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

とろろの赤ちゃん
「むかごろう」

1,080円
（税込）

大政奉還百五十年記念「大政奉還プリン」発売!!
徳川慶喜公は大政奉還直前にフランスへ派遣団を送りました。

丸子名物「とろろ」
を生地に

日本の未来の為に新し

使用し上品な甘さの特製こ

い挑戦を行い、和の心

しあんを包みました。
クリクリ

と西洋の知恵を巧みに

したおめめは自然薯の実「む

融合させた彼の偉業を

かご」
を使用し、
にっこり微笑

記念して誕生した「 大

んでいるような表情が心和

政奉還プリン」。和三盆

ませます。
もっちりした食感で

に卵黄・牛乳を併せ絶

こだわりの素材を使った体

妙な味に仕上げました。

にやさしい和風ロールです。

280円
（税込）

浮月楼の新名物です。

和洋菓子処 月ヶ瀬

㈱浮月

〒421-0103 静岡市駿河区丸子2-1-1
TEL 054-259-1762 FAX 054-259-1606
http://www.s-tsukigase.jp/

〒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/

ジャンボどらやき「次郎長笠」

オフィスでのお困りごとを解決します

当家自慢の直径15㎝の生地に、餡は北海道小豆を伝承の技

業務の効率化・経費削減ができるよう、豊富な商品やサービス

法により丹念に練り上げました。
また、中には栗、
もち米を練り

を揃えています。

上げた求肥が入

また、複合機の

っています。あず

トラブル対応が

きと栗ともちのハ

迅速だと評判を

ーモニーで幸せ

いただいており

な気分に！清水

ます。些細なお

土産として全国

困りごとでも気

的にご愛顧いた

軽にお問い 合

だいております。

わせください。

清水 風月堂

㈱サンアイオーエイ

〒424-0947 静岡市清水区清水町9-16
TEL＆FAX 054-352-6242
http://shimizu-fugetsudo.com

〒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

「主婦パート採用ノウハウBOOK」無料提供！

導入6,000社超 貴社独自の採用HPを構築

採用難、離職率UPに悩む企業様のために、主婦の採用・戦

アイデムの「Jobギア採促」で採用課題を解決しませんか？

力化のノウハウをまとめた全30ページのノウハウBOOKを作

業 務 効 率 化とコ

成いたしまし

スト削減を実現し

た。
「 静岡の

ながら
「シンプルで

店長・人事担

わかりやすい」採

当 者 の ため

用ページを構築。

のお役立ちサ

GoogleやIndeed

イト ヒトクル」

との連携で新たな

より無 料 D L

採用活動を提案

可能です。

します。

㈱アルバイトタイムス ヒトクル事務局

㈱アイデム 静岡営業所

〒410-0006 沼津市中沢田279-1
TEL 055-924-4612 FAX 055-924-4621
http://hitokuru.atimes.co.jp/tool̲detail?id=127

〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル9F
TEL 054-252-4561 FAX 054-252-4471
http://www.aidem.co.jp

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

会員店舗からメリークリスマス！
会員店舗からメリークリスマス
つぶらな瞳が
キラキラに。
クリスマスケーキ

中島屋、自慢のクリスマスケーキ
特選フレッシュクリームをたっぷり使用した毎年人気のクリスマ
スケーキ。静 岡 産の

4,500円
（税込）

苺が美味しさを引き立

今年も人気のショートケーキをは

てます。
きめ細かく、
や

じめ４種類のクリスマスケーキをご

わらかなスポンジに濃

用意いたしました。見た目も華や

厚な生クリームと苺の

かなベル形のケーキや、
お子様と

ハーモニーがクリスマ

ご一緒に楽しめる苺たっぷりのケ

スを演出します。サイ

ーキ、
お酒をきかせた大人のケー

ズ 1 8 ㎝（ 5〜6 名 様

キなど、
ホテルパティシエ特製の

用）
/限定100個

3,800円
（税込）
〜

ケーキを是非ご賞味ください。

中島屋グランドホテル

ホテルセンチュリー静岡

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町3-10
TEL 054-253-1151 FAX 054-251-4500
http://www.sn-hotels.com

〒422-8575 静岡市駿河区南町18-1
TEL 054-284-0111 FAX 054-289-5300
http://www.centuryshizuoka.co.jp

お茶屋のクリスマスケーキ

Premium X'mas紅ほっぺショートケーキ

毎年人気の雅正庵のクリスマスケーキ。今年のオススメは抹茶

静岡県産の苺「紅

＆ﾉﾜｾﾞｯﾄｼｮｺﾗ。

ほっぺ」
をふんだん

お 茶 屋だからこ

に使ったショートケ

そ、静岡産抹茶を

ーキを、
ホワイトクリ

贅 沢に使 用した

スマスイメージに

クリスマスケーキ

豪華にあしらいまし

は、雅正庵各店と

た。
（ 1 5センチの

おやいづ製茶本

ホールケーキ）

店で12月10日ま
でご予約承り中。

3,980円
（税込）

3,500円
（税込）

㈱小柳津清一商店 おやいづ製茶本店

グランディエール ブケトーカイ

〒421-0101 静岡市駿河区向敷地1198-1
TEL 054-669-5057 FAX 054-259-6869
http://www.gasho-an.com/

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1
（葵タワー内）
TEL 054-273-5250 FAX 054-273-5251
http://www.grandair.jp

クリスマスケーキ
（低糖ブッシュドノエル）

ストロベリーショートケーキ
（6号）
厳選した県産いち

☆砂糖不使用で驚くほどリッ

ごをたっぷりと使用

チな味わい！大豆等を使用した

し、ふわふわスポン

独自開発の生地で焼き上げた

ジと生クリームでバ

ブッシュ・
ド・ノエルは、糖質９０

ランスよく仕 上げ

％ＯＦＦカロリー３０％ＯＦＦ。チ

た、可愛らしいデコ

ョコレートと相性の良いフラン

レーションの日本

ボワーズがより大人好みのテ

平ホテル特製クリ

イストに仕上がっております。

スマスケーキです。

2,700円
（税込）

4,800円
（税込）

ホテルクエスト清水

日本平ホテル

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

〒424-0875 静岡市清水区馬走1500-2
TEL 054-335-1131 FAX 054-335-8955
http://www.ndhl.jp

当商工会議所会員事業所でクリスマスケーキや関連商品を扱う店舗を一部ご紹介します。
素敵なクリスマスをお過ごしください。

Xmasケーキ★栗と薩摩芋のモンブラン

選べる５種類のケーキ あなたはどれを選ぶ？

薩摩芋のタルトの上にスポンジと生クリームを重ね、薩摩芋で

王道の生クリームから大好評のタルト、
ガトーショコラまで、今

まろやかにしたマロンクリ

年も５種類のク

ームをたっぷり絞ります。

リスマスケーキを

どこにでもあるようで夢天

ご用 意 致しまし

菓でしか味わえない、開

た。ご家族や大

店して16年間人気のモ

切な人と過ごす

ンブランです。
４０台しか

楽しいクリスマ

作らないのでお早目のご

ス、
あなたはどれ

予約をお願い致します。

を選びますか？

3,996円
（税込）

3,900円
（税込）

夢天菓

patisserie un peu de

〒421-0103 静岡市駿河区丸子3-7-2-102
TEL＆FAX 054-257-9005
http://www.mu-tenka.info

〒420-0841 静岡市葵区上足洗4-6-1 ひまわりハイツ103
TEL 054-200-2177
http://unpeude.jimdo.com

手作りデコで賑やかケーキ
富士の卵を使った前日焼きのスポンジに地元の新鮮イチゴと

2017 メリークリスマス18cm
家族を囲んで、
サンタを囲んでハッピーハッピークリスマス♡

手作りデコレーション

ふわふわスポン

がのった身体に優し

ジに上質な生ク

いケーキです。当日

リーム・フレッシュ

はもちろん次の日も

ないちごをふん

違った味が楽しめま

だんに使用した

す。子供さんからお年

セティボン？１番

寄りまで安心して召

人気のクリスマ

し上がって頂けます。

スケーキです。

3,800円
（税込）

3,996円
（税込）

シュクール

セティボン？

〒424-0113 静岡市清水区原39-24
TEL 054-363-1152 FAX 054-363-1194
http://sucre-pan.com

〒420-0923 静岡市葵区川合2-4-40
TEL 054-267-7236 FAX 054-267-7237

いちごのショートケーキ

藤栄堂の「生ロール」年末年始も営業します
厳選素材で作るス

12月1日よりX'masや年末

ポンジはふんわり・

年始のご予約受付を開始。

しっとり。生クリー

静岡いちごを使用した「いち

ムは甘さ控えめに。

ごロール」や「くだものいっぱ

苺は県内産にこだ

いロール」
がおススメです。今

わっております。特

秋から始まりました冷凍出荷

別な日を笑顔で過

は期日･時間指定で全国各

ごせる様 、心を込

地へ発送OK。忘・新年会や

めてお作りします。

各種イベントの手土産にも!
ショコラフランボワーズ 3,240円
（税込）

3,000円
（税込）

Poron

生ロールの藤栄堂

〒420-0072 静岡市葵区二番町4-10-103
TEL＆FAX 054-269-4830

〒420-0922 静岡市葵区流通センター7-6
TEL 054-208-5006 FAX 054-208-5004
http://www.roll-cake.com

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

会員店舗からメリークリスマス！
会員店舗からメリークリスマス

ヴェールクレール（フランス菓子屋）

3,780円
（税込）

スノーベリー

駿河区豊田にあるパティス

スポンジの上に県産い

リーです。洋生菓子を中心

ちごを敷き詰めた、創

に焼き菓子やコンフィズリ

業当初から愛され続け

ーなどをそろえています。す

る、当店オリジナルケ

べての商品は豊田の本店

ーキ。苺好きの方にぜ

で作り、外注の商品はなく

ひお勧めです。他 に

やっているのが当店の自慢

も、“生クリーム 、“生チ

です。高品質な食材を使い

ョコレート もございま

ながらも価格を可能な限り

す。手作りの味を、
ぜひ

下げがんばっています。

一度ご賞味下さい♪

15㎝ 3,564円
（税込）
〜

Patisserie VERT CLAIR（パティスリーヴェールクレール）

菓子処 清侾園

〒422-8032 静岡市駿河区豊田3-1-45
TEL＆FAX 054-282-0473
http://www.vertclair.jp

〒424-0873 静岡市清水区有東坂4-6
TEL＆FAX 054-345-9076

とっておきのクリスマスシフォン

すっごく美味しいリンゴパンでクリスマス♪

ふわふわのシフォンケーキに純生クリームでデコレーションした

リンゴとシナモン、
カスタードクリームをたっぷり使用したデニッ

クリスマスシフ

シュパンが、
いつもと

ォン。笑 顔 の

違う味わいのクリス

真ん中に特別

マスケーキとなりまし

なクリスマスケ

た。手 土 産としても

ーキはいかが

誰とも決してかぶら

ですか。

ないクリスマスアイテ
ム。サイズは7号
（21
㎝）
で８〜10名ほど

3,240円
（税込）

2,700円
（税込）

でお楽しみ頂けます。

サナプラス
（㈱クープル）

モンパルナス

〒420-8508 静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバＢ１
TEL＆FAX 054-251-3737
http://www.canaweb.jp

〒420-0884 静岡市葵区大岩本町12-12
TEL 054-245-3301 FAX 054-245-3302

愛らしい和菓子のクリスマスはいかが？

タルトで美味しいクリスマスを！

1 級 技 能 士が 、

清水区の小さな洋菓子

心を込めて、練

店anchorです。クリスマ

切(白餡)でおつ

スケーキには、3種類のケ

くりした和菓子の

ーキをご用意しますが、
お

クリスマスはいか

すすめは
「赤いフルーツの

が？卵や生クリー

タルト」。サクサクタルト

ムを使わない健

に、甘酸っぱい赤いフル

康志向の新しい

ーツがたっぷり。美味しい

クリスマスの贈り
和菓子ＤＥクリスマス
（3個入り）
650円
（税込）

物です。

タルトで、
クリスマスに彩を
2,850円
（税込）

添えられたらと思います。

(株)三坂屋

anchor

〒420-0001 静岡市葵区井宮町１３８
TEL 054-271-2411 FAX 054-271-2543

〒424-0871 静岡市清水区上原2-5-5 ハイツ川端Ⅱ
TEL＆FAX 054-348-2393

当商工会議所会員事業所でクリスマスケーキや関連商品を扱う店舗を一部ご紹介します。
素敵なクリスマスをお過ごしください。

和菓子でクリスマスはいかがですか

自家製天然酵母のシュトレン

季節の先取りは手作りの和菓子から。伝統を踏まえ、遊び心のある

ドイツ伝統のクリスマスのお菓子シュトレン。ベルーフではたっ

和菓子を作り続けて９０年。特別な日の上生菓子、和のおやつとし

ぷりのフルーツ、
ナッツ、
こだわりのバター、牛乳を使い自家製

て小梅もなか、昔ながらのどらやき、味噌饅頭等々、創業以来の味

天然酵母で長時間
発酵熟成させて焼

を守っています。
また、四季折々の華やかな京干菓子も好評です。

き上げています。時
間が経つほどに味
わい深く、美味しくな
るシュトレンをぜひお
召し上がり下さい。
2,592円
（税込）

駒形桃園

㈲ベルーフ

〒420-0042 静岡市葵区駒形通り3丁目1-18
TEL 054-252-2381

〒424-0937 静岡市清水区北矢部町2-11-25
TEL＆FAX 054-352-8864

酒粕とオーガニックブルーベリーチーズケーキ

あなたが描く理想のクリスマスはここに！

英君酒造の上質な酒粕と

メリークリスマス！今年

静岡市葵区小瀬戸の戸

から新たに加わったシュ

2,700円
（税込）4号サイズ1ホール

崎さんの100％オーガニッ

ーリース！シューリースと

クブルーベリーを使用した

はシュー皮をリース形に

静岡を味わえるチーズケ

焼いて作ったクリスマス

ーキ。森町のお米を使った

限定のデコレーションで

自家製カスタードクリーム

す。フェ・デ・ヴェールの

をはさみ、大変手をかけた

ケーキですてきなクリス

チーズケーキは県外からも

マスをお過ごしください。

お問合せがあります。

3,800円
（税込）

㈱ベルエキップ・プラス
（店名/すずとら）

マー君のケーキ屋さん「Fee・de・Verte」
（フェ・デ・ヴェール）

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町10-1 ヴィラ伝馬町2F
TEL＆FAX 054-251-0200
http://www.suzutora.info/

〒424-0879 静岡市清水区有度本町3-8 本町六番館103
TEL＆FAX 054-346-2023

10月10日オープン！
「ラ マシェリ」

ふわりのクリスマスケーキ

本格フレンチのフルコースを5,000円から楽しめ、雰囲気も女

年齢を問わず、食べやす

性に喜ばれる落ち着

いケーキを安東の住宅街

いた空間です。
クリス

で作っています。そんなふ

マスにはスペシャルな

わりのクリスマスケーキは

ディナーメニューもご

いかがですか？定番のいち

用意しております。是

ごと生クリームの他、4種

非、大切な方とお越

類のクリスマスケーキも取

しくださいませ。
クリス

り揃えてあります。お気軽
にお問い合わせ下さい。

マスのご予約は12月
クリスマス特別ディナー 8,000円
（税込）
〜

15日までとなります。

3,900円
（税込）
〜

La Macherie

Sweets House ふわり

〒422-8067 静岡市駿河区南町11-16 NEUE PLATS 1F
TEL 054-204-4848

〒420-0882 静岡市葵区安東2-21-33
TEL＆FAX 054-659-1013

