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㈲テラ・テクニカルアシスト

空間を快適に！
快適を形に！

〒422-8007 静岡市駿河区聖一色83
TEL 054-262-5522　FAX 054-262-5523
http://www.exin1967.com

㈱ホートクエクシン

＜会員資格＞

＜会員会費＞

静岡商工会議所から推薦され、かつ本会役員会
の承認を得た女性経営者（後継者として明確な人
または役員以上）とする。
2020年度年額 30,000円〔月額2,500円×12ヵ月〕

中小企業相談所　静岡支所 経営支援課
TEL 054-253-5113　FAX 054-254-6713

★本件担当・お問合せ先［事務局］

本会は、女性経営者の持つ情報・技術などの交換や相
互交流を行うことにより、経営革新ネットワーク事業を推
進し、経営ノウハウの構築を図ることを目的として、昭和
63（1988）年10月19日に設立されました。
具体的には、情報・技術などの交換のための研究会の開
催、新チャンネル研究のための講演会や視察研修会の
実施、会員相互の交流事業などを行っております。
今回、少数精鋭のメンバー13名をご紹介させていただき
ます。

総務部・取締役
石黒 鮎子

〒422-8005 静岡市駿河区池田1811-1
TEL 054-208-0520　FAX 0545-78-1971
http://www.cyo-bit.com

ちょっと変わったパソコン講座
「ちょビット★セミナー」実施中。
PC相談＆トラブル解決を中心に承っておりますが、新型
コロナ感染症によりPC業務の見直しが多く図られ、それ
に伴う変革相談業務を開始いたしました。また、高校で必
修化したコンピュータの基礎知識の講座、実際にPCを
分解する講座、宅内のネットワークの基本を学習する講
座など、実践的基礎固めに役立つ講座を実施中です。

当社は1967年に設立いたしました。社是は「技術・信頼・
自信」。家具・遊具の設計・製造・販売・施工および遊具
の安全点検・修繕を通して、快適な空間を演出し、お届け
しております。お客様の安心と安全と満足を目標に、これ
からも社員一同全力を尽くし、日々邁進してまいります。

代表取締役
稲葉 倫子

〒420-0816 静岡市葵区沓谷5-8-3
TEL 054-261-1127　FAX 054-264-4558
http://www.sanai-oa.co.jp

㈱サンアイオーエイ

「働き方改革」を
お手伝いいたします！

働き方改革・Withコロナ社会におけるコミュニケーション
スタイルの改革をご提案いたします。業務効率アップ・コスト
削減・セキュリティ対策など、お客様のより良い働き方をお
手伝いさせていただきます。複合機やパソコン・ICT製品
など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

代表取締役
芦屋 克子

静岡商工会議所
シーズネットワークのご案内



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！

〒421-0112 静岡市駿河区東新田5-8-14
TEL&FAX 054-259-1800
https://soraan.jp/

創房 荻須

いつでもどこでも組み立て式茶室
「宙庵（そらあん）」

清水で初の塾と一体となって
展開する学童

〒424-0046 静岡市清水区西大曲町9-1
TEL&FAX 054-378-9099
http://kayo-club.com/

石上国語教室　学習サロン ドリームポート

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-2-13 朱宮フジビル3A
TEL＆FAX 054-250-0837
https://www.kokugokyoushitsu.com

石上国語教室

清水で唯一の本格的私設学童です。ただ、お子様を預け
る「学童保育」としての役割だけでなく、塾と同じ教室下
で“考える力を育成する”本格的な「学習塾」も提供してお
ります。放課後の子供たちの大切な時間を無理なく、楽し

く学びながら待
つことができま
す。また、季節に
合ったフィールド
トリップも行って
います。

長年、静岡の地で素材・指物・漆などにこだわり、家具を
製作してきました。その技術を活かして、組み立て式の茶
室を製造・販売＆レンタルをしています。
どこにでも持ち運べ、簡単に組み立てられる茶室を様々な

場面で活用して
いただければ、う
れしいです。オー
ダーやレンタル
の際のご要望に
もきめ細かく対
応いたします。

夏は「石上」の
読書感想文・小論文！！

JRや静岡鉄道の駅、沿道に
広告看板を出しませんか？

〒420-0882 静岡市葵区安東3-4-15-202
TEL 054-248-3763　FAX 054-292-7366
https://www.kawasakisenkosha.com

㈱川﨑宣弘社

創業75年、信頼と実績を積み重ねてまいりました。交通
広告や屋外広告看板の媒体探し、現地調査と見積もり
(無料）から製作設置まで一貫してご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。

石上国語教室は、静岡
市で25年以上にわたり
国語に関するすべての学
びをプロデュースしてまい
りました。受験対策だけで
はなく、夏期は小中学生
向けの読書感想文、大
学入試向けの小論文指
導に力を入れております。
また、コロナ後の受験に
不可欠なオンライン面接
指導もスタート。国語力に
関する悩みは、何でもご
相談ください。

静岡青葉本校 室長
大塚 尋子

代表
杉浦 ます美

専務取締役
川﨑 依子

内山 あき江
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雨具専門店
創業101周年の「藤田屋」

〒422-8005 静岡市駿河区池田2283-3 A-312
TEL 054-262-3372　FAX 054-264-6027
http://sarasa-sr.jimdo.com/

㈱シルバーロード

〒420-0022 静岡市葵区車町15
TEL 054-255-3550　FAX 054-273-3010
https://www.kasa-fujitaya.com

㈱藤田屋

木製椅子の
専門メーカーです

衣料を通じて、心身ともに
快適な生活を提供

〒420-0003 静岡市葵区片羽町80
TEL&FAX 054-271-5927

アクアリュウム　ジムノ

お家で楽しんでいます！！

〒420-0937 静岡市葵区唐瀬3-4-21
TEL 054-245-8987　FAX 054-245-6570

㈱二興産業

新型コロナの影響で、お家時間を楽しむ方が非常に増え
ました。メダカや金魚、錦鯉、熱帯魚たちを飼育してみませ
んか？アレルギーの心配もなく安心です。近日中に爬虫
類コーナーもオープン予定ですので、店内はより一層充

実します。型にとら
われない楽しみ方
をご提案中！活餌
各種・冷凍飼料も
取扱い有。各種業
務用人工飼料も
大人気です（ Ｏ^^ ）

昨年創業100周年を迎えた当社は、時代の変化に合わ
せた傘や合羽など多種多様な雨具を販売しています。
昨年６月には、レインウェア専門店も店舗隣にオープンし
ました。今後もお客様に喜んでいただける、雨の日が待ち
遠しくなるような商品をご提供してまいります。ぜひご来店
いただき、自慢の商品の数 を々手に取ってみてください。

鏡台の椅子から、レストランチェアー、寺院用椅子、幼児
用チェアーまで‥‥当社では、椅子に最も適している国
産ブナを主に使用しておりますが、何よりも貴重な資源を
無駄にしない「ものづくり」を心掛けております。座部の張
替えなども承っております。お気軽にご用命ください。

社名の由来である“シルバー世代”に向け、笑顔で快適に
過ごしていただくための婦人衣料・介護衣料を扱っていま
す。ショップ“SARASA”では、インド綿衣料・タイ提携工場
で製作のオリジナルコットン衣料・ピンタックシャツ、更衣
介助負担の軽減にもなるダブルガーゼ製介護パジャマを
販売しています。オリジナル商品は卸売もしています。

代表取締役
永野 雅美

代表
高柳好美

藤田 仁子 深津 真知子



静岡商工会議所会員限定
掲載無料PRコーナー

〒422-8017 静岡市駿河区大谷885
TEL 054-237-2022　FAX 054-237-1422
http://www.winvillage-tennisclub.com

㈱静岡ウインビレッジテニス倶楽部

緑のシャワーふりそそぐ静岡の
軽井沢！自然がいっぱい

木 を々抜ける風を感じながら、テニスで爽やかな汗を流し
ませんか！？テニスは、ソーシャルディスタンスを保ちやす
いスポーツです。ナイスショットにはハイタッチならぬエア
タッチで☆オープンテラスでの休憩はテニスコートを向い

て☆ベテランから
ヤングまで、優雅
に！激しく！！仲良
く！テニスを楽しん
でいます。

【カフェ】ふわふわ夢いちご
かき氷オープン

〒422-8016 静岡市駿河区西平松195
TEL&FAX 054-237-4874
https://yamasanchi.com/

するが夢苺㈱［ヤマサン農園］

〒424-0808 静岡市清水区大手3-7-3
TEL＆FAX 054-364-4423
https://beautyhari.com/

けいらく治療院

免疫力向上と
ストレス緩和

爬虫類女子が集まる
爬虫類専門店

〒421-0131 静岡市駿河区手越原250-3 920ビル1F　
TEL 080-1604-5104
https://reptiles-grant.jp/

Ｇｒａｎｔ ［グラント］

まるごと夢いちご 840円（税込）

コロナ禍に鍼灸治療だから、出来ること。
○ストレスによる自律神経の乱れの緩和
○免疫力向上
○代謝向上
食事・運動・睡眠と大切なことの取り組みに、プラス鍼灸
治療を取り入れることで自律神経や内臓機能を調整し、
相乗効果をもたらします。
☆鍼灸治療は、自己免疫力を高めるのに最適です。

お気軽にご相談
ください。

久能いちご街道に静岡のごちそう苺『するが姫』生産者
直営の“カフェ夢いち
ご”がオープン！メニュ
ーは、かき氷メインの８
品。「まるごと夢いち
ご」は、いちご氷、いち
ごソース全てが苺でで
きています。この他、抹
茶、ジンジャー、チャイ
などがあり、静岡県産
の食材を使った自家製
ソースが掛かっていま
す。海を見ながらのか
き氷タイムをぜひ！

「忙しい毎日をお過ごしの皆様！！日々の疲れを爬虫類に
癒してもらいませんか？？」。鳴かない・匂わない・小スペー

スで飼育可能！自
宅で過ごす時間が
楽しくなりますよ♪
女性が立ち寄りや
すい専門店です。
ライフスタイルに合
った生体を提案・飼
育方法などお伝え
いたします。お気軽
にご相談ください♪

院長
森林 多恵

代表取締役
村松 美晴


