静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス
ペレットストーブで
炎を楽しむ暮らしを

和ピクルス専門店こうのもの
「誰かにプレゼントしたくなるピクル

100％木材から作られる木

ス」
をコンセプトに昨年から始めた
和ピクルス専門店です。食材に恵

質ペレットを燃料にして部屋

まれた静岡の野菜を素材としており

を暖めるペレットストーブをご

和ピクルスを通して静岡の魅力を

存知ですか？炎を楽しみな

伝えられたら

がら身も心もポカポカに暖ま

という想いで

ります。当店に実演機が設

提供しており

置されていますので、
ぜひお
立ち寄りください。

ます。
本体価格214,000円（税込）
〜

１袋３００円〜６００円（税込）

和ピクルス専門店 こうのもの

坪井建材・もくぺれ 安倍川店

〒420-0029 静岡市葵区研屋町21
TEL 080-4965-9090
http://kisakutei-net.shop-pro.jp/

〒421-0131 静岡市駿河区手越原１６０−２
TEL 054-259-0507 FAX 054-293-7044
http://tsuboikenzai.jimdo.com/

「超・売手市場」で新卒採用を成功させる!

ストレスチェック義務化対応サービス

新卒採用活動はマーケティング活動である。求める人材に自

11月末までに実施を済ませることが義務化されているストレス

社へ入社してもらえるようセールス(営業)活動しなければならな

チェック制度。ご担当者様必見！
『 e-Karte® 』ならストレス

い。組織・人事のプロ、小村崇氏が無料診断(限定５社)。実践

チェック制度に必要なサービスをワンストップで提供します。

的な採用戦略作りをサポート。

まずはお問合せください！

受検者50名パック 50,000円
（税込）
〜

㈱ＳＢＳコミュニケーションズ

マーズコンピュータ㈱

〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-1
TEL 054-289-7555 FAX 054-280-6072
http://www.sbscom.jp/

〒417-0043 富士市荒田島町10-27
TEL 0545-55-3705 FAX 0545-55-3702
http://www.mars-computer.co.jp/

ＬＥＣ静岡本校特別
講座のご案内

今年のXmasは『すっごく美味しいリンゴパン』
！
りんごとクルミがいっぱい入ったしっとりと風味豊かなデニッ
シュケーキはいかが

平成29年2月の日商簿記3級検定向
け、会員様向け特別講座【全１６回・

でしょうか。
シナモンを

平日夜クラス：
１８時４５分〜２１時１５

たっぷり使 用して、

分】
を１２月１９日
（月）※より開講いた

大 人なクリスマスを

します。是非受講をご検討ください！

演 出 致します。決し

※日程詳細等はお問合せください。

て人とかぶらない手
土産としても間違い
なし！

受講料：13,000円
（税込）

1,944円（税込）

㈱東京リーガルマインド静岡本校

モンパルナス

〒420-0857 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階
TEL 054-255-5001 FAX 054-255-5717
http://www.lec-jp.com/

〒420-0884 静岡市葵区大岩本町12−12
TEL 054-245-3301 FAX 054-245-3302
http://www.monpa.jp/

毎度ありがとうございます。忘新年会承り中！

海鮮浜焼きと忘新年会
はまぐりや帆立をはじめとする貝や鮭

リニューアルして5年が経ちました。新しくなってもいつも美味しくて、

とば・エイヒレなど新鮮魚介をテーブ

楽しくて、嬉しくて、
そして優しいお店と味は変わっていません。美

ルで焼いて楽しめる海鮮浜焼きがメ

味しいおでんやお料理を食べて、心と体を温めてください。

インの海鮮居酒屋です。
日本酒も豊
富に取り揃えておりますので焼いた
アツアツの魚
介のお供にい
かがですか？
ご宴会プラン
殻付き帆立 ４８６円
（税込）

あり！
！

海鮮酒場 浜ちゃん

あさひ

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-8-16
TEL＆FAX 054-345-1686

〒420-0866 静岡市葵区西草深町28-4
TEL 054-245-6983

静岡の「食」
を楽しもう！

青葉横丁から静岡を盛り上げます。

現在静岡市内に居酒屋３店舗。
「あさ八」では、県内全２７種

県内外、
さらに海外からの出張・旅行のお客様と10席のカウン

の地酒と地場産品を。
「オシノビ」は、完全個室で県外からの

ターで、
おでんを通して静岡をPR。袖触れ合えば、今日の友。

お 客 様との 接

お茶割り一杯、笑顔がいっぱい。屋台文化とあったかおで

待利用に最適。

んを1人でも気軽に行けるお店。

「みゆき鳥」は、
焼き鳥（「富士の
鶏 」使 用 ）を中
心とした地場産
品をお楽しみい
コース
（飲み放題付）
4,500円
（税込）
〜

ただけます。

静岡おでん5本盛り 594円
（税込）

㈱キチジツ

おでんやおばちゃん

〒422-8067 静岡市駿河区南町10-11-1F
TEL＆FAX 054-266-5339
http://www.kichijitsu23.com

〒420-0034 静岡市葵区常盤町1-8-7
TEL＆FAX 054-221-7400
http://odenya-obachan.com/

独自のアレンジが利いた和洋折衷の創作料理

忘新年会は馬渕、
新年会は南町で！

冬限定のかきの塩昆布焼きは塩昆布と当店オリジナルソー

お陰様で馬渕で17年、居酒屋をやらせて頂き、
ありがとうござ

スで焼きあげます。かきの苦手なお客様でも食べれてしまう

いました 。来 年

お料 理です。

早々、南町（サン

ぜ ひ 、ご 賞 味

パレスホテル隣、
2

下さい。

階）へ移転します。

おまかせコース

残り少ない馬 渕

3,500円より承り

での日々、笑いの

ます。

ある楽しい時 間
を過ごして頂 け
コース料理 3,000円
（税抜）
より

現代料理 池元

和食居酒屋 稲穂

〒424-0948 静岡市清水区梅田町3-5
TEL＆FAX 054-351-4163
http://www.ikemoto.cc

〒422-8063 静岡市駿河区馬渕2-11-29
TEL 054-289-1025

れば幸せです。

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

当商工会議所会員事業所の中から飲食店の一部をご紹介します。
各店の自慢の商品・サービスをご覧下さい。

忘・新年会特別コース登場!!

忘新年会・法事・会合に寿司と創作料理

忘・新年会で集まる機会が多くなるこの時期に、
プラス1,500円

寿司は、本マグロ・金目鯛・真鯵・太刀魚など新鮮なネタをご用意し

で飲み放題付にできるプランが始まりました。

ています。
コース料理4000円〜。
また、
お鍋やいかじゃがハンバー

◆ねぎ間鍋コース[千両] 3,000円（税抜）
（写真：右）

グ、桜 海 老シュ

◆大海老焼きコース[万両] 4,500円
（税抜）
（写真：左）

ウマイ、マグロカ
ルパッチョなど
創作料理もお出
ししております。

2,000円
（税込）
〜

寿し幸 本店

栄寿司

〒420-0068 静岡市葵区田町2-141
TEL 054-254-2955 FAX 054-251-9701
http://sushikou1.com/

〒424-0926 静岡市清水区村松1-4-52
TEL＆FAX 054-335-4015
http://sakae1014.wix.com/

【おめでたい】
お・も・て・な・
し

栄養バランス◎ ちゃんこパワーでがぶり寄り

新鮮な真鯛をまるごと一尾ダイナミックに炊き上げた鯛めし。

当店は元力士が作るちゃんこ料理店です。
ちゃんこ鍋の他に

土鍋で炊きおこげ

も季節の食材を使ったメニューがいろいろあります。
また、
時間

まで美 味しく召し

をかけて手作りする
「炭火つるし焼豚」の販売もしています。

上がれます。お祝

お土産にも好評です。ぜひご来店ください。

いの席や、気の合
う仲間との食事会
にオススメで す 。
個室、大広間にて
接待や宴会にも是
非ご利用下さい。

5,400円
（税込）

コース料理は3,000円
（税込）
〜

駿河の味処 富士屋

旬菜大食坊 ごっちゃあん

〒424-0912 静岡市清水区殿沢2-1-10
TEL 054-335-0092 FAX 054-335-0148

〒421-0112 静岡市駿河区東新田3-1-8
TEL 054-259-8931 FAX 054-259-8931

パイレーツ オブ
ボロネーゼ

静岡市随一のネタ揃いでホンモノの寿司を！
常時40種ほどの「天然」にこだわった

骨付きソーセージがワイルド

豊富なネタを焼物・揚物・煮物など旬を

に乗っているミートソースの

引き立てる料理でお楽しみいただけま

パスタです。香味野菜をたっ

す。
ご予算に合わせた様々なコースが

ぷり使ったミートソースはあっ

ございますので、お気軽にご相談くだ

さり仕上げてお子様にも食

さい。最近は

べやすくなっています。
もちろ

マジシャンを

んセットでもお選びいただけ

招いてのイベ

ます。
1,280円
（税込）

ントも大 好 評
コース 2,700円
（税込）
〜

ＴＥＲＲＡ ＣＯＳＴＡ
（テッラ コスタ）

寿司割烹 船正

〒422-8034 静岡市駿河区高松3093-33 2F
TEL 054-238-1126 FAX 054-238-1126
http://terracosta.jp

〒420-0046 静岡市葵区吉野町5-3
TEL 054-251-2703 FAX 054-272-2703
http://www.funamasa.com/

です。

静岡駅南口から徒歩1分。
静岡名物が楽しめます。

創業110年以上のうなぎ屋です
ご宴会のおすすめは、
うな重コース。何十年にわたり継ぎ足さ

1 階にはカウンター・小 上がり・

れた甘めのタレは、
どなたにも愛される味。地酒やワインとともに、

テーブル席があり、2・3階にはお

一年の締めくくりを、
どうぞうなぎで満喫してください。

座敷をご用意。宴会は4〜60名
様までOK！静岡おでんやお刺身、
静岡おもろなどをご堪能いただ
けます。
アットホーム
なお店です。忘新
年会はぜひ ゆるり
屋二光 で！

2時間飲み放題付 4,000円（税込）〜

うな重コース 5,000円
（税込）

ゆるり屋 二光

天峰

〒422-8067 静岡市駿河区南町8-8
TEL 054-285-1234
http://www.yururiyanikou.jp

〒420-0036 静岡市葵区駿河町６-３
TEL＆FAX 054-255-0131
http://tenmine.com

食べて・飲んで・歌って・遊べるお店！
伝馬町で店を構えて10年になるBarスタイルのお店！ JR、

素材と手仕事にこだわった伝統的なおせち
料理人が心を込めて作ります。伝統的な技に加えて、現代の

静鉄の両駅より歩いて5分と便利な場所にあります。
自家製手

食卓にも合う様な

こねハンバーグ、
とりの唐揚げが大人気でお酒の種類も多く、

味わいにアレンジ

1 人 から大 人

を施しています。

数まで対 応で

お正月らしい華や

きます。居心地

かな彩りを緻密に

の良いお店な

計 算された 盛り

のでお気 軽に

付けも、
目でお楽

ご来店ください。

しみ頂きたいと思
います。

あさたまハンバーグプレート 1,080円
（税込）

29,000円
（税込）

Ｂar sｌ
ｏwｌ
ｉ
ｆ
ｅ
（ツーピース㈱）

とみ井

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町12-7 天馬パークビル3F
TEL 054-255-3229 FAX 054-255-3229
http://shizuoka.womo.jp/gourmet/shop/index/ID/69

〒420-0034 静岡市葵区常磐町1-2-7 冨井ビル1F
TEL＆FAX 054-274-0666
http://tomi-i.jp/

慶喜公の愛した
庭園を眺めながら
お食事を

習いは古きに、
創意は新しきを
和牛焼肉なかじまは、
「習いは古きに、創意
は新しきを」と「地産

静岡駅より徒歩５分。慶喜

6,480円
（税込）

公が愛した庭は現在に残り、

地消」が、
メインコンセ

夜には幻想的にライトアップ

プトのお店です。
フレ

された2千坪の庭園を眺め

ンチと焼肉をフュージ

ながらお食事が出来ます。

ョンさせた古い慣習に

忘・新年会など皆様のお集

囚われない、新モダン

まりに、季節の懐石料理を

スタイルの焼肉を、御

是非ご堪能下さいませ。

単品料理780円〜 コース料理4,500円〜
（税込）

提供いたします。

㈱浮月

和牛焼肉なかじま 七間町本店

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

〒420-0035 静岡市葵区七間町12-2静岡東宝会館2F
TEL 054-253-8929 FAX 054-253-8929
http://s-sodachi.com

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

当商工会議所会員事業所の中から飲食店の一部をご紹介します。
各店の自慢の商品・サービスをご覧下さい。

一から作る本格
チーズフォンデュコース

本格イタリアンをバルスタイルで楽しもう！
ホテル内レストラン「クオモ」にて人
気の宴会プラン。
こだわりのオリーブ

創業以来の人気メニュー、
ミル
ポワのチーズフォンデュが選べ

オイルや天然塩で素材を活かした

るコースになって登場。広い年

タパス
（小皿料理）が１０品と、
スパ

代に好評のプレーンとお酒に合

ークリングや美容カクテルなど女性

う大人向けのゴルゴンゾーラ。

が喜ぶフリー

前菜からパスタ、
デザートも付い

ドリンクが 約

た全10品コースは大満足間違

50種類！

いなし！
2,500円
（税込）

4,000円
（税込）

レストラン ミルポワ

ホテルクエスト清水

〒422-8034 静岡市駿河区高松2663-1
TEL＆FAX 054-238-0232
http://mirepoix1999.com

〒424-0816 静岡市清水区真砂町３−２７
TEL 054-366-7101 FAX 054-363-1231
http://www.hotelquest.co.jp/

季節感あふれる
こだわりの食材と
器と共に

年末年始の懇親会はぜひサンルート清水で！
忘年会、
新年会、
お正月の親族会、
帰省期間の同窓会など年
末年始の懇親会は、年中無休の私どもホテルサンルート清水
をご利用下さい。

毎朝自ら市場へ足を運び

7,560円
（税込）

食材を吟味することで、
その

お一人様フリード

日の一番美味しいものを五

リンク付5,000円

感で楽しめるようご用意さ

（税込）のコース

せていただきます。最後に

より承ります。
お気

出す土鍋で炊くご飯は冬は

軽にお問 合 せく

牡蠣や蟹の炊き込みもあり

ださい。

ますのでお楽しみください。

和食処 文次亭

ホテルサンルート清水

〒422-8063 静岡市駿河区馬渕2-6-6-1
TEL＆FAX 054-284-5050

〒424-0821 静岡市清水区相生町8-8
TEL 054-352-1221 FAX 054-352-1225

お座敷天ぷらで忘新年会を！
旬の海の幸、
山の幸をお座敷で！揚げたて天ぷらを味わってくだ

忘年会・新年会は
落ち着いた雰囲気で

さい。概ね6名様

地元で水揚げされた新鮮魚

から16名様位ま

介を中心に旬の食材で素材

でお受けできます。

のうまみを活かした和食を楽

一般宴席でした

しんでください。静岡県のおい

ら4 0 名 様 位まで

しい地酒も取り揃えています。

可能です。
ご予算

ご宴会25名様まで。

はご相談ください。

営業時間17時〜。
日曜店休日。

なお、出張天ぷら
5,000円
（税込）
位〜

も承っております。

ご予約は054-366-5867まで
コース料理 3,780円
（税込）
〜

㈱天文本店

味楽亭はしもと

〒420-0035 静岡市葵区七間町4
TEL 054-252-0510 FAX 054-254-0510

〒424-0816 静岡市清水区真砂町6-23
TEL 054-366-5867 FAX 054-367-5252

