平成28（2016）年版

江戸時代に整備された東海道は、江戸と京

蒲原宿

薩埵峠

東海道 歴史街道
を結ぶ主要道として、大名行列をはじめ、旅
江尻宿

人の往来で活気に溢れていました。静岡市
には、東海道の宿場町のうち、蒲原・由比・興

峠があります。
まさに歴史都市ですね。

丸子宿

所と言われた薩 埵峠、宇津ノ谷峠の二つの

宇津ノ谷峠

津・江尻・府中・丸子の六つの宿場に加え、難

蒲原宿

元気いきいき！

蒲原宿は日本橋から15番目の宿場町です。
蒲原は、戦国時代には今川氏、武田氏、北条

シニアサポーター事業

氏の軍略的、地理的に重要な接点として、いく
たびか戦火を浴びましたが、江戸時代に入り
東海道の宿駅として繁栄しました。歌川広重
が描いた「蒲原 夜之雪」は、当時から蒲原に
雪が降ることは珍しかったため、広重が架空
の情景を絵にしたとの説があります。

歌川広重 東海道五十三次 「蒲原 夜之雪」
［静岡市東海道広重美術館蔵］

御 殿 山の桜でお花
見、お休み処・旧五
十 嵐 歯 科 医 院など
のレトロな街並みが
お奨めです。

地場産品
カタログ

静岡市・蒲原町 合併10周年記念
静岡市・蒲原町は、平成28（2016）年3月に合併10 周年を迎えました。これを機に、
合併後の歩みを振り返るとともに、蒲原地区を含めた本市の発展を目指し、記念式
典や各種イベントを開催しました。

静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 TEL:054-221-1202 FAX:054-221-1298

健康長寿のまち 静岡市
〈蒲原 桜えびの天日干し〉

元気いきいき！
シニアサポーター事業とは？
静岡市では、
「健康長寿のまち」の実 現 を 目 指 し て 、市民の「健康寿命」※
を、家康公が天寿を全うした 75歳 までのばすことを目標に掲げ、シニア
世代の皆さまが、ずっと健康で人生を楽しむことができ、
住み慣れた自宅で
ずっと自分らしく生活を送ることができるまちづくりを進めています。

知ってなるほど！家康公の健康長寿の秘訣
長命こそ勝ち残りの源である
「長命こそ勝ち残りの源である。」との言葉の通り、健康長寿 をもって天下を統一した家康公は様々な
健康法を実践していました。鷹狩などの運動や早寝早起きを日課として、バランスの良い食事を心がけた
生活をしていたと言われています。庶民の平均年齢がわずか35歳余りだったといわれる時代において、亡
くなる前年の74歳で「大坂夏の陣」を指揮できるほどの体力を家康公が維持できたのは、人一倍、健康に
気を使っていたということが大きな要因だと言われています。

「 元 気 い き い き！シニアサポーター事業」は、
「 健康長寿のまち」づくり

1歳

1542年

三河国岡崎城にて誕生する 幼名：竹千代

の一翼を担うものであり、シニア世代の生きがいづくり・仲間づくりを通

８歳

1549年

今川氏の人質となり駿府へ移る

じた「健康寿命の延伸」を目的とした事業です。また、Ｓ型デイサービスや

45歳

1586年

豊臣家の家臣になる

59歳

1600年 「関ヶ原の戦い」
に勝利する

62歳

1603年

征夷大将軍を任じられ江戸に幕府を開く

66歳

1607年

居城を駿府城に移し、大御所政治が始まる

73歳

1614年 「大坂冬の陣」
大坂城の堀を埋める

74歳

1615年 「大坂夏の陣」で豊臣家を滅ぼす

75歳

1616年

介護施設などでのボランティア活動を通じて、いきいきと地域貢献して
いただいている皆さまへ、
、
ささやかではありま
すが「感謝」の意を表する事業であります。
このたび、
「平成28（2016）年版の地場産品
カタログ」を作成しましたので、本年 貯 め た
ポイントを、ぜひ本市の魅力ある地場産品と
ご交換ください。

伝
『家康公御真筆御影』宝台院所蔵

静岡市72.96歳（政令指定都市で第2位）

厚生労働大臣賞受賞しました！
静岡市の、
「Ｓ型デイサービス」と「しぞ〜かでん伝体操」に

よる、
まちぐるみの健康長寿の取組が評価され、
「第５回健康

寿命をのばそう！アワード」
厚生労働大臣優秀賞を受賞

しました。

「Ｓ型デイサービス」は、地域のボランティアが中心となり、
身近な場所でお年寄りが気軽に参加できる通いの場を提供
する取組です。
「しぞ〜かでん伝体操」は、静岡市版の介護予防体操です。

日常的な運動
家康公は野山を駆け巡る鷹狩（P17）
をはじめ、
体を動かすことを好んでい
ました。
砲術、
剣術などの武芸に秀でており、
馬術は「海道一の馬乗り」
と
言われるほどの腕前がありました。
また、
幼少期から水泳が得意であり、
69歳の時には静岡の瀬名川で見事な泳ぎを披露し家臣を驚かせたと言
われています。

家康公は季節のものを好み、
多くの種類を少しずつ食べたと言われてい
ます。特に、大御所時代には、
「折戸なす」
（P37）
「
、麻機蓮根」
「
、興 津 鯛」
など、
静岡でとれる旬ものを好んでいたと言われます。
また、
普段から麦飯
やイワシの丸干しなどの粗食を心がけた生活をしていました。

知への好奇心

し、活動を支援しているほか、誰でも自由に体操に参加できる場を提供しています。

家康公は、
集めた高僧たちに、
自ら出したお題を論じ合わせる「宗論」と

した。

呼ぶディベート大会を頻繁に開いていました。また、囲碁・将棋をこよな
く愛好し、
本因坊算砂や大橋宗桂といった当代の名手たちを駿府城に呼
び、
御前対局を楽しみました。
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『猛禽玄猿図』久能山東照宮博物館所蔵

バランスの良い食事

本市では、この体操に自主的に取り組みたいグループを募集
いずれも、住民主体による介護予防、
生きがいづくりの取組である点が評価されま

久能山に埋葬される

ポイント

※健康寿命：心身ともに自立し、健康的に生活できる期間
平成22（2010）年度

駿府城にて薨去

居城を駿府城に移す

『目器』
『鉛筆』久能山東照宮博物館所蔵

ずっと健康で人生を
楽しめるまち

富士山型 静岡市の 健康長寿のまちづくり
安心して医療と介護が受けられるまち
もしも医療・介護が必要な状態になっ

自宅でずっと
自分らしく
暮らせる
まち

ても、住み慣れた地域で医療・介護を

受けることができ、自宅でずっと暮ら

本市の健康寿命を、家康公が

せるよう取組を進めています。

天 寿 を 全 うした 75歳 ま で
のば す目標に向かって、様 々

地域の市民がつながり合うまち

な取組を進めています。

もしも自分一人で全てのことができなくなっ
ても、
地域の助け合いなどにより、
自立して生

活し続けられるよう、生活支援や介護予防の
取組を進めています。

いつまでも健康で人生を楽しめるまち
いつまでも健康で人生を楽しめるよう、シニア世代の社会
参加や健康づくりなどの取組を、富士山の裾野のように幅
広く進めています。

健康長寿の

社 会 参 加

運 動

食 事

〜趣味や地域の活動に参加しよう〜

〜楽しみながらからだを動かそう〜

〜バランスよく、たんぱく質もとろう〜

いつまでもいきいきと暮らしていくためには、人や

日 ご ろ か らか らだ を 動 か すことで、 こころ

「 食 事はおいしく、バランスよく」が 基 本 です。

健やかで心豊かに生活していくためには、

地域との関わりあいの中で、趣味や生きがいを持

も からだ も健康になります。ウォーキングは、

ていくことがとても重要です。

まりに参加することで、新しい仲間ができ、つなが

3つ

のポイント

こころ と からだ の健康寿命をのばし

「運動」
「食事」などで健康的な生活習慣を
取り入れるとともに、
「社会参加」
を継続し

ましょう。
また、
毎年検診を受けましょう。
タバコを吸う人は、
禁煙にチャレンジしま
しょう。
4

つことが大切になります。地域の活動や趣味の集
りを広げることもできます。積極的に外出し、人と
の関わりを持ちましょう。
〔社会参加の方法〕
仕事、ボランティア活 動、生 涯 学 習、趣 味 活 動、
地域行事

「ゆっくりペース」から始めて、体調を見ながら少
しずつ歩数を増やしましょう。
〔歩数の目標〕
64歳までの人は1日8,000歩（60分）
65歳以上の人は1日6,000歩（40分）

低栄養を予防し筋力をつけるために、主食・主菜・
副菜をそろえ、たんぱく質（肉、魚、卵、乳、大豆製
品など）も積極的に取り入れましょう。
〔食事の基本〕
主食：からだにエネルギーを補給（ごはん、パン、めんなど）
主菜：血や筋肉をつくる材料（肉、魚、卵、大豆製品など）
副菜：ビタミンやミネラルを補給、便秘予防
（野菜、きのこ類、海藻など）
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静岡が駿府と言われていた今川時代
（ 約470年 前 ）には、お椀 な ど の 漆 器 が 作
られていたことがわかっていますが、産
業としての基礎ができたのは江戸時代
（約370年前）になってからと言われてい
ます。徳川家による駿府城や久能山東
照宮、浅間神社等の造営に際し、全国か
ら優れた職人が集められました。特に浅
間神社の第二期造営工事で長い歳月が
費やされたことと気候の良さも手伝っ
て、職人達は駿府に住み着き技術を教え
たため、伝統工芸は盛んになったと言わ
れています。現在、市内の伝統工芸品に
は 経 済 産 業 省 が 指 定 す る「 伝 統 的 工 芸

静岡市には四百年余に及ぶ伝統工芸の歴史があります

静岡市の

伝統 工芸 品

伝統的工芸品

駿河雛人形

駿河竹千筋細工

駿河雛具

駿河張下駄

駿河塗下駄

井川メンパ

駿河和染

駿河漆器

駿河蒔絵

賤機焼

静岡挽物

駿河指物

郷土工芸品

品」として駿河竹千筋細工など3品目、静
岡県が指定する「郷土工芸品」として 9品
目があります。
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7

工 品
伝統
芸
駿河雛人形
伝統工芸品

静岡の雛人形は、江戸時代末期に桐 塑（桐の挽粉を糊で練って固
めたもの）による天神様を作ったのが始まり。静岡の指物・漆器・
蒔絵などの伝統技術も活かした、気品の高い振付が静岡の雛人形
の特徴です。

1

「白拍子 駿河の舞い」

5000
ポイント

高さ約15㎝

横幅約13㎝

奥行約12㎝

国指定の伝統的工芸品「駿河雛人
形」の製造における技術や技法を
用い、伝統工芸士が心を込めて手
づくりした本格的衣装着です。
使用している素材も、伝統的工芸
品の指 定 要件にほぼ 準じたもの
です。
※数に限りがございます。

細く加工した竹材に熱を加え、自在に操り形をつくる工芸。一般
的な平ヒゴを編む技法と異なり、静岡では丸ヒゴを組んで作る技
法が特徴で繊細優美です。花器・菓子器・盆・行灯などが作られ
ています。

駿河
竹千筋細工
伝統工芸品
「するが」花器

3

5000
ポイント

幅約12㎝

奥行約12㎝

高さ約14.5㎝

伝統的な駿 河竹千筋細工の技 法
を活かした美しい曲 線 美が 特 徴
の花器です。気軽にご利用いただ
ける小ぶりなサイズです。
※数に限りがございます。

静岡竹工芸協同組合

054-252-4924

有限会社 にんぎょっ子

054-257-3983

伝統工芸品
「梅枝」 高さ約17㎝

2

NEW

駿河雛具
5000
ポイント

横幅約19㎝

奥行約14㎝

雛人形職人によるこだわりの創作
人形。実際の雛人形と同じ素材を
使 用しております。巫女が 梅枝を
持っている姿です。着物の感触や
模 様・色合いが持つ奥ゆかしさを
お楽しみください。
※数に限りがございます。

株式会社 左京（御人形處 左京）

054-253-4828

8

伝統工芸品

雛具は、箪笥などを作る木地師、高 坏 やお椀を作る挽物師、塗装
する塗り師、蒔絵を描く蒔絵師、飾り金具を付ける金具師などの
人達の協力により作られています。静岡の雛具は、小さい箪笥で
も本物そっくりにきちんと作り込まれているのが特徴です。

4

「駿河雛具12号 7点セット」サイズは交換申請会場でご確認ください。

4000
ポイント

木 目 込 人形など、
小さなおひな様
用です。小さいサイズなので収納す
るときもコンパクトに納まります。
※数に限りがございます。

株式会社 三葉

054-278-7301
9

工 品
伝統
芸
駿河張下駄
伝統工芸品

現在では、紙布、和紙、ツキ板など様々な素材を、張り分けや型抜き
など多様な方法を駆使して作ります。明治時代に下駄の表面に桐の
柾 経 木張りを応用して製造されたのが始まりと言われています。
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5000
ポイント

「男右近A」
「女右近A」

男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
・Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

男右近A

職 人が一から手づくりのため、自
分だけの一足を履けます。海外の
大 量 生 産品との違いは一目瞭 然
です。普段使いもできる駿 河張下
駄はとっても粋な一品です。
※鼻緒はおまかせになります。
※数に限りがございます。
※どちらか一足になります。

駿河塗下駄は、明治時代に本間久次郎氏により漆塗りの下駄が考
案されて以降、さまざまな創意工夫がなされて発展を遂げました。
そして高級塗下駄といえば静岡と言われるほどで、現在も塗下駄
の生産は全国 1 位の座にあります。

駿河塗下駄
伝統工芸品

7

NEW

「桐右近
（男）
「桐右近
」
（女）
」

男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
・Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

桐右近（男）

5000
ポイント

男性用は鎌倉彫を多く使用してい
ます。彫刻がより生きるように、色
分を考えて作成しています。
女 性 用 は一から 手 作りした下 駄
で、今では手に入らない色具を使
用した限定品です。
※鼻緒はおまかせになります。
※数に限りがございます。
※どちらか一足になります。
桐右近（男）石川

喬一

桐右近（女）片桐

雅夫

054-254-4000

丸山

054-255-4335

女右近A

伝統工芸品

宗孝

6

NEW

5000
ポイント

「男右近B」
「女右近B」

男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
・Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

男右近B

張下駄は、足にソフトな感 触を与
え、履き心地が非常に快適です。
全国的にみても、細やかな細工を
施した張下駄の生産を行なってい
るところは静岡のみであり、非常
に 珍しく、価値 のある 一 品です。
※鼻緒はおまかせになります。
※数に限りがございます。
※どちらか一足になります。
男右近B

片田

俊明

女右近B

丸山

宗孝

桐右近（女）

伝統工芸品
「塗下駄」サイズ

054-284-8255

8

4000
ポイント

約12㎝

伝統の技術を生かした小ぶりな飾
り下駄です。
※鼻緒はおまかせになります。
※数に限りがございます。

054-255-8236

女右近B
10

054-255-4335

佐野

成三郎

054-253-4917
11

工 品
伝統
芸
井川メンパ
伝統工芸品
「小判型小」 弁当箱

井川メンパは、檜のうす板を丸型や小判型に曲げて継ぎ目に桜の
皮を使い、生漆を塗って仕上げたもので、素朴さと丈夫さが特徴。
江戸時代末期に、山村農民の生活用具から井川の曲物に漆塗の技
術が加わり、現在の井川メンパとなりました。

9

5000
ポイント

約16×11×5㎝

容量460cc

檜の板材を曲げて、
山桜の皮で縫
い上げ、
漆を塗って仕上げた弁当箱
です。板と板の継ぎ目には漆を塗っ
て固め、
これによって丈 夫さが増
し、
時が経つにつれて、
漆の深みが
出てくる味わい深い実用品です。
※数に限りがございます。

望月

駿河和染

静岡の染色は、多くの先人達の伝統技術によって育てられ、藍と白の素
朴なコントラストの中にも力強さと単純化された美が活かされています。
大正後期に起こった民芸運動の中で、芹沢銈介氏のデザインと地元染色
職人の技術との出会いが、静岡における新たな和染の興隆となりました。

伝 統 工 芸 品 11
「継ぎエプロン」 丈約85㎝

NEW

5000
ポイント

身幅約94㎝

首ひも約60㎝

素材: 綿100％

暖簾からエプロンへ。
染めがキッチ
ンに移り住みました。
伝統的な着物
や暖簾など、駿河和染の仕事には
美しいものがたくさんあります。
そ
んな絵柄が毎日楽しめるエプロン
は、料理をしている姿が後ろからも
美しく見えるように、
染め布を継い
でいます。お店の看板として仕事の
品質を保証した暖簾は、
絵柄の住
処を変え、毎日の食事を優しく見
守り続けます。
※数に限りがございます。

あいぞめ処 桜井紺屋

栄一

054-629-9555

054-271-8224

伝 統 工 芸 品 10
「丸2号」 弁当箱

NEW

5000
ポイント

約14×6㎝

容量 550cc

井川の山の 生 活が生み出した独
特の生活用具、井川メンパは、古い
歴史と伝統を持った民具として見
直され、全国的に人気が高まって
います。
※数に限りがございます。

望月

栄一

054-271-8224
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伝 統 工 芸 品 12
「フリンジ手ぬぐい」サイズ

4000
ポイント

約200×34㎝

素材: 綿100％

天然の草木でじっくり染め上げた
後、布地の端にフリンジ 加工を施
した上質な手ぬぐいです。春夏は
テーブル周りを華やかに。秋冬は
マフラーの様に首に巻いて。使う
ごとにしなやかになり、その味わ
いを増していきます。
※数に限りがございます。

伊藤

喜一郎

054-252-6092
13

工 品
伝統
芸
駿河漆器

漆器は、木や紙などに漆を塗り重ねて作ります。江戸時代に浅間神社
造営のため、江戸をはじめ全国各地から集められた漆工たちが静岡に
残り、人々に漆芸技術を教え広めたことが始まり、いろいろな変り塗
りや蒔絵付きの製品が開発され、輸出漆器の一大産地となりました。

伝 統 工 芸 品 13
「夫婦箸」サイズ

4000
ポイント

約23㎝/約21㎝

駿河蒔絵

蒔絵は、漆面に金・銀・錫粉をまきつけたり、卵殻や貝を貼って加
飾します。静岡の蒔絵は、絢爛な消粉蒔絵を得意とし、デザインの
斬新さと変り塗の多様さが相まって、特色ある漆器産地として静岡
の名を高める源となっています。

伝 統 工 芸 品 15
「手鏡」サイズ

4000
ポイント

約8.5㎝

金銀を用いて漆黒の地をきらびや
かに飾る蒔絵付の手鏡です。
※柄はおまかせになります。
※数に限りがございます。

美しい駿河漆器箸に、鮮やかな蒔
絵を施した夫婦箸です。
※数に限りがございます。

安藤漆工房
藤中

054-253-8707

知幸

090-9339-8767

賤機焼

伝 統 工 芸 品 14
「うるしの和紙グラス」サイズ

4000
ポイント

口径約7㎝

高さ約8.5㎝

グラスの外側に和紙を張りその上
から金箔を貼り、さらに金剛石目
塗りといわれる独自の技法を用い
外側を漆で塗り固めた新しいかた
ちの漆塗りのグラスです。
※和紙の柄はおまかせになります。
※数に限りがございます。

鳥羽漆芸

054-285-1177
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16 世紀末頃、徳川家康公から賎機焼の名称を与えられたことが起
源といわれ、徳川家の御用窯として保護を受けました。鉄分を含
んだ陶土による素朴な味わいの暖かみのある花器・酒器・茶器な
どが作られています。

伝 統 工 芸 品 16
「鬼福」 陶器

4000
ポイント

約12×14.5×5.5㎝

徳川家康が三方ヶ原の戦いで「鬼
は外、福は内」と叫びをあげながら
戦ったという逸話に因んでいる代
表的な作品です。器としても魔よけ
としても使用できます。
※数に限りがございます。

しづはた焼窯元 秋果陶房

054-271-2480

15

工 品
伝統
芸
静岡挽物

挽物とは、轆 轤 を使って木を丸く加工して作る製品。木のぬくも
りと木目の美しさを表現するため手挽き轆轤で一品ずつ丹念に仕
上げます。特に、 けやき は静岡市の市木に指定されており、木目
の美しさは格別なものがあります。

伝 統 工 芸 品 17
「木馬（ペン立て）」
「足たたき」
「けん玉」
「にぎっ手棒」のセット

4000
ポイント

サイズは交換申請会場でご確認ください。

駿河指物

指物とは、釘などの接合道具を使わずに、木と木を組み合わせて作
られた家具・建具・調度品などの総称であり、また、その技法も指
します。駿河指物は、雅な京指物と粋で淡白な江戸指物の良いとこ
ろを受け継いでいます。

伝 統 工 芸 品 19
「菓子盆」サイズ

4000
ポイント

約22.5×15㎝

両端の折巾を変形させた干菓子
用の盆です。拭漆で仕上げてあ
ります。
※数に限りがございます。

健 康 グッズとお 孫さん用 のおも
ちゃを揃えました。
ご自分の健 康管 理やお孫さんと
の楽しいひと時に重宝します。
※数に限りがございます。

静岡挽物組合

山本木工

白鳥工房

054-255-7279

054-271-0502

伝 統 工 芸 品 18
「挽物 お菓子入れ」直径約20㎝

NEW

3000
ポイント

高さ約4㎝

木目の美しい、
「お菓子入れ」です。
※数に限りがございます。

家康公の健康長寿の秘訣

運動

鷹狩
家康公は、幼少期から晩年まで生涯を通じて鷹狩りを楽
しみ、
日常的に野山を駆け巡り足腰を鍛えていました。
大御所時代には、
多くの鷹匠が召し抱えられていました。
また、井川や梅ヶ島（葵区）には「御巣鷹」と呼ばれる、
家
康公が鷹狩りで使うための 優れた鷹のヒナ を見つけ
るための山がありました。家康公は、鷹狩りを通して地形
の確認をするとともに、そこに住む人々の様子を調べ、
政
治やまちづくりの参考にしたといわれています。
家康公に
とって鷹狩りは、趣味と実益を兼ねた、生涯に渡る楽しみ

静岡挽物組合

白鳥工房

だったのです。

054-271-0502
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プラモデルの出荷額全国 1位の静岡市。
その圧倒的なシェアと長い歴史から、
静岡はプラモデルの聖地として模型ファ
ンに愛され続けています。
特に静岡市には模型メーカーが集積し
ていることから「模型の世界首都 静岡」
として、国内外へその魅力を発信してい
ます。

プラモデルの聖地として発展した技術力があります

静岡市の

ホビー

ホビー

1

NEW

5000
ポイント

「ミニ四駆セット」

①ミニ四駆全長約156㎜

②コースの大きさ約216×120㎝

ミニ四駆のプラスチックモデル組
立キットと、畳約 1.5畳分のコンパ
クトサイズの立体レーンチェンジタ
イプのサーキットのセットです。

株式会社タミヤ
※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

ホビーを楽しみたいあなたに…
静岡市では、
ホビーに関する様々なイベン
ト・施設があります。特に、毎年 5月に開催
される静岡ホビーショーは圧巻です。

ホビー

2

054-283-0003

NEW

5000
ポイント

「MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0」
全高約180㎜

また、JR静岡駅南口近くにある静岡ホビー

ファーストガンダムのプラモデル。
1/10 0スケールの圧 倒 的なディ
ティール表現と装甲のスライドギ
ミックにより、大胆なポージングが
可能です。
※この商品は、組立が必要なプラ
モデルキットです。
組立には、
別
途、工具などが必要です。

スクエアでは、
年間を通じていつでも各社の
製品展示を入場無料で見ることができます。
〈静岡ホビーショー（5 月）
〉

〈クリスマスフェスタ（12月）〉〈静岡ホビースクエア（駿河区南町）〉

創通・サンライズ

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。
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株式会社バンダイ

054-208-7520
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ホビー

ホビー

3

NEW

5000

ホビー

5

NEW

4000

ポイント

「ミニ帆船シリーズ
完成サイズ

全長約122㎜

№2サンタマリア」

全幅約58㎜

ポイント

「PORSCHE 911R 1967（WHITE）ミニチュアカー」
完成サイズ

全高約108㎜

1492年、クリストファー・コロ
ンブスによる初の大西洋横断航
海で使われた 3隻の帆船のうちの
一番大きな船の木製模型キット
です。
※この商品は、
組立・塗装が必要な
木 製 模型キットです。組立・塗装
には、
別途、接着剤や工具など
が必要です。

全長約100㎜

全幅約40㎜

高さ約30㎜

ポルシェ911Rは1967年にGTレースに出
場する資格を得るために20台だけ生産さ
れた純レース仕様のポルシェ911です。
※この商品は組 立 済・塗装 済のミニカー
です。

有限会社エムエムピー
※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

ホビー

6

054-207-8082

NEW

3000
ポイント

株式会社ウッディジョー
※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

ホビー

4

054-283-8382

NEW

「1/100 エアークラフトモデル フジドリームエアラインズ エンブラエル175」
完成サイズ

全長約315㎜

全幅約260㎜

フジドリームエアラインズが導入している
エンブラエル175 の1/100スケール、
プラ
スチックモデル組立キットです。
※この商品は、組立・塗装が必要なプラモデ
ルキットです。組立・塗装には、
別途、
接着
剤や工具などが必要です。

4000
ポイント

「1/24 スーパーカー No.2 ランボルギーニ カウンタック 5000QV」
完成サイズ

全長約179㎜

全幅約83㎜

全高約36㎜

カウンタックシリーズ最強と呼ば
れた1985年の 5000 クワトロバ
ルボーレ のスケールモデル。
LP400とは異なる箇所を忠実に再
現し、
最強の名にふさわしいフロン
トスポイラーやオーバーフェンダー
で武 装したスタイル の 大 迫 力の
5000QVをお楽しみ下さい。
※この商品は、
組立塗装が必要な
プラモデルキットです。組立塗装
には、
別途、
接着剤や工具などが
必要です。

株式会社タミヤ
※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

ホビー

7

NEW

3000
ポイント

「1/200
完成サイズ

スペースシャトル オービター w/ブースター」

全長約150㎜

全幅約140㎜

全高約320㎜

オービター（ 軌 道 船）と外部燃 料タンク、
2基の固形燃料ロケットから構成される
NASAのスペースシャトルの組立キットです。
※この商品は、組立・塗装が必要なプラモデ
ルキットです。組立・塗装には、
別途、
接着
剤や工具などが必要です。

株式会社ハセガワ

株式会社青島文化教材社
※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。
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054-263-2595

054-283-0003

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

054-628-8241
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Q 授産製品って、なんですか？
A 障がいのある方々が地域で自立して生活
できるよう、
施設などで作業訓練を行っ
ており、
そうした作業訓練の一環として障
がいのある方々が作るお菓子やパン、木
工品、
縫製品などの商品のことを「授産製
品」
と言います。
授産製品の売上は、
障がいのある方々に
分配される工賃になります。

Q 工賃って、なんですか？
A 授産製品の売上による収益は、商品作り
に携った障がいのある方々に労力の対価
として分配されており、分配される金銭
のことを「工賃」
と言います。
ただし、商品作りは訓練であり、
大きな収
益を生み出すことができない場合も多く、
工賃は 1人月額 1万数千円程度と非常に
少額なのが現状です。

まごころ込めて手作りしている製品があります

静岡市の

授産製品

授産製品

1

NEW

3000
ポイント

「マフラー・カードケース」

マフラー 長さ160×幅18㎝/カードケース 縦7.5×横11㎝

市内福祉事業所の中でも、
各方面から好評
をいただいている手織物を作っている事業
所の授産製品で、プレゼント品などで人気
があります。

NPO法人オールしずおか
ベストコミュニティ

054-251-3515

授産製品

2

NEW

3000
ポイント

「エコバッグ・ポシェット」

エコバッグ 縦36×横31㎝/ポシェット 縦18×横13.5㎝

市内福祉事業所の利用者が描いたデザイ
ンを、織り機で織った布でバッグに仕立て
た、世界に2つとない手づくりで温かみのあ
る逸品です。

支援の取組
静岡市では、市内の事業所の自慢の品々
の宣伝・販売の活動を支援しています。
市庁舎内に店舗を設けるほか、地域行事

NPO法人オールしずおか
ベストコミュニティ

での授産製品の活用を提案したり、イベント
への出店を斡旋したりしています。

054-251-3515

授産製品

3

NEW

3000
ポイント

「焼肉タレ・キーマカレー」
焼肉タレ 275g×2本/カレー 160g×3パック

焼肉のたれは、
毎日欠かさずクリーンな環
境の部屋でこころを込めて撹拌していま
す。キーマカレーは香りにこだわり、
なおか
つヘルシーです。

NPO法人オールしずおか
ベストコミュニティ

054-251-3515
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天下人も愛したお茶
静岡市は、
1603年に江戸幕府を開いた徳
川家康公が晩年を過ごした地としても知
られています。
1607年、
家康公は駿府城へ
入城して隠居の身となり、以後、茶 の湯を
楽しみました。
家康公は安倍奥の井川大
日峠にお茶壺屋敷（お茶蔵）を設け、
「御用
茶」
として献上された安倍茶（後に「本山
茶」
と呼ばれる）
を名器の茶壺に詰めて、
風味が損なわれないよう保管を命じまし
た。
家康公は、
標高12 0 0mの冷涼な環境
にあるお茶蔵で夏の暑さから守られたお
茶を秋の頃に駿府城に運ばせ、
味わい深
い風味を楽しんだと言われています。

大自然に育まれ匠の技術で仕上げられた極上の逸品

静岡市の

お茶

お茶

1

3000
ポイント

「合組茶

MIXCHA

やすらぎの雫（やぶきた20g

TAKUMI」

おくみどり20g

ゆたかみどり20g

あさつゆ20g）

茶 匠 が 茶 葉をブレンドする作 業
「合組」を楽しんでもらうための合
組体験キットです。

株式会社マルヒデ岩崎製茶

054-271-1010

お茶の効能
お茶には、
さまざまな成分が含まれており、
さまざまな研究成果の報告によりその機能性
が実証されています。

成分と効能
（一例）
お茶の葉だけに含まれている成分
甘味
で、心と体をリラックスさせる癒し
テアニン
うま味
効果があります。

渋味
苦味

強い抗酸化作用があり、
動脈硬化・
がん・高血圧など最近増えている
カテキン 生活習慣病予防に効果があります。
食中毒予防にもなります。

苦味

眠気を覚ましたり、
脳や心臓の働き
カフェイン を活性化する効果があります。

お茶

2

2個セット

3000
ポイント

「富士山三色茶」

煎茶75g、ほうじ茶30g、紅茶30g

「煎茶」
「ほうじ茶」
「紅茶」
をセットにし、
富士山をイメージした
オリジナルデザインのハンカチで包装されています。

茶工房

豊好園

054-396-3336

「駿河天領地巡り 足久保泰平の茶
梅ケ島金山師の茶 」
足久保・梅ケ島

各3g

家康公ゆかりの静岡茶発祥の地「足久保」と徳川家を支え
た金山
「梅ケ島」
の2種類のお茶に仕立てています。

株式会社小島康平商店

054-252-1955
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平成の水百選にも選ばれた安倍川をはじ
め、静岡市は豊かな水資源に恵まれた地。
清らかな水と、
独自に開発された静岡酵母
が醸す酒は、
どれも酸味が少なくすっきり
とした味わいです。
歴史的にも江戸時代ま
でさかのぼる銘柄など、
静岡の人々に愛さ
れ続けている逸品ばかりです。

南アルプスの名水や水資源に恵まれた静岡の美味しいお酒

静岡市の

地酒

地酒

1

NEW

3000
ポイント

「君盃 大吟醸」720㎖

「正雪

2

NEW

3000
ポイント

「忠 正 大吟醸」720㎖
江戸時代から250年間
静 岡の 皆 様に愛され
育ってきたブランド。穏
やかでやさしい上品な
香りと味わいのバラン
スが特徴です。
※数に限りがございます。
※常温発送となります。

054-288-0003

ポイント

株式会社神沢川酒造場

054-259-3062

3

3000

酒米の王「山田錦」
を極
限の35％まで精米しま
した。
深く切れのある味
わいと清々しい果実の
ような香りが特徴です。
※数に限りがございます。
※常温発送となります。

君盃酒造株式会社

地酒

NEW

大吟醸」720㎖

安倍川の伏流水を仕込
水にし、上質でまろやか
な甘みと吟醸酒特有の
華やかな香りのバラン
スのとれたお酒です。
※数に限りがございます。
※常温発送となります。

株式会社駿河酒造場

26

地酒

054-375-2033

地酒

4

NEW

3000
ポイント

「萩錦 大吟醸」720㎖
水 質トップクラスの 安
倍川水系の湧水を仕込
水 に使 い 、
華やかな 吟
醸香とまろやかな味わ
いの調和がとれた大吟
醸酒です。
※数に限りがございます。
※常温発送となります。

萩錦酒造株式会社

054-285-2371
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静岡おみや

しずおか

プロジェクト

葵プレミアム

静岡の海の幸・山の幸が一杯…
これぞ本命 静岡おみや

多彩な文化や産業に育まれた
静岡市自慢の逸品 葵プレミアム

駿河湾と富士山を望む静岡市には海の幸・山の幸など美味しいものがたくさん !

南アルプスから駿河湾まで広大なロケーションに恵まれている静岡市。

そんな静岡市を訪れる観光客やビジネスパーソン、市民の皆様に喜んで買っていただける、贈られ

温暖な気候や豊かな自然のもと、多彩な文化や産業が育まれ、多くの特産品が生み出されてきま

てうれしい「地域資源を生かした、静岡市を代表するお土産の創造」を目指して、B-nest静岡市産学

した。そこで、静岡市ならではの優れた商品・製品を静岡市ブランド「しずおか葵プレミアム」として

交流センターと市内の食品事業者が静岡おみやプロジェクトを立ち上げました。

認証し、国内はもとより世界に向けて広く PRすることで、地域のイメージアップ、地域産業の振興
を図っています。

「静岡おみやプロジェクト」は、参加した事業者がマーケティングアドバイザーや関連分野のエキス

「しずおか葵プレミアム」は、静岡市ならではの製法、素材、アイデア、エピソードなど、７つの認証

パートと共に毎月の勉強会形式でマーケティングを学び、さらに商品開発、販売までを一貫して実践

基準のうち、２つ以上を満たしていることを選考の基準とした上で、総合的に判断し選定されてい

する約1年間に及ぶプロジェクトです。

ます。 詳細は

葵プレミアム

約1年をかけて生み出す きらめく結晶
皆様のお手元に静岡の魅力あふれるお土産をお届けします。

認証品の一部は、駿府楽市（アスティ静岡内）でも販売しております。また、認証品をより多くの方に
知っていただくため、いろいろなイベントに出展しています。見かけた方は、ぜひお立ち寄りください！

駿府楽市
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エスパルスドリームプラザ
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葵プレミアム
静岡おみや

静岡おみや・葵プレミアム 1

2個セット

2000
ポイント

「静岡おでん 黒スープ」
おでん310g×2パック

静岡おみや・葵プレミアム 3

両河内産茶葉を100％使用。一つ一つ手摘みし、
石臼で丁寧に
挽いた抹茶です。両河内の豊かな自然が作り出す鮮やかな緑
色と、口の中にいつまでも残る優しい甘さが特徴です。
※数に限りがございます。

清照由苑

054-286-2281

「創作ところてん お茶とみかん 」

054-395-2136

「静岡やぶきた羊かん詰合せ」

2人前×2パック

8個入り

お茶とみかんをペースト状にしてところてんに練り込 み、
こだわりの4種のたれ でいただくところてんです。

静岡生まれ、やぶきた茶を直火本練りで味と香りをそのまま
味わえる茶処茶羊かんです。

有限会社桜井蒟蒻店

有限会社望月茶飴本舗

054-252-7225

2000
ポイント

「特撰まぐろオリーブ油漬（ファンシー）」
90ｇ×3缶

脂ののりが良い「夏びん長まぐろ」を使用。缶詰の中では最高
級の原料ホワイトミートを、質の高いピュアオリーブ油に漬け
て熟成させています。

株式会社 由比缶詰所

0120-272-548

「鮪のひとくちスモーク まぐ兵衛」
まぐ兵衛（まぐろスモーク）45g×3袋（レトルトパウチ：
プレーン味×1、黒コショウ味×1、一味マヨネーズ味×1）

上質な鮪の中から、やわらかく旨味のある南まぐろと目鉢まぐろを選
び、コラーゲン豊富な尾の身を原料に、静岡のお茶と日本産の山桜で
丁寧に燻したひとくちサイズの
デリカ・オーバンマリー
まぐろのスモークです。

054-252-9118
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ポイント

20g

真富士屋食品株式会社

2個セット

2000

「両河内産抹茶 白拍子」

風味かやく2g×2袋

注ぎ足し注ぎ足しで、コクと深みの出た黒スープを完全に再
現しています。

静岡おみや・葵プレミアム 2

2個セット

054-254-8088

静岡おみや・葵プレミアム 4

2個セット

2000
ポイント

「熟成静岡抹茶 駿河の石臼抹茶」
30g

味と香りで評判の高い
「本山茶」
を静岡市安倍川上流・井川の
茶蔵で熟成させ、石臼で丹念に挽き、熟成された抹茶です。

茗広茶業株式会社

054-271-8161

「麻機れんこん羊羹」9個入り
徳川家康公も好んで食べていたといわれる静岡市の特産「麻
機蓮根」。じっくりと蜜に漬け込んで、程よい甘さと柔らかな
歯ご たえに仕 上げ、シャキシャキとした食感・風味 が 特 徴 で
す。※数に限りがございます

静岡市農業協同組合

054-288-8442
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葵プレミアム
静岡おみや

静岡おみや・葵プレミアム 5

2個セット

2000
ポイント

「しずおかメレンゲ」 NEW

静岡おみや・葵プレミアム 7

「ホテイのやきとり缶」がこだわりの和風カレーに
なりました。

ケーキと記念日のお店

セティボン?

株式会社ホテイフーズコーポレーション

054-267-7236
「お茶の葉クッキー」

0120-165-616

「静岡かんばら いわしカレー」

12枚

200g

茶葉を原料に食品添 加物を一切使わずに焼き上げたクッ
キー。お茶の香り、優しい口溶けが特徴です。

出汁を取るだけではなく、いわし削りぶしを一緒に煮込むこ
とで栄養価が高くなっています。

有限会社一條亭

有限会社やましち

054-368-6622

1000
ポイント

「清水もつカレー」
固形量60g

054-388-2263

静岡おみや・葵プレミアム 8

2個セット

1000
ポイント

「桜えびご飯の素」

内容総量170g

90g（調味液80g

コクのあるカレーソースで国産豚もつを煮込み、大人向けの
味付けにしています。
静岡市清水区で親しまれている居酒屋定番メニューです。

原藤商店

054-354-5000

「天女もよろこぶ磯とろご飯」
本体6g×3袋（かじめ、茎わさび、青のり）

海のミネラルが豊富なネバネバご飯。海の納豆・かじめに静岡
の名産品をトッピングしています。

株式会社磯駒海苔

054-259-8018

素干し桜えび10g）

由比港で水揚げされた桜えびの素干しと、昆布ダシやカツオ
ダシを加えた淡口しょうゆベースの調味液がセットされた
3合用の炊き込みご飯の素です。

はごろもフーズ株式会社

32

ポイント

180g

静岡大学の学生と洋菓子店セティボン?が共同開発した新ス
イーツ。見た目も味も新しく、程よい食感と甘さが特徴です。

2個セット

1000

「やきとりカレー」

苺&ミルク/抹茶ココナッツ各1個

静岡おみや・葵プレミアム 6

2個セット

054-376-0052

「生しらすのくぎ煮」
生姜

70g

「生しらす」を生のまま釜入れし、炊き上げているので、身全体
がはらり、ほろりとほぐれる食感です。

スズコ―株式会社

054-376-0008
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葵プレミアム
静岡おみや

静岡おみや・葵プレミアム 9

2個セット

1000
ポイント

静岡おみや・葵プレミアム 11

「葵大丸・半月（味噌せんべい）」

2個セット

ポイント

「富士山溶岩焙煎珈琲バッグ」

4枚入り

NEW

40g（8g×5袋）

大正末期頃、徳川家のPRの為に考案された、味噌の風味と
コクがきいたせんべい。家康公が味噌が好きだったという
ことで味噌煎餅にしました。

富士山の溶岩で焙煎した贅沢なコーヒー。
コーヒーバッグなのでお好きな濃さに調節できます。

有限会社葵煎餅本家

（有）
トクナガコーヒー

054-252-6260

054-366-6395

「丸子紅茶 在来」

「大御所のおやつ のりの実 」
15g×2袋（ごま・かつお）

丸子紅茶（在来）80g

日本 品 種 の 特 性を 活 かしつつ、紅茶特有の赤い水色、香り、
味が調和されている紅茶です。

サクッとした食 感と、香ばしさのある海 苔のスナック菓子
です。

丸子紅茶（村松二六）

株式会社片山

054-259-3798

静岡おみや・葵プレミアム 10

1000

2個セット

1000
ポイント

054-263-2424

静岡おみや・葵プレミアム 12

3個セット

1000
ポイント

「削り節ミートTheふわり牛」
30g

上質な肉を特殊製法で ふわふわ削り節 に。
「料理にかけた
り、混ぜたり、出汁に、使用方法は無限大です。」

NEW

株式会社シズオカミート

054-655-2277

「静岡産お茶使用 恋茶ふりかけ」
30g（3g×10袋）

静岡産のお茶をふんだんに使用した、鮮やかな緑色が特徴の
ふりかけです。

ニチフリ食品株式会社

054-388-2211
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「茶飴」
145g

飴の中から茶の字がのぞく手
づくり茶飴。静岡生まれの「や
ぶきた茶」を使用しています。

有限会社望月茶飴本舗

054-254-8088

「SHIZUOKA もなかな LATTE」 「ひとくち羊かんクッキー「ちごの舞」」
カップ入り1個

10個入り（いちご5個 葉しょうが5個）

静岡茶と静岡の抹茶、ミルク
をブレンドした、新しいタイプ
の製茶商品です。

静岡浅間神社廿日会祭の稚
児舞をイメージした一口サイ
ズのお菓子。苺と久能葉生姜
の二つの味が楽しめます。

株式会社小柳津清一商店

054-259-6775

有限会社望月茶飴本舗

054-254-8088
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葵プレミアム
静岡おみや

静岡おみや・葵プレミアム 13

2個セット

1000
ポイント

「静岡お茶クッキー」

静岡おみや・葵プレミアム 15

2個セット

60g

静岡市産の本山茶を100%使用したクッキー。着色料、香料、
防腐剤を一切使っておらず、お茶本来の味を楽しめます。

厳選されたカタクチイワシの力強さとたっぷり天日に干され
た香ばしさ、削りの繊細さが特徴です。

有限会社 りべーるだんふぁんす

水谷商店

054-246-2561

「 浅煎り しずおか昭和珈琲物語」

054-385-3027

「お茶屋の静岡茶漬け」

40g（8g×5袋）

お茶ティーバッグ4g×5食

浅く焙煎することで、コーヒー本来の旨さを引き出すととも
に手軽に飲めるドリップタイプにしました。

具材4.5g×5食

お茶に合う潮鰹を使用し、手軽にできるティーバッグと、
具材
もパックで 5食入りです。

株式会社コーヒー乃川島

株式会社白形傳四郎商店

054-265-6001

3個セット

ポイント

「いわし削りぶし」

100g

静岡おみや・葵プレミアム 14

1000

054-271-3238

1000
ポイント

家康公の健康長寿の秘訣

食事

折戸なす
初夢に見ると縁起が良いとされる「一富士、二鷹、三
茄子」のことわざに登場する「折戸なす」。一般的な

「いわしふりかけ 潮の華 」
3g×6袋

いわしの 旨 味を最 大 限に引
き出し、静岡の温暖な気候の
下、天日干し、極薄削りに仕上
げています。

株式会社 カクサ

054-375-2010
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「静岡おでん」

おでん450g（固形240g）
（かやく3g）

牛すじ肉 の 出 汁 から作った
黒いつゆにイワシとサバから
作った静岡の名産黒はんぺん
が入っているのが特徴です。

株式会社 レスト,ワン

054-278-3356

なすよりも果肉が緻密で、コクのある濃厚な味、そし

「香味花海ふりかけ」

て形が丸く、ヘタに鋭いトゲがあるなど現代のなすに
はない特徴を持っています。

30g

あったかご飯にふりかけるの
はもちろん、おでんや焼きそ
ば、冷奴、おにぎりの具など、
手軽に何にでも使えます。

株式会社 エイシンフーズ

054-385-2248

将軍家に献上されていた記録が残っており、家康公
の愛した「なす」としてその名が知られていますが、実は農業情勢の変化により、100年もの
間栽培が途絶えていました。折戸なすを現代に復活させたのは「折戸なす研究会」。原種だけ
に形が不揃いで栽培が難しく、試行錯誤の手探り状態からのスタートでしたが、その弛まぬ
努力が実を結び、平成19（2007）年に出荷を開始しました。出荷時期である毎年6〜12月に
市内小売店などで販売されています。
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芹沢銈介

芹沢 銈介は、明治28（1895）年静岡市葵区本通に生まれまし

地場産品の交換方法

た。東京高等工業学校（現・東京工業大学）卒業後、型染（かた
ぞめ）を中心とした染色の道を歩み始めます。芹沢は染色にと
どまらない幅広い仕事をしていましたが、生涯を通じて明快か

貯まったポイントを自由に組み合わせてお選びください

つ温和な作風を貫いており、多くの人々に愛好されました。その

ハンカチ・クロス

評価は、国内にとどまらず、特にフランスの識者たちに驚きと尊
敬をもって迎えられ、昭和51（1976）年にはフランス政府から招
聘を受けてパリで大規模な個展を行い大成功をおさめました。

500ポイントから交換できます。

パターン1 たとえば

たとえば

5000ポイント

1 伝統工芸品

500

芹沢模様をモチーフにした商品です。

ハンカチ 1

NEW

ハンカチ 2

NEW

ポイント

ハンカチ 3

NEW

3

ホビー
＋ 静岡おみや
4000ポイント 1000ポイント

地酒
＋ 静岡おみや ＋ 葵プレミアム
3000ポイント 1000ポイント 1000ポイント

パターン2

たとえば

3000ポイント

1

5000ポイント

2

たとえば
パターン3

2

静岡おみや ＋ 葵プレミアム
2000ポイント 1000ポイント

静岡おみや ＋ 静岡おみや ＋ 葵プレミアム
1000ポイント 1000ポイント 1000ポイント

たとえば

4000ポイント

サ
ポ
ー
タ
ー

手

1 伝統工芸品

帳

4000ポイント

2

地場産品の受取方法を選択できます

「ハンカチーフ
「ハンカチーフ いろは 「ハンカチーフ
洲浜型四季文（緑）」 色模様（クリーム）」
柳文（黄）」
42×42㎝

1枚

クロス

綿100％

1

NEW

42×42㎝

1枚

クロス

綿100％

2

NEW

42×42㎝

1枚

クロス

綿100％

3

授産製品 ＋ 静岡おみや
3000ポイント 1000ポイント

郵送で受け取る

社会福祉協議会
（市内 4 カ所）

NEW

自宅

S 型デイ会場など

申請期限：1月末日

「クロス 蔬果文（茶）」 「クロス縄のれん文（紺）」 「クロス
43×43㎝ 1枚 綿100％
43×43㎝ 1枚 綿100％
いろは文（ベージュ）」
43×43㎝

芹沢銈介美術館 売店
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1枚

綿100％

054-282-6803

交換会場で受け取る

申請期限：2月末日

※数に限りのある地場産品がございます。あらかじめご了承ください。
※本カタログ掲載品の交換期間は、平成29（2017）
年1月10日から2月末日までです。
※本カタログはイメージ写真を使用しています。
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