
わが社自慢の商品・サービス静岡商工会議所会員限定
掲載無料PRコーナー

500,000円（税別）

液体吐出機「プッシュone」
清潔、簡単、片手でワンプッシュ！

〒424-0879 静岡市清水区有度本町5-18
TEL&FAX 054-368-7023
https://www.mokupere.com/

もくぺれ×GALLERY kino

気分は山小屋
炎のある暮らしはいかがですか？

ペレットストーブは、心が
癒される炎のゆらぎと、
遠赤外線・輻射熱の効果で
上質な暖房をお届けします。
当店は設置150台を超え
る実績があり、同ストーブを
体感できるギャラリー＆
カフェを併設しています。
現在の暖房に満足されて
いない方や部屋の雰囲気を
変えたい方は、ぜひお気軽に
お立ち寄り・お問い合わせ
ください。

〒421-1212 静岡市葵区千代2-19-30
TEL 054-207-8480　FAX 054-207-8481
http://www.nk3.co.jp/

㈱エヌケイスリー

［MOTEMASK］
オレ、いい感じに！
Withマスクの時代にもキメていきたいビジネスマンへ。
ネクタイと同じ柄のマスクにしてみませんか？スーツとネク
タイはキメても、違う色のマスクではせっかくのコーディネイ
トもイマイチに。コーディネイトマスク［MOTEMASK］で、
アナタもいい感じに！ １枚880円（税込）～1デザイン
2枚以上から、ネクタイの写真送信で製作可能。
また、会社ロゴ等のワンポイントもOK！詳しくはHPにて。

モ テ マ ス ク

〒424-0924 静岡市清水区清開1-110-77
TEL 054-368-6073　FAX 054-368-6075
http://www.fuji-bussan.com/

静岡から「美味しい」を全国へ！

フジ物産 食品部は、ホテル・式場・飲食店様などへ水産品
を中心とした食品の卸売りをしております。
「期待を超える店」というネットショップも立ち上げ、個人の
お客様へも幅広く厳選された食材を提供しております。
お客様の期待を超える食のプロフェッショナル集団、フジ
物産 食品部をぜひ一度ご利用ください!

フジ物産㈱ 食品部

〒424-0067 静岡市清水区鳥坂927
TEL 054-374-1088　FAX 054-659-8518
http://ｗｗｗ.sinseikougyou.com/

シンセイ工業㈱

「プッシュone」は、お手持ちのポンプボトルを清潔で簡単
にご利用いただける液体吐出機です。手の甲で押すだけ
なので、小さなお子様でも使えます。また、ポータブルでど

こでも置けて電源いら
ず、多様なサイズに対応
しており、手指の消毒や
シャンプーなどいろいろな
場面で活躍します。ご興
味のある方は、お気軽に
お問い合わせください。

㈱エヌケイスリー
ホームページ



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！

〒424-0906 静岡市清水区駒越北町8-1
TEL 054-336-2830　FAX 054-336-2833
http://www.baydream-shimizu.com/

静岡市最大級の郊外型ショッピングセンター 
「ベイドリーム清水」にテナント出店してみませんか?

『ベイドリーム清水』は、静岡県最大のＤＩＹホームセンター
「ホームアシスト」を核に、新入店の「ニトリ」を中心とした
衣食住遊の多彩な魅力と、幅広い生活ニーズに応える
専門店が立ち並び、地域の方々をはじめとする多くの
お客様が訪れる施設です。出店エリアや面積等詳細に
ついては、お気軽にお問い合わせください。

ベイドリーム清水ショッピングセンター

ベイドリーム清水
ホームページ

〒424-0886 静岡市清水区草薙2150-2
TEL 090-3851-8597　FAX 054-346-9533

カリオン 香港式リンパエステ

香港式ツボ押しリンパエステで
心身を癒しませんか？

本場で習得した香港式
ツボ押しケア。タイなど
で施術を学んだフットケ
ア、眼精疲労の改善や
小顔効果のある顔リン
パマッサージ。たるみ・ほ
うれい線・二重あごなど
が気になる方にお勧め
します。顔とボディの美
白効果もあります。コロ
ナ禍でいろいろとストレ
スの溜まる日々が続い
ています。「カリオン」で
心と体を癒しませんか?

〒421-0135 静岡市駿河区小坂1056-1
TEL 054-269-4148　FAX 054-269-4149
https://novel-shizuoka.com

㈱ノーベル

安心・安全・丁寧な配送を
お客様のもとへ！

駿河区小坂から東は関東全域、西は名古屋を中心に、一
般貨物、食品（加工食品・冷凍・チルド・ドライ）、家具家電
（設置や工事取付まで実施）、雑貨まで多種多様な商品
を配送しております。自社倉庫・配送センターで商品を管
理し、お客様のニーズに合わせた配送が可能です。大切
なお客様のお荷物を繋ぐ架け橋にぜひご利用ください。

〒424-0844 静岡市清水区西高町11-6
TEL 054-352-5868　FAX 054-352-6007
http://three-first.com

㈱スリー

今だからこそコミュニケーションを
円滑に！

当社のフェイスガードは、市販のマスクに組み合わせ装着
します。口元の部分に名刺やカードを差し込むことができ

るため、イベントなど様々なシ
ーンでマスク着用時の顔の
認識不足を補えます。平らな
Ａ４サイズですので、持ち運び
も便利です。

フェイスガード1セット10枚入り 1,500円（税別）



静岡商工会議所
今年も
開催！

ショッピングストリート
in 産業フェアしずおか２０２０

　静岡商工会議所では、会員事業所の販売促進やイベント出店
を支援する事業の一つとして「静岡商工会議所ショッピングスト
リート」を開催いたします。
　今年で３９回目となる静岡市の一大イベント『産業フェアしず
おか』の一画で、当会議所会員事業所１６社の自慢の商品をご紹
介いたします。
　あつあつ出来たての料理を堪能できる屋台ブースやお買い得
商品満載の物販ブースなどが出揃うショッピングストリートは、
まるで賑わいのある商店街を歩いているみたいです。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、館内への入
場制限をかけ、各所に消毒液を設置、ブースにはビニールシート
をかける等、感染症対策を徹底して実施する予定です。
　皆様のご来場をお待ちしております！

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合がございます。

ツインメッセ静岡
（静岡市駿河区曲金３-１-１０）
※ＪＲ静岡駅南口からツインメッセ静岡までの間で
　無料シャトルバスが運行されます。

１１月２８日●土 ・２9日●日
２０２０年

9：3０～16：0０

（☎ 054-253-5113）

日 時

会 場

お問合せ

入口 入口

北館 南館
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中小企業相談所 静岡支所経営支援課



スープが生み出す伝承の「静岡おでん」
伝統の味が凝縮され
た名物おでん。「静岡
おでん」の特徴は真っ
黒のだし汁。
『おがわ』のだし汁は、
牛スジから取り醤油
のみで味付けし、昭和
23年の創業以来ず
っと継ぎ足しして使っ
ている伝統の味です。

静岡おでん おがわ（葵区馬場町）

焼きたてパニーニ
コッペパンの中にポークハム、チェダーチーズ、タマゴ
3種の具を挟みこんだパニーニは、いかがですか。
その場で、焼きたてのホットサンドウィッチ パニーニを
お楽しみください。

カウンタープレイス（駿河区西島）

イチゴあめ、チョコバナナ
清水中央銀座商店街内
のたこ焼き店ですが、今
回は静岡県産のイチゴを
使ったイチゴあめを提供し
ます。あめの甘さとイチゴ
の酸味がベストマッチ！！

たこ助（清水区高橋）

ゴーゴーカレー監修 清水もつカレー
全国初！あの金沢ゴーゴーカレーともつカレーが奇跡の
コラボレーション！清水のソウルフードにスパイシーさと
コクがプラスされ、
一度食べたらクセに
なる美味しさの新も
つカレー。
当イベント特別価格
でご提供します！

銀座酒場こさむ（清水区真砂町）

自慢の生地でお包みします
いちごチョコ生クリームやチョコバナナ生クリームなど定
番のクレープのほか、女性に人気のサラダ系のクレープ
も多数ご用意していま
す。愛情込めて仕込
んだ手作りの生地で
新鮮な食材をお召し
上がりください。

Pomaikai〔ポーマイカイ〕（清水区庵原町）

串焼はぜひ「まっちゃ塩」で！
串焼は、ぜひ抹茶塩で召し上がってください！串焼の
他、牛、たん、豚、ラム、桜えびうどん、ポテト＆唐揚げも
提供します。桜えびを使用した焼うどんは、桜えびの香
りがとっても香ばしいです。

串焼 さの竹（駿河区登呂）

静岡商工会議所ショッピングストリート出店者ご紹介



季節の先取りは和菓子から
秋の和菓子は、煉切の紅葉、唐錦、さきがけのサンタ
さん。栗かのこ、黄味時雨、鹿の子もおすすめです。
手みやげに、
昔ながらの
どらやきや
四つの色の
小梅もなか
（青柚子、宇治
抹 茶 、こし
あん）も好評
です。

駒形桃園（葵区駒形通）

県産米を使用したあられ・せんべい
『伊奈せんべい』は来年で創業70周年。こだわりの米
菓を作り続けています。原料には静岡県産もち米、国産
うるち米を使用しています。静岡名物「あじろ」や「七味
あられ」「花駿河」などを工場直売価格で販売します。

㈱伊奈製菓（駿河区馬渕）

一つ一つ心を込めた職人の味
紅あずまを使いこだわりの製法で、さつまいも本来の風
味を生かし、甘さ控えめの当店自慢の一品です。
他にも、わらび餅・栗蒸し羊羹など多数ご用意してお待ち
しております。

菓子処 清侾園（清水区有東坂）

今年も来る、杉と桧が心配！

㈱カミナリヤ（葵区呉服町）

深むし茶の詰め放題

深むし茶の仙寿園（葵区葵町）

「アカモク」で始める健康生活
「アカモク」は、健康成
分・美容成分が豊富な
海藻です。弊社は静岡
市駿河区用宗地区で
収穫されたアカモクで
食品・健康食品・美容
品を製造販売していま
す。ネバネバ・シャキシ
ャキのアカモクをぜひ
お試しください。

㈱GOLDBLUE（葵区音羽町）

毎年皆様に大好評の、3種類の深むし茶です。
①深むし煎茶（味も香りも良く、２度３度飲めます）、②深
蒸し棒茶（茎の香
気とさっぱりした
味が味わえます）、
③深むし粉茶（濃
い甘味と渋味が
味わえます）

飲んで直ぐ実感！春のムズムズ、敏感体質から解放す
る「すぎ・ひのきドリンク」。肌美人を作る「はとむぎジン
ジャーティー」は、美容と冷え対策でＯＬに大人気！

せいこうえん

ゴールドブルー

静岡商工会議所ショッピングストリート出店者ご紹介



「カリオン」で心身を癒しませんか？
本場香港やタイなどで施術を習得したツボ押しケア・フッ
トケアマッサージ、眼精疲労の改善や小顔効果のある顔
リンパエステ。たるみ・ほうれい線・二重あごなどが気にな
る方にお勧めします。「カリオン」で心と体を癒しませんか?

カリオン 香港式リンパエステ（清水区草薙）

素材にこだわった
季節を告げる『よし乃』の和菓子
秋の味覚「栗大福」、よしもと47シュフラン金賞受賞「ピーナ
ツ餅」など人生の節目に欠かすことのできない名脇役として、
『よし乃』の和菓子は寄り添います。
是非、四季折々に変化する至極の和菓子をご堪能ください。
オンラインショップＵＲＬ https://ec.kasugai-yosshino.com/

和菓子処 春日井よし乃（愛知県春日井市）

お子さまに大人気！縁日コーナー
静岡県内外のイベントやお祭りで、３2年の出店実績。
おもちゃのくじ引きや恐竜すくいは子供たちに大人気
です。また、今年は人気爆発中の和のお面「猫面」も
販売予定です。ぜひご来店ください。

ドリーム ジョイ（葵区池ヶ谷）

“あそび”のひとつにプラモデル。
切り離して くっつけ
て 組み立てるプラ
モデルを遊びのひと
つに。お子様に、親
子で、家族で。たま
には、つくるで遊んで
みませんか。静岡の
地場産業プラホビ
ー「メイドイン静岡」
のプラモデルを会場
で販売いたします。

㈲アスカモデル（駿河区豊田）

当日は、会場内のＱＲコードをスマホで
読み取り、簡単なアンケートに答えて、
ショッピングストリートブース内で使える
５００円分のお買いもの券をもらおう！

今年もやります!今年もやります!今年もやります!お買いもの
券!!

キャッシュレス決済も推進しています！

※各日、先着50名様限定

静岡商工会議所ショッピングストリート出店者ご紹介


