大
切ですので、ご
家族、従業員、
大切な方、悩ん
でいる方がいら
したら、ぜひお
伝えください。

「コロナ こころの無料相談」を
始めました！

静岡商工会議所会員限定
掲載無料PRコーナー

〒421-0115 静岡市駿河区みずほ1-35-3
TEL 054-257-0111　FAX 054-257-1131
http://www.nagahasi.com/

ナガハシ印刷㈱

〒420-0865 静岡市葵区東草深町4－8
TEL＆FAX 054-340-0700
https://so-getsu.com/free-counseling/hotline

一般社団法人 Sea Light Wellness Center

今話題のRPAという事務処理自動化ツールはご存じでし
ょうか。当社では、純国産RPA Robo-Patの代理店をし
ております。システム知識不要で簡単に導入できます。
無料トライアルも実施中です！ご相談は、富士ロジテック・
ビジネスソリューションズまでお気軽にお問合せください。
お問合せ先 ☎054-260-7724

RPAで事務処理効率化
お手伝いします！

ナガハシ印刷のマスクケースは、抗菌素材PP（ポリプロ
ピレン）を使用。だから、衛生的で薄型で丈夫！外出時の
予備のマスク入れや、ちょっと外したい食事の時の保管
になど、さまざまなシーンで活用いただけます。オリジナル
デザインで製造もできますので、ノベルティ
として、ＯＥＭ製造で商品化など、幅広い
用途にお応えします。

抗菌素材のマスクケース
YOUR COLORS

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17 708号室
TEL 080-8106-2348
https://www.parolibredtp.com/

Parolibre DTP Office （パロリブル ディーティーピー オフィス）

あなたの手書き原稿を代わりに綺麗に整えます。文章だ
けの原稿でもOK。始めからの作成でない分、他のデザイ
ン会社や印刷会社よりお安くできます。どうまとめていい
のかわからない方は、弊社ホームページより「チラシを作

ろう」をダウ
ンロード。
また、簡単
なホームペ
ージ作成も
承ります。
詳しくはご
相談くださ
い。

お店のチラシ、
見直しませんか？

例：A4両面4色100部／編集・印刷代込 64,000円（税別）

注文はこちら。

〒420-0859 静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ビル１F
TEL 054-653-0202　FAX 054-252-6611
https://www.fujilogi.co.jp

㈱富士ロジテックホールディングス



飲食店テイクアウト特集

本格的にテイクアウトや宅配を始めました。お弁当は点
心中心の点心弁当とエビチリなどの料理が入った祥瑞
弁当、全５種類があります。その他、人気料理を集めた祥
瑞プレートや小籠包、麻婆豆腐など一品料理をご自宅で
お楽しみいただけます。宅配は5,000円以上で3キロ以
内で承っております。予約0120-22-5851

祥瑞自慢の味を
ご自宅で！！

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町11-1
TEL 054-252-0131　FAX 054-253-9213
ｈttp://fugetsuro.co.jp/

浮月楼

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町3-6 2Ｆ
TEL 054-272-3303　FAX 054-272-3307
http://www.syozui.jp

㈱祥瑞

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

1,500円
（税別）

〒424-0878 静岡市清水区御門台3-10
TEL 054-348-1712
https://www.kankichi-shimizu.com/

かん吉 清水店

うな丼
お吸い物付き
炭火で焼き上げた鰻をタレをかけたご飯に乗せてありま
す。蒸さずに一気に焼き上げる鰻の美味しさを存分に味
わえます。鰻は0.5尾使用しています。お吸い物も付けら
れます。（水筒をご持参ください）
お電話いただければ、ご注文に合わせて焼き上げます。
ぜひご利用くださいませ。

2,800円
（税込）

当店の餃子は国産野菜にこだわり、薄皮で何個もイケち
ゃう本当に美味しい餃子です！にんにくたっぷりの「男餃
子」、にんにくなし生姜たっぷりの「女餃子」、バランスの

取れたスタンダ
ードの「肉餃子」
３種の餃子があ
ります！ご飯の
お供に、お酒の
お供に、老若男女
みんな大好き！
餃子は国民食！！

美味しい餃子を
ご家庭でも！

〒422-8067 静岡市駿河区南町6-1
TEL 054-284-6166　FAX 054-286-7933
http://www.shouetsu.co.jp/

㈱正悦 大衆酒場餃子研究所南町店

600円（税込）

このたび、浮月楼では新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、通常営業を変更し皆様のご昼食時間の充実を
応援させていただきたく、5月18日より仕出し弁当を開始

しております。大
変な時期ですが
皆様と共に力を
合わせ、乗り越
えていきましょう!
◆受取日2日前
の18時までの
ご予約（5～30
個まで）◆10個
以上でお届け
可（一部地域）

仕出し弁当はじめました
【旬菜彩り弁当】

3,000円（税別）



オッサンの人気料理満載のワインに合うオードブル盛り
合わせ（お一人様900円）。お子様オードブル（600円）も
仲間入り。ぜひワインもご一緒に！（1,200円～）今なら子
供ワイングラスプレゼント☆楽しい家族時間を！その他、ス

パイス香るオッサンカレー
（900円）、カツサンド（800
円）をご用意しております。

左…オードブル、右…オッサンカレー　※価格は税込

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町6-6 ミツヒサビル2F
TEL 054-255-8377　FAX 054-255-8378

O'SSAN  Bistro tonton
〒420-0033 静岡市葵区昭和町6-1
TEL 054-251-0066　FAX 054-251-0067
http://www.lemondefujigaya.com/

ステーキ&欧風料理 ルモンドふじがや ［ルモンド㈲］

〒422-8034 静岡市駿河区高松3093-34 2F
TEL＆FAX 054-238-1126
http://terracosta.jp

TERRACOSTA（テラコスタ） ［㈲ヘルム］
〒420-0845 静岡市葵区太田町31-1 小野ビル1F
TEL＆FAX 054-247-6775

ネパール＆インド料理レストラン ナマステＮＩＰＰＯＮ

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

新型コロナウイルスの影響で大変な思いをしている
静岡市内の飲食店を応援しましょう！

大人気のテラコス
タのピッツァがお家
で気軽に楽しめま
す。ご来店30分前
にお電話でご予約
いただければ、待た
ずに店頭でスムー
ズにお渡しできます。
いろいろな美味しさ
がギュッとつまった
前菜盛り合わせパ
ックも好評です！

お家でみんなで
ピッツァパーティー！！

オッサンオードブルで
楽しいおうち時間を！

通常1,280円がテイクアウト限定 ALL 1,000円（税込）

じっくりスパイスに漬け込んだ炭火焼きチキンと豚肉、下
にターメリックライス（ウコンの香り漂う黄金色のライス）、
さらにお豆とじゃがいもでパワーアップ！
この他に、シシカバブをはじめ、各種炭火焼きグリル弁当

やドライカレ
ー弁当もござ
います。自家
製のカレーパ
イとミートポテ
トパイはお持
ち帰りで大人
気です。

ナマステNIPPON特製の
炭火焼きどん

600円（税別）

お誕生日、結婚記念日などの特別な日をおうちで楽しむ、
小さなコース料理のようなお弁当です。ソムリエ厳選の
ワインで乾杯、旬の野菜や魚介のオードブルを楽しみ、
メインは冷めても柔らかい炭火焼牛ステーキを。パティシエ
特製ケーキにお好みの花束を添えて、あなたの大切な方

に驚きと感
動をお届け
します。
（ネット予約・
配達OK）

おうちで記念日をお祝いする、
特別お弁当セット

お二人分
11,000円
（税別）～



〒424-0816 静岡市清水区真砂町3-15
TEL＆FAX 054-366-0108

Milk crown café & bar

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-8-9 アクロス辻源ビルB1
TEL＆FAX 054-291-4080
https://www.facebook.com/ato.hatt

ＡＴＯ

清水駅前銀座商店街のお得ランチでテレビでもご紹介
いただく『チキン南蛮丼』は、ぷりっぷりジューシーな唐揚
げに酸味のきいた自家製タルタルソースと甘だれをかけ、

ボリューミーな
のにさっぱりと
した一品に仕
上げています。
他にもガーリッ
クチキン丼やロ
コモコ丼といっ
たカフェメニュ
ーを多数取り揃
えております。

ワンコインでボリューミー
『チキン南蛮丼』

牛すじ出汁に、黒はんぺん、なると、志のだ巻などの練り
物からの甘く深い味わいの魚の風味が活きた、静岡お

でん「名代おが
わ」自慢の味を
ご家族でいかが
ですか？「黒はん
ぺん」「牛すじ」
「焼津産の練り
物各種 」「 大
根」「玉子」など、
静岡ならではの
味が１本90円
（税込）から楽し
めます！

ご家庭で名物
「静岡おでん」を満喫！

〒420-0036 静岡市葵区駿河町4-5 古川ビル1F
TEL 054-689-5347

〒420-0867 静岡市葵区馬場町38
TEL 054-252-2548　FAX 054-252-2549

静岡おでん おがわ

500円（税別）

季節の食材を中華料理の技法で彩りも豊かに盛り合わ
せたお弁当です。
食材、調理法の
お好みをお伝え
いただけましたら、
できる限りお応え
いたします。なお、
前日までのご予
約制とさせていた
だいております。

克弥屋の
中華松花堂弁当

ATOの人気料理を盛
り合わせたテイクアウ
トメニューは、味にも
見た目にもこだわって
います。時間が経って
も美味しく召し上がれ
ます。お気に入りのワ
インとともにお楽しみく
ださい！店内の営業も
再開しており、次亜塩
素酸・アルコールなど
の消毒によりウイルス
対策も万全でお客様
をお迎えしています。

2,160円（税込）

ご家庭で名物

飲食店テイクアウト特集わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

か つ み　 や

中國料理 克弥屋

ＡＴＯの人気メニューを
ご自宅で！



お持ち帰りメニューは、逸品料理から丼もの、オードブルま
でさまざま。一品一品こだわった「おうち会席」や当店自
慢の200年以上継ぎ足した秘伝のタレを使った鰻重もご
ざいます。美味しい料理で、ゆったりと贅沢なひとときをお
楽しみいただけたらと存じます。６月１日からお店も再開し
ますので、ぜひ一度お越しください。

200年地元に愛される
老舗の味

〒424-0871 静岡市清水区上原1-2-20
TEL 054-345-7522　FAX 054-347-2314
https://www.kappouyoshikawa.net/

割烹 芳川
〒424-0863 静岡市清水区船越南町802-1
TEL 090-3959-0555

キッチン５

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町5-7 田中ビル2F
TEL＆FAX 054-260-5870
https://craftbeer-station.com/

クラフトビアステーション

「ふじのくに」銘柄豚のスペアリブ燻製が入った、クラフト
ビールに合う！おつまみの盛り合わせ。その他、ブルーチー
ズメンチカツ、５種の野菜とアンチョビマヨ、ポテトフライ、

枝豆の燻製
など。１～２人
にオススメ♪
馨しい燻製の
薫りと、濃厚
な肉の旨みで
ビールが進む
こと間違いな
し！

ビール専門店の
おつまみ盛り

2,000円（税込）

当店のタコライスは、７種のスパイスで挽き肉を炒めたタ
コミートが乗っていて、
一緒に入れているた
くさんの玉ねぎの甘み
がランチにぴったりの
優しい味わいに。ガパ
オライス弁当（税込
810円）やタルタルソ
ースの付いたからあげ
弁当（税込756円）な
ど多国籍食堂らしい
ラインナップになって
います。数量限定な
のでご予約を！

一番人気はやっぱり
タコライス弁当！

810円（税込）

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

新型コロナウイルスの影響で大変な思いをしている
静岡市内の飲食店を応援しましょう！

段取り力強化セミナー7/7㈫
10：00～17：00働き方改革！生産性向上の仕事術！

効率的に仕事を上手に進めるために、一歩先を予測する「先読み
力」、優先順位や業務手順を決定する「さばき力」等業務の全体像
を整理して、ひとつひとつ確実に、迅速に遂行していく力、それが
「段取り力」です。段取り力は自分自身の業務を効率的にマネジメ
ントし、生産性を上げていく力です。また、頻繁かつ予測が難しい
トラブルに対処する「危機管理能力」も身につきます。

①何故段取り力が必要か　②先読み力とは何か　③見える化の実践
④効率的に遂行する　⑤チームの成果を高める連携

心理学で高める営業力強化研修 6/24㈬
10：00～17：00「目指す姿」はもっと上！営業力が高まる必須のスキル！

できる営業パーソンは、『お客様の心の声（潜在的な課題）』を聞
き分け、欲しているご提案を行い、購入を決定しやすいように商談
を進めます。実は、あなたの側の「できる営業パーソン」は意識・無
意識問わず『人の心を理解する術（心理学）』を使っているのです。
営業に使える心理学を効果的に取り入れます。

①営業スタイルの変化②優秀な営業パーソンの共通点③心理学と営業
という仕事④上心理学の知識とスキル⑤必要なスキルを身につける

会場：静岡商工会議所会館 4階会議室
参加費：会員13,200円、一般16,500円（教材費・消費税込）
必要事項をご記入後、FAX（054-253-5119）にてお申込みください。 
お問合せ IPTEL：050-3528-0853（直通） https://www.cci-biz.com/shizuoka/


