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健康長寿のまち 静岡市国宝　久能山東照宮　御社殿
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　江戸時代に整備された東海道は、江戸と京を結ぶ
主要道として、大名行列をはじめ、旅人の往来で活気
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・興津・江尻・府中・丸子の六つの
宿場に加え、難所と言われた薩埵峠、宇津ノ谷峠の
二つの峠があります。まさに歴史都市ですね。

東海道歴史街道

　明治のトンネルは、静岡市と藤枝市を結ぶ宇津ノ谷峠に、日本で初め
ての有料トンネルとして明治９（1876）年に開通しました。トンネルの
開通により、難所であった宇津ノ谷の交通事情は大きく変貌し、馬車や
人力車が行き交いました。その後、明治29（1896）年に火災で崩落し
たため、現在のトンネルはそれを改修したものです。明治のトンネル
「宇津ノ谷隧道」は平成９（1997）年に、現役のトンネルとしては日本で
初めて国の登録有形文化財に登録されました。

明治のトンネル

歌川広重　東海道五十三次  「丸子 名物茶屋」
静岡市東海道広重美術館蔵

　日本橋から数えて東海道20番目の宿場町である丸子宿。歌川広重が描いた宿場の雰囲気を感じられ
る佇まいの「丁子屋」をはじめ、それぞれの家の軒先に古くからの屋号が掲げられるなど、旧東海道の面
影が今も残ります。また、街道から中に入った泉ヶ
谷や大鈩には源氏や今川氏ゆかりの古刹が残り、往
時の雰囲気を今に伝えています。
　名物として知られるとろろ汁は、十返舎一九の
『東海道中膝栗毛』や松尾芭蕉の句に取り上げられ
るなど、宇津ノ谷峠を越えていく江戸時代の旅人た
ちにも大人気だったようです。また、丸子は知る人
ぞ知る日本紅茶発祥の地。丁寧に育てられた緑茶の
茶葉から作られる丸子紅茶は、澄んだ色や渋みの少
ないさわやかな味が特徴です。

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

駿府匠宿 吐月峰柴屋寺 丁子屋 大鈩不動尊 

丸子宿

シニアサポーター事業
元気いきいき！

地 場 産 品
カタログ

日本最古の有料トンネル　全長203m
（現在は見学自由）



　大政奉還後、若干３３歳で「引退」した徳川慶喜公は、謹慎解除後約３０年間を静岡市で過ごしました。
慶喜公は政治的野心を持たず、狩猟・油絵・写真撮影・サイクリング・弓道・将棋・囲碁・謡曲・能・ビリヤード・
釣り・投網など実に多くの趣味を謳歌しました。
　慶喜公は健康面に人一倍気を使っていたといわれ、多彩な趣味を通じて「頭（知）」と「体」を動かすと
ともに、狩猟に出かけた際は、沸かした茶湯以外は決して飲まないなど「食」にも気を使っていました。
　慶喜公は、明治時代の平均寿命が４０歳余りであるなか、1913（大正２）年、７７歳で薨去しました。

　2017（平成29）年は、武家政権が終わりをつげ新しい国づくりの
転換期となった「大政奉還」から150年の節目の年です。
　徳川慶喜公は1867（慶応３）年10月13日、40藩の重臣を京都・二条
城に召集し、「政権返上」の意向を示し、その所見を尋ねました。
翌10月14日「従来之旧習を改め、政権を朝廷に帰し奉り」とする
上表文を朝廷に奏上し、勅許されました。

　静岡市にも「徳川慶喜公屋敷跡（浮月
楼）」や「西郷隆盛・山岡鉄舟会見の碑」などの幕末維新の舞台があり、激動の
時代を偲ぶことができます。
　1867（慶応３）年12月9日の討幕派による政変、「王政復古の大号令」におい
て、1603年徳川家康公から264年続いた江戸幕府は廃止されました。

大政奉還 150年
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1歳 1837年 江戸の水戸藩邸にて誕生

23歳 1859年 幕府より隠居謹慎を命じられる（安政の大獄）

26歳 1862年 将軍後見職就任

30歳 1866年 征夷大将軍就任

31歳 1867年 大政奉還　王政復古の大号令

32歳 1868年 鳥羽・伏見の戦い　駿府移転（宝台院にて謹慎）

33歳 1869年 紺屋町元代官屋敷（現：浮月楼）に転居

51歳 1887年 西草深町に転居

61歳 1897年 東京巣鴨に転居

77歳 1913年 薨去

徳川慶喜公の
趣味から生まれた健康法

　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、徳川家康公
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。
　「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型デイサービスや介護施設などでのボランティアを通じ
て、いきいきと地域貢献活動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29（2017）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。

元気いきいき！
シニアサポーター事業とは？

※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
　静岡市72.96歳
　（政令指定都市で第2位）

静岡市長　田辺 信宏

慶喜公の自転車による体力づくり
　徳川慶喜邸日誌には、自転車に乗る行為を「今日も自転車で運動した」と記載
されています。西草深の屋敷から安倍川を越え、“丸子の吐月峰”まで自転車で
走ったことや“清水湊”までも行ったと記されています。当時の自転車と、道路事
情を想像すると、平地が多く「自転車を利用しやすいまち」である静岡市でも驚
くべきことです。
　徳川慶喜公は、健康に気遣い、身体を鍛えることに関心を持っていたと言わ
れますが、静岡市のまちを自転車で走り回ることで市民の中に溶け込むこととな
り、市民から親しみを込めて「けいきさん」と慕われるようになりました。
　静岡市では、誰もが安全に快適に自転車を利用できる「世界水準の自転車
都市“しずおか”」の実現に取り組んでいます。

徳川慶喜公　茨城県立歴史館蔵

自転車へ乗る慶喜公（イメージ）浮月楼蔵

旧徳川慶喜公屋敷跡（浮月楼）

浮月楼庭園

静
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在
住
時
期

二条城二の丸御殿大広間
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久能山東照宮博物館蔵
「風景」

静岡県立美術館蔵
茨城県立歴史館蔵

狩り
弓 油絵

油絵
カメラ写真



静岡市の  健康長寿のまちづくり富士山型 

健康長寿の
3つのポイント
健やかで心豊かに生活していくためには、
“こころ”と“からだ”の健康寿命をのばして
いくことがとても重要です。
「運動（体）」「食事（食）」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
（知）」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。

静岡のご当地キャラ
「今川さん」

本市の健康寿命を、
家康公が天寿を全うした
“75歳”までのばす

目標に向かって、様 な々取組を
進めています。

健康診断や
がん検診を

年に1回定期的に
受けてくれよなっ！

～バランスよく、たんぱく質もとろう～
「食事はおいしく、バランスよく」が基本です。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）

～楽しみながらからだを動かそう～
日ごろからからだを動かすことで、“こころ”も“からだ”も健康にな
ります。ウォーキングは、「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。また、日常生活において、
自転車を積極的に活用しましょう。
一人で運動を継続するのは大変です。気軽におしゃべりできる
友達づくりも兼ねて「しぞ～かでん伝体操」に参加してみましょう。

〔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）

～趣味や地域の活動に参加しよう～
いつまでもいきいきと暮らしていくためには、人や地域との
関わりあいの中で、趣味や生きがいを持つことが大切にな
ります。地域の活動や趣味の集まりに参加することで、新
しい仲間ができ、つなが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、
S型デイサービス

地域の市民がつながり合うまち地域の市民がつながり合うまち
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。

ずっと健康で人生を
楽しめるまち

自宅でずっと
自分らしく
暮らせる
まち

自宅でずっと
自分らしく
暮らせる
まち

安心して
医療と介護が
受けられるまち

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、
自宅でずっと暮らせるよう取組を進めています。

静岡市長　田辺 信宏

54



静岡市には四百年余に及ぶ
伝統工芸の歴史があります

伝統工芸品
静岡市の

76

千の筋ほどに見える「丸ひご」。伝統に培われた独特の「曲げ」・「継手」の技。そこ
から生まれる端正な曲線と優美な曲線が駿河竹千筋細工最大の特徴です。徳川
家康公ゆかりの駿河の地で育まれた匠の技で、古くから続く伝統的工芸品であ
りながら21世紀の暮らしにも溶け込むモダンな佇まいの商品です。

駿河
竹千筋細工

「小さな富士山」
横幅約140㎜　奥行約140㎜　高さ約120㎜

世界文化遺産の富士山をモチーフに可愛い
ミニランプをつくりました。
第35回駿河竹千筋細工新作展にてアイデ
ア賞を受賞しています。
※数に限りがございます。

駿河竹千筋細工1

駿河竹千筋細工2

5000
ポイント

「置き風鈴」
横幅約160㎜　奥行約90㎜　高さ約270㎜

軒につるすものではなく、テーブルや縁側の
風通しのよい場所におくタイプです。アーチ
状に曲げた竹を土台に固定しました。南部
鉄の鈴はとても優しい音色です。
※数に限りがございます。

5000
ポイント

伝統工芸の技術力
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。

静岡竹工芸協同組合

静岡竹工芸協同組合

NEW

NEW



男性用は、赤と黒の市松柄。シンプルであり
ますがバランスのとれた一品として仕上げ
ました。女性用は黒塗の上に黒漆で市松を
表現しています。
※数に限りがございます。
※鼻緒はおまかせになります。
※どちらか一足になります。

桐右近（男）A・桐右近（女）A 石川 喬一

桐右近（男）B・桐右近（女）B 片桐 雅夫

「男右近B」「女右近B」
❹-1 男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
❹-2 女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
❹-3 女性用 Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

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。
※数に限りがございます。
※鼻緒はおまかせになります。
※どちらか一足になります。

駿河張下駄4 5000
ポイント

駿河塗下駄6 5000
ポイント
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張下駄にはデザインの多様性やソフトな履き心地のよさがあります。デザイン
は、下駄に張る柾

まさきょうぎ
経木、紙

し ふ
布の色や太さ、型を抜いた柄を変えることで、数限り

ないバリエーションがあります。全国的に、細やかな細工を施した張下駄の生
産を行っているのは静岡のみであり、非常に珍しく、価値のあるものです。

駿河張下駄

「男右近A」「女右近A」
❸-1 男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
❸-2 女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
❸-3 女性用 Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

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。
※数に限りがございます。
※鼻緒はおまかせになります。
※どちらか一足になります。

駿河張下駄3 5000
ポイント

駿河塗下駄5 5000
ポイント

「桐右近（男）A」「桐右近（女）A」
❺-1 男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
❺-2 女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
❺-3 女性用 Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

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、色分けを考えて作成
しています。
女性用の麻の葉は、代表的な着物の柄で
す。昔ながらの柄に色づけして、目に新しい
履物に仕上げました。
※数に限りがございます。
※鼻緒はおまかせになります。
※どちらか一足になります。

「桐右近（男）B」「桐右近（女）B」
❻-1 男性用 Lサイズ（25.5㎝〜26㎝）
❻-2 女性用 Lサイズ（24㎝〜24.5㎝）
❻-3 女性用 Mサイズ（23㎝〜23.5㎝）

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

桐右近（男）A

男右近A

女右近A

男右近B

女右近B

桐右近（女）A

桐右近（男）B

桐右近（女）B

男右近A・女右近A 丸山　宗孝

男右近B 片田 俊明  女右近B 丸山 宗孝

NEW NEW

NEW NEW
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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興隆の源で、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。

駿河漆器

「駿河漆塗箸 夫婦箸」
サイズ　約23㎝/約21㎝

駿河漆塗箸は、良質の漆を素地に塗り重ね
て、最後に日本産漆で艶出しをした、静岡に
伝わる研ぎ出し技法をもって製作した堅牢
優美な日常使用に耐える商品です。
※数に限りがございます。

駿河漆器7

駿河漆器8

「うるしの和紙グラス」
 マグカップ
サイズ　直径80㎜　高さ95㎜　容量235㎖

様々な柄の和紙を、グラスの装飾として活
用しました。和紙の柄と金箔との調和によ
り、グラスは華やかさやかわいらしさなどの
違った表情を見せます。漆と和紙は、手にな
じむ優しさを保ちながら、新たな輝きを見
せます。
※数に限りがございます。
※和紙の柄はお任せになります。

蒔絵は、漆面に金・銀・錫粉をまき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ています。

駿河蒔絵

16 世紀末頃、徳川家康公から賤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。

賤機焼

駿河蒔絵9

賤機焼10

「手鏡」
サイズ　直径約7.5㎝　縦約13㎝

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。
※数に限りがございます。
※柄はおまかせになります。

「鬼福湯呑」
サイズ　直径約9㎝　高さ約5.5㎝　2個セット

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。
※2個セットとなります。

4000
ポイント

4000
ポイント

4000
ポイント

4000
ポイント

藤中　知幸

鳥羽漆芸

安藤漆工房

しづはた焼窯元 秋果陶房

NEW NEW

NEW

NEW
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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。

駿河指物
静岡の雛人形は、江戸時代末期に桐

とう
塑
そ
（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。

駿河雛人形

挽物とは、轆
ろく

轤
ろ

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”の木目の美しさは格別なものがあります。

静岡挽物
雛具は、箪笥などを作る木地師、高

たか
坏
つき

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。

駿河雛具

駿河指物11

「菓子盆」
サイズ　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。

4000
ポイント

山本木工

駿河雛人形13

「神
かみひな

雛」
サイズ（一対で飾った時）幅約25㎝×奥約5㎝×高さ約30㎝ 
※飾り方によって異なります。

様式的には古く昔から用いられた雛人形
であり、 厄を託して海や川に流した紙製の

「人
ひとがた

形」がその起源と考えられております。
江戸中期頃になると紙製から布地の衣裳の
立雛も誕生し今日に至ります。 なお「紙

かみひな
雛」

にちなみ「神
かみひな

雛」とも呼ばれています。
※自立は致しません。壁等に立て掛けてお飾りください。
※数に限りがございます。

5000
ポイント

望月人形

静岡挽物12

「挽物　お菓子入れ」
直径約18㎝　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。

4000
ポイント

静岡挽物組合　白鳥工房

駿河雛具14

「駿河雛具12号 7点セット」
サイズ
◦おかご-幅10.5×奥行4.0×高さ6.5㎝
◦御所車-幅10.5×奥行4.0×高さ5.8㎝
◦火鉢-幅5.2×奥行3.2×高さ1.8㎝
◦貝桶（1個あたり）-2.5φ×高さ4.0㎝
◦箪笥/長持-幅8.0×奥行2.6×高さ4.3㎝
◦重箱-幅3.5x奥行3.5×高さ6.0㎝
◦鏡台/針箱-7.0×奥行2.7×高さ6.5㎝

木
き

目
め

込
こみ

人形など、小さなお雛様用です。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

NEW

4000
ポイント
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あいぞめ処 桜井紺屋
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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。

井川メンパ

井川メンパ16

「小判型小」
弁当箱　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。

井川メンパ15 5000
ポイント

「丸2号」
弁当箱　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。

5000
ポイント

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。
大正後期にお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。

駿河和染

駿河和染18

駿河和染17

「継ぎエプロン」
丈約85㎝ 身幅約94㎝ 首ひも約60㎝ 素材: 綿100％

伝統的な着物・暖簾など、駿河和染の仕事
には美しい文様が沢山あります。
技術、品質を保証した仕事が毎日の暮らし
の中で楽しめるよう本藍でエプロンに染上
げました。本藍の温かみが日々の暮らしを
優しく見守り続けます。
※数に限りがございます。

5000
ポイント

「フリンジ手ぬぐい」 
サイズ　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。
※柄は多少異なります。

4000
ポイント

望月　栄一

望月　栄一



株式会社 バンダイ

株式会社 タミヤ

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

ホビー
静岡市の

1716

「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。

ホビー20 5000
ポイント

「キャッスルクラフト
 コレクション シンデレラ城・ 
 アナと雪の女王 プラモデル 
 セット」

「シンデレラ城」
 全高約210㎜　台座直径約120㎜

「アナと雪の女王」
 全高約200㎜　台座直径約120㎜

女性に大人気の「シンデレラ城」「アナと雪の
女王」のプラモデルを用意しました。
あのディズニー映画の名場面があなたの部屋
によみがえる。ディズニープリンセスたちのお
城がクラフトキットになって登場です。
組み立て易さを追求し、クラフトアイテム初心
者でも手軽に作れます。
作るために特別なツールや接着剤は不要です。
※対象年齢8才以上　※電池別売

ホビー19 5000
ポイント

©Disney

©Disney

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

〈静岡ホビースクエア（駿河区南町）〉〈クリスマスフェスタ（12月）〉

〈静岡ホビーショー（5 月）〉
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。　　

また、JR静岡駅南口近くにある静岡
ホビースクエアでは、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。

NEW

NEW

NEW
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ファーストガンダムのプラモデル。1/100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。

「1/200　スペースシャトル 
 オービター w/ブースター」 
完成サイズ　全長約150㎜　全幅約140㎜　全高約320㎜

ワンメイクレースのために全世界でわずか30
台のみ生産されたレーシングカー「ディアブロ
GTR」のプラモデルです。「GTR」専用の内外装
パーツが付属。
•エンジン・サスペンションを可能な限り細かく再現
•ドア開閉可能キット
•テールレンズは着色成型
•実車を隅々まで徹底取材
•窓枠マスキングシール付属
※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、接着剤や工具が必要です。

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。

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

「1/43 ホンダ Ｓ８００」
完成品車体サイズ　全長約75㎜　幅約40㎜　高さ30㎜

ホンダ S800は、1966年に発売され「エスハチ」の
愛称で親しまれたホンダ Sシリーズ絶頂期の小型
スポーツカーです。
※この商品は組立・塗装済のミニチュアカーです。

※在庫状況により商品が変更となる場合がございます。

「あかりシリーズ №2
 ログハウス森の家」
完成サイズ　全幅134㎜　奥行168㎜　全高127㎜

一本一本、木材を組んで作り上げるログハウス。
灯りを点灯すると、あたたかな雰囲気が広がります。
手軽に作って飾って楽しめる、初心者の方にもおす
すめのキットです。
※組み立てキットで、別途工具・塗料が必要です。※電池別売

※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23 5000
ポイント

ホビー24

ホビー25 2000
ポイント

「1/24 スーパーカー №25 
 ランボルギーニ ディアブロGTR」 
完成サイズ　全長約206㎜　全幅約87㎜　全高約46㎜

ホビー22 5000
ポイント

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

ホビー21 5000
ポイント

©創通・サンライズ

4000
ポイント

株式会社 バンダイ

有限会社 エムエムピー

株式会社 ウッディジョー

株式会社 ハセガワ株式会社 青島文化教材社

NEW

NEW

NEW



静岡らしさを受け継いだ
文化・芸術があります

ハンカチ・クロス
芹沢 銈介

2120

ハンカチ27

クロス30

ハンカチ28

クロス31

「ハンカチーフ　布文字
  春夏秋冬文（オレンジ）」
42×42㎝　1枚　綿100％

「ハンカチーフ　
  文字入四季文（紺）」
42×42㎝　1枚　綿100％

「クロス　伊曽保文・ 
 雲雀の母子（紺）」
43×43㎝　1枚　綿100％

「クロス
 伊曽保文（エンジ）」
43×43㎝　1枚　綿100％

「ハンカチーフ　
  蔬果文（赤）」
42×42㎝　1枚　綿100％

「クロス
  風の字文（紺）」
43×43㎝　1枚　綿100％

芹沢模様をモチーフにしたハンカチです。

芹沢模様をモチーフにしたクロスです。

ハンカチ26

クロス29

昭和51（1976）年、
パリ市内に掲示された

「Serizawa」展の
ポスター

1000
ポイント

500
ポイント

型絵染（かたえぞめ）の人間国宝に認定されています。
　芹沢銈介は、明治28（1895）年静岡市葵区本通に生まれました。東京

高等工業学校（現・東京工業大学）卒業後、型絵染（かたえぞめ）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。

『型絵染』とは・・・・・
古くから日本で行われてきた伝統
的な染色技法で、渋紙を彫った型
紙と、もち米を主原料とする防染
糊を用いて布に染めるものです。

芹沢銈介美術館 売店

芹沢銈介美術館 売店

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



しずおか女子きらっ☆ブランド

2322

しずおか女子きらっ☆ブランド認定証交付式 

「キュット ミー！」
サイズ：180×75〜80㎝（生地により若干異なります）

「サラダをおいしく食べるお塩」
22.8g（1.8g×9袋、2.2g×３袋）×５セット

赤ちゃんをやさしく包む布製の抱っこ紐、ベ
ビー用スリング。糸づくりから縫製まですべて
日本製。日本の気候にあわせた通気性のよい
布でできています。※色はお任せになります。

ドレッシングの代わりにサラダにふりかけて使
用する味付け塩です。常温保存可能の小分け使
いきりタイプ。梅しそ風味、イタリアン風味、レモ
ン風味、ごまだれ風味のアソートパックです。

日本伝統の「かんざし」にアートの感性を描く「KANZASHI」。和装の枠を超えて、
普段着のファッションにも映える個性的で繊細なデザイン。美しさはもちろん、1本
でまとめ髪ができる使いやすさも魅力です。丈夫で、光沢が変わらないステンレス
を、板金職人が丹精込めて仕上げています。

「かんざし 花と四季 - デイジー」
サイズ：約5×13.5㎝　約20ｇ　素材：ステンレス

「かんざし 浮世絵 - 岡部」
サイズ：約5×13.5㎝　約16ｇ　素材：ステンレス

しずおか女子きらっ☆ブランド32

5000
ポイント

しずおか女子きらっ☆ブランド33

5000
ポイント

しずおか女子きらっ☆ブランド34

5000
ポイント

しずおか女子きらっ☆ブランド35

500
ポイント

しずおか女子きらっ☆ブランドって？
　静岡市では、女性が開発に貢献した商品を募集・審査の上、その中か

ら優れたものを「しずおか女子きらっ☆ブランド」に認定し、女性活躍の好
事例として積極的にＰＲ協力します。

　女性たちのモチベーションアップはもちろん、女性活躍が企業等の業績を
アップさせる「経営戦略のカギ」のひとつであることを皆様にご理解いただき、

市内企業等における女性の雇用・登用の促進や、更なる女性活躍の取組促進へ
の気運醸成につなげ、「女性が活躍している静岡市」、「女性が活躍できる静岡市」

として市内外に広くＰＲしていきたいと考えています。
　また、就職を控えた女子学生に対し、女性が活躍できる企業等や、起業して活躍

している女性たちを見える形で情報発信し、女性の市内企業への就職を促進します。

三代目板金屋（株式会社 山崎製作所）

ニチフリ食品 株式会社北極しろくま堂 有限会社

NEW

NEW

NEW

NEW



大自然に育まれ匠の技術で
仕上げられた極上の逸品

お茶
静岡市の

2524

「合
ごう

組
ぐみ

茶
ちゃ

 MIXCHA TAKUMI」
やすらぎの雫（やぶきた20g　おくみどり20g
ゆたかみどり20g　あさつゆ20g）

「富士山三色茶」
 煎茶75g、ほうじ茶30g、紅茶30g

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。

「 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。

お 茶  36 3000
ポイント

お 茶37 3000
ポイント

お茶の効能
お茶には、さまざまな成分が含まれ

ており、数多くの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
で、心と体をリラックスさせる癒し
効果があります。

甘味
うま味 テアニン

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
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。

渋味
苦味 カテキン

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

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1200m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。

株式会社 マルヒデ岩崎製茶

茶工房　豊好園



久能のいちご海岸通りに
甘い香りが流れます

石垣いちご狩り
静岡久能

2726

「久能いちご狩り農園
 （指定農園）でのいちご狩り
 入園券（１名様分）」
※本商品を希望される場合は平成30年１月末日
　までにポイント交換申請を行ってください。
※指定農園の入園券となります。
※本商品を利用して、複数人で同一の苺農園で
　の“いちご狩り”をご希望される場合は、調整い　
　たしますので申請用紙に記載をお願いします。

久能いちご狩り農園（指定農園）でのいちご狩り
入園券です。旬を迎える地元のいちごをご家族や
お友達とともに楽しんでみてはいかがでしょうか。
1枚につき小学生以上1名様1回入園できます（小学生未
満は 2名様）。
指定農園は入園券裏面に記載いたします。
いちごの生育状況により営業日が変更になる可能性があ
るため、入園券裏面に記載のある農園に事前の確認をお願
いします。
入園期間は平成30年３月１日～４月30日を予定してい
ます。

久 能 い ち ご 狩 り38

1000
ポイント

久能いちご
狩り農園 入

園券

●有効期
限間際は

いちごが
少なくなり

ます。 早め
にご利用

ください
。

●本券は
指定の農

園でのみ
有効です

。事前に必
ず農園に予

約のうえ
、ご利用く

ださい。　
●本券を、

ご利用いた
だいた農園

にお渡しく
ださい。

●本券１枚
につき小

学生以上１
名様１回、

記載の有
効期限内

の一日に
限り有効で

す（小学生
未満は2名

様1回）。

●裏面に
指定農園

及び参考
図を記載

していま
す。必ずご

確認くださ
い。

●本券は
再発行い

たしません
。紛失しな

いよう、お
気をつけ

ください。
　●本券

は非売品
です。他者

への転売
等はご遠

慮ください
。

非売品

No.

静岡・久能
苺狩り組

合×静岡市

有効期限：
　　　　

　　　　
　　まで

静岡の風物詩　久能の石垣いちご狩り
　駿河湾に面した海岸沿いで石垣を利用したいちご栽培は明治時代

から始まりました。現在、50軒以上のいちご農家からなり、多くのいちご
狩り園が連なるこの一帯は「いちご海岸通り」とも呼ばれます。

　いちごの栽培品種は主に「章姫（あきひめ）」です。いちご狩りのシーズン
は１月～５月ですが、オフシーズンでもいちごを使用したスイーツやジュースな

どが楽しめます。

章姫（あきひめ）
全国のいちご産地では新品種が次々に

登場し、産地ごとの主力品種は大体10年程
で入れ替わると言われています。そんな中、
平成４年に誕生し25年経った今でも愛され
続けられているのが「章姫」です。高糖度
で酸味が少なく、みずみずしい味わいと柔ら
かな食感が特徴です。「章姫」は１株からた
くさんの果実が実り、生育の初期から順調
に糖を蓄えるため完熟前でも十分な甘さを
感じることができます。

静岡・久能苺狩り組合

NEW

静岡・久能苺狩り組合

×



株式会社 駿河酒造場

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

地酒
静岡市の

地酒40

2928

NEW

「萩
はぎにしき

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。

地酒42 3000
ポイント

「君
くん

盃
ぱい

　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。

3000
ポイント

「忠
ちゅう

正
まさ

　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。

地酒41 3000
ポイント

地酒39
「正

しょうせつ
雪　大吟醸」  720㎖

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。

3000
ポイント

美味しい地酒あります。
　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。

君盃酒造 株式会社

英君酒造 株式会社萩錦酒造 株式会社

株式会社 神沢川酒造場

「英
えいくん

君  大吟醸 いろは」
720㎖

最高級の酒米・山田錦を40％まで精
白し、地元の名水・桜野沢湧水を用い
て低温でじっくり醸しました。
※数に限りがございます。
※常温発送となります。

地酒43 3000
ポイント



まごころ込めて手作りしている
製品があります

授産製品
静岡市の

授 産 製 品46 3000
ポイント

「秘伝のたれ・キーマカレー・
  ヤーコン茶・ヤーコン干し芋」  
秘伝のたれ 内容量275g×1本　キーマカレー 内容量160g×2個
ヤーコン茶 内容量30g　ヤーコン干し芋 内容量55g

静岡市産のしょうが、青森産にんにくなど吟味した
素材で作り上げている秘伝のたれと、ヘルシー志向の
方に好評のキーマカレーが入ります。国産のヤーコン
芋を使用した「お茶」と「干しイモ」です。甘みのある
逸品で、とても人気があります。

3130

授 産 製 品44 3000
ポイント

「スポーツタオル・ポシェット」  
スポーツタオル 綿100％ 横40㎝×たて115㎝
ポシェット       機織り生地 横13㎝×たて19㎝

福祉事業所利用者が描いたデザインをスポーツ
タオルにプリントしています。デザインごとにファンが
おり、静岡市でしか手に入らない逸品です。ポシェット
は、織り機で織った布で仕上げており、世界に2つと
ない手づくりで温かみのある逸品です。
※いずれも色・柄はお任せになります。

授 産 製 品45 3000
ポイント

「藍染めマフラー・カードケース」  
藍染めマフラー 綿100％ 横37㎝×たて180㎝
カードケース    機織り生地 横7.5㎝×たて11㎝

本格的な藍染め作家に指導を受け、数々の商品を作
り出してきている中でも、特に好評をいただいてい
るマフラーです。普段中高年層の方々のプレゼント品
などでご利用頂いている逸品です。
織り機で織った布を使いカードケースにしました。
※いずれも色・柄はお任せになります。

静岡の授産製品とは
　「ものづくりの街 静岡」では、障がいのある人たちの手作り製品にも

こだわりの逸品がそろっています。
　ハンディキャップがあっても、それぞれができることを最大限に引き出し

作るからこそ、ひとつひとつ丁寧に、心をこめて作っています。
　自分の持って生まれた感性を最大限に引き出し、常識や既成概念にとらわれ

ず、自由奔放に発想したからこそ生まれてくる、他ではないものに仕上がります。
ものを介して、人のあたたかみや、製品作りに関わった人たちの様 な々ストーリー

をあなたにお届けします。

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。授産製品の売上による収益は、商品づくりに携
わった障がいのある方々に労力の対価として分配されています。

NPO法人オールしずおか ベストコミュニティ

NPO法人オールしずおか ベストコミュニティ

NPO法人オールしずおか ベストコミュニティ

NEW

NEW

NEW



飲食料49

「しずおか茶ぁ飯の素」内容量50g

静岡のお茶屋が、山の幸「お茶」６種と海の幸
「 か つ お 、まぐろ、昆布、いか」４種 の 素 材 を
ブレンド。ご飯に混ぜるだけで簡単にできる

「茶ぁ飯」をご賞味ください。
※シニアサポーター事業限定商品

1000
ポイント

NEW

株式会社 マルヒデ岩崎製茶

「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する約1年間に及ぶプロ
ジェクトです。

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。

「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！

飲食料50

「Cat（キャッと）！サブレ」1箱（4枚入）

猫大好きカフェ「すずとら」が贈る手作りサブ
レは、駿河湾深層水の上質な塩と静岡茶の2
層の味わい。思わず笑顔になる秘密の仕掛け
も楽しんでください。

飲食料47

3332

「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

1000
ポイント

2000
ポイント 飲食料48

「静岡抹茶プリン あずきと
 ミルクの3層仕立て」185g×6個

静岡の抹茶、国産小豆、ミルクが、しましま3層
に。常温でも冷やしても、そして温めても食べ
ることができる！とろりとした食感の和風プリ
ンです。

2000
ポイント

NEW

NEW

葵プレミアム詳細は

静岡おみや
プロジェクト

しずおか
葵プレミアム

静岡市農業協同組合 山梨罐詰 株式会社

すずとら

©monoマガジン ©静岡市



飲食料52飲食料51

「特撰まぐろオリーブ油漬（フレーク）」
90ｇ×3缶（フレーク）

「特撰まぐろオリーブ油漬（ファンシー）」
90ｇ×3缶（ファンシー）

昭和初期に旧清水市で企業化され、欧米向けに生産されていたツナ缶詰。当時の「ホワイトミート
オリーブ油漬」をヒントに、平成8年に復刻されました。春から夏にかけて脂ののりが良くなる

「夏びん長まぐろ」を使用。白色の肉質を厳選し、質の高いピュアオリーブ油で美味しさを引き立て
ています。

1000
ポイント

1000
ポイント

NEW

株式会社 由比缶詰所

丸子紅茶（村松二六）

「丸子紅茶」
本山80g

日本紅茶発祥の地・丸子。丸子紅茶は、独自の
技術開発へ試行錯誤を繰り返し、国産紅茶と
して高い評価を得ています。国産の安心安全
な丸子紅茶が楽しめます。

飲食料54 1000
ポイント飲食料53

「桜えびのとろとろ玄米粥スープ」
3食分

忙しい朝でも1分以内に出来上がる、体にやさ
しい「ふわトロスープ」。静岡名産の桜海老とい
わし削り等、天然素材のみを使用した驚きの
うま味が感動的です。

1000
ポイント

NEW

株式会社 カネジョウ

飲食料58

飲食料55 飲食料56

飲食料57

「創作ところてん“お茶とみかん”」
2人前×2パック入り

「静岡おでん 黒スープ」
おでん310g×2パック入り　風味かやく2g×2袋

「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）

「富士山溶岩焙煎珈琲バッグ」
40g（8g×5袋）

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”で楽しむ
ところてんです。ところてんで静岡の風味を存
分に味わうことができます。

飲み干せるほどにのど越しのよい、それでいて
旨味たっぷりな“コクうま黒スープ”が特徴。
静岡おでんファンには嬉しい信田巻も入って
います。

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まぐろのスモークです。

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。

1000
ポイント

1000
ポイント

1000
ポイント

1000
ポイント

静
岡
お
み
や
・
葵
プ
レ
ミ
ア
ム

静
岡
お
み
や
・
葵
プ
レ
ミ
ア
ム

3534

デリカ・オーバンマリー

有限会社 桜井蒟蒻店

有限会社 トクナガコーヒー

真富士屋食品 株式会社



「しずおかスティック」
1袋（15本入り）

静岡の銘酒“忠正”の酒粕、焼津産かつおだし、
静岡の緑茶をまとったノンフライ「だし菓子」。
パキッと折ってサクっと食べると、だしの風味
が口いっぱいに広がります。

飲食料63 500
ポイント

NEW

するが夢倶楽部

「両河内産抹茶 白拍子」
1個20g

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
かな自然の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。

飲食料62 1000
ポイント

清照由苑

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。

有限会社 望月茶飴本舗

有限会社 望月茶飴本舗 有限会社 望月茶飴本舗

有限会社 葵煎餅本家

有限会社 一條亭

ケーキと記念日のお店　セティボン?

「ひと口羊かんクッキー「ちごの舞」」
10個入り（いちご5個 葉しょうが5個）

飲食料65

静
岡
お
み
や
・
葵
プ
レ
ミ
ア
ム

静
岡
お
み
や
・
葵
プ
レ
ミ
ア
ム

「静岡やぶきた羊かん詰合せ」
10個入り

「お茶の葉クッキー」
12枚

「しずおかメレンゲ」
苺&ミルク/抹茶ココナッツ各1個

「葵大丸・半月（味噌せんべい）」
7枚入り （葵大丸4枚/半月3枚）

「茶飴」
内容量145g

羊かん２種の詰め合わせです。やぶきた茶を直
火本練りで仕上げた「やぶきた羊かん」、徳川
家康公の金つばをイメージして練り上げた「葵
きんつば羊かん」の２種類の味が楽しめます。

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。独自の製法で配合したカカオ
バターがお茶の微粉末を含み、お茶の風味を損
ないません。

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。

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。見た目も味も楽しく、
程よい食感と甘さが特徴です。
※数に限りがございます。

抹茶とグラニュー糖、水飴のみというシンプル
な材料を使い、昔ながらの直火釜でじっくり練
り上げた手作り品。静岡の茶文化を集約した飴
です。

飲食料60飲食料59

飲食料61 飲食料66

飲食料641000
ポイント

1000
ポイント

1000
ポイント

3736

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント



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。

有限会社 りべーるだんふぁんす

「静岡お茶クッキー」
内容量100g

飲食料68 500
ポイント

「静岡かんばら いわしカレー」
内容量200g
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「SHIZUOKA もなかな LATTE」
カップ入り2個

「“浅煎り”しずおか昭和珈琲物語」
40g（8g×5袋）

「やきとりカレー」
内容量180g

「熟成静岡抹茶 駿河の石臼抹茶」
内容量30g

「清水もつカレー」
固形量60g　内容総量170g

「静岡おでん」
おでん450g（固形240g かやく3g）

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。

「 ホテイのやきとり缶」がこだわりの 和 風
カレーに！炭火焼の香ばしい香りに、ゴロっと
したやきとり、ほんのり甘めのタレがカレーと
絶妙のハーモニーを奏でます。

いわし削りぶしを入れたカレー。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。

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
挽いた抹茶です。徳川家康公も好んだ本山抹
茶を手軽に味わえる商品です。

静岡茶と抹茶、ミルクを絶妙な割合でブレン
ドした、コクがあって飲みやすい製茶商品で
す。ふわふわと浮いたハート型の最中をすく
いながら、あったか抹茶ラテをどうぞ。

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。3年間保存できます。

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。

飲食料70

飲食料67

飲食料69 飲食料74飲食料73

飲食料72飲食料71

3938

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

株式会社 小柳津清一商店

株式会社 コーヒー乃川島 有限会社 やましち

株式会社 ホテイフーズコーポレーション

株式会社 レスト,ワン

はごろもフーズ 株式会社

茗広茶業 株式会社
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「生しらすのくぎ煮」
生姜　70g

「桜えびご飯の素」
90g（調味液80g　素干し桜えび10g）

「恋茶ふりかけ」 
30g（3g×10袋）

「削り節ミートTheふわり牛」
内容量30g

「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） 薬味1.5g×3袋（いわし削り、昆布）

「お茶屋の静岡茶漬け」
お茶ティーバッグ4g×3食　具材4.5g×3食

「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。

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。

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。乾燥した茶葉
がそのまま入っており、サクッとした食感も楽
しめます。

上質な肉を燻製にした後、一本一本丁寧に削
り出し、ふわふわ食感に仕上げました。熟成•
燻製することで肉本来の旨味や栄養素を凝縮
しました。

海のミネラル豊富な磯のとろネバご飯。海の納
豆といわれるかじめに、静岡の名産品（茎わさび
いわし削り）をトッピングしました。

老舗製茶問屋がお茶漬けにピッタリの専用茶
を調合。お茶に合う具材も探しに探して、西伊
豆の潮鰹にたどり着きました。ティーバッグと
具材のパックで３食入りです。

飲食料76

飲食料78

飲食料75

飲食料77
「いわしふりかけ“潮の華”」
内容量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、天日干しし、極薄削りに仕
上げています。

「香
か み か み

味花海ふりかけ」
内容量30g

九州産の良質ないわし煮干し
と、焼津産の鰹節を使用。これ
らを薄く丁寧に削り上げ、鰹は
さらに破片状にして混合して
います。好みで醤油をかけて。

「食べる いわし削りぶし」
内容量60g

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。

飲食料80飲食料79

4140

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

飲食料3個セット81 500
ポイント

株式会社 シズオカミート 

株式会社 磯駒海苔

スズコ― 株式会社 ニチフリ食品 株式会社

株式会社 カクサ 株式会社 エイシンフーズ 水谷商店

株式会社 白形傳四郎商店

原藤商店



4342

5000ポイント
①駿河竹千筋細工「小さな富士山」 ●限 P7 ⑰駿河和染「継ぎエプロン」 ●限 P15
②駿河竹千筋細工「置き風鈴」 ●限 P7 ⑲ホビー「シンデレラ城・ アナと雪の女王 プラモデルセット」P17
③駿河張下駄「男右近A」「女右近A」 ●限 P8 ⑳ホビー「ミニ四駆セット」 P17
④駿河張下駄「男右近B」「女右近B」 ●限 P8 ㉑ホビー「MG 1/100  RX-78-2 ガンダム Ver.3.0」P18
⑤駿河塗下駄「桐右近（男）A」「桐右近（女）A」 ●限 P9 ㉒ホビー「1/24 スーパーカー №25  ランボルギーニ ディアブロGTR」 P18
⑥駿河塗下駄「桐右近（男）B」「桐右近（女）B」 ●限 P9 ㉓ホビー「1/43 ホンダ Ｓ８００」 P19
⑬駿河雛人形「神雛」 ●限 P13 ㉜女子きらっ「かんざし 花と四季 - デイジー」 P23
⑮井川メンパ「小判型小」 ●限 P14 ㉝女子きらっ「かんざし 浮世絵 - 岡部」 P23
⑯井川メンパ「丸2号」 ●限 P14 ㉞女子きらっ「キュット ミー！」 P23

4000ポイント
⑦駿河漆器「駿河漆塗箸 夫婦箸」 ●限 P10 ⑫静岡挽物「挽物 お菓子入れ」 ●限 P12
⑧駿河漆器「うるしの和紙グラス」マグカップ ●限 P10 ⑭駿河雛具「12号7点セット」 ●限 P13
⑨駿河蒔絵「手鏡」 ●限 P11 ⑱駿河和染「フリンジ手ぬぐい」 ●限 P15
⑩賤機焼「鬼福湯呑」２個セット ●限 P11 ㉔ホビー「あかりシリーズ №2 ログハウス森の家」 P19
⑪駿河指物「菓子盆」 ●限 P12

3000ポイント
㊱お茶「合組茶 MIXCHA TAKUMI」 P25 ㊷地酒「萩錦 大吟醸」 ●限 P29
㊲お茶「富士山三色茶」 P25 ㊸地酒「英君 大吟醸 いろは」 ●限 P29
㊴地酒「正雪 大吟醸」 ●限 P29 ㊹授産製品「スポーツタオル・ポシェット」 P31
㊵地酒「君盃 大吟醸」 ●限 P29 ㊺授産製品「藍染めマフラー・カードケース」 P31
㊶地酒「忠正 大吟醸」 ●限 P29 ㊻授産製品「秘伝のたれ・キーマカレー・ヤーコン茶・ヤーコン干し芋」P31

2000ポイント
㉕ホビー「1/200 スペースシャトル  オービター w/ブースター」P19 ㊽飲食料「静岡抹茶プリンあずきとミルクの3層仕立て」P33
㊼飲食料「麻機れんこん羊羹」 ●限 P33

1000ポイント
㉖ハンカチ「ハンカチーフ 布文字 春夏秋冬文（オレンジ）」P21 ○54 飲食料「丸子紅茶」 P34
㉗ハンカチ「ハンカチーフ 文字入四季文（紺）」 P21 ○55 飲食料「創作ところてん“お茶とみかん”」 P35
㉘ハンカチ「ハンカチーフ 蔬果文（赤）」 P21 ○56 飲食料「静岡おでん 黒スープ」 P35
㊳久能いちご狩り「いちご狩り 入園券（１名様分）」 P27 ○57 飲食料「鮪のひとくちスモーク まぐ兵衛」 P35
㊾飲食料「しずおか茶ぁ飯の素」 P33 ○58 飲食料「富士山溶岩焙煎珈琲バッグ」 P35
㊿飲食料「Cat（キャッと）！サブレ」 P33 ○59 飲食料「静岡やぶきた羊かん詰合せ」 P36
○51 飲食料「特撰まぐろオリーブ油漬（フレーク）」 P34 ○60 飲食料「しずおかメレンゲ」 ●限 P36
○52 飲食料「特撰まぐろオリーブ油漬（ファンシー）」 P34 ○61 飲食料「お茶の葉クッキー」 P36
○53 飲食料「桜えびのとろとろ玄米粥スープ」 P34 ○62 飲食料「両河内産抹茶 白拍子」 P36

500ポイント
㉙クロス「クロス 伊曽保文・雲雀の母子（紺）」 P21 ○72 飲食料「清水もつカレー」 P39
㉚クロス「クロス 伊曽保文（エンジ）」 P21 ○73 飲食料「静岡かんばら いわしカレー」 P39
㉛クロス「クロス 風の字文（紺）」 P21 ○74 飲食料「静岡おでん」 P39
㉟女子きらっ「サラダをおいしく食べるお塩」 P23 ○75 飲食料「生しらすのくぎ煮」 P40
○63 飲食料「しずおかスティック」 P37 ○76 飲食料「削り節ミートTheふわり牛」 P40
○64 飲食料「葵大丸・半月（味噌せんべい）」 P37 ○77 飲食料「桜えびご飯の素」 P40
○65 飲食料「ひと口羊かんクッキー「ちごの舞」」 P37 ○78 飲食料「天女もよろこぶ磯とろご飯」 P40
○66 飲食料「茶飴」 P37 ○79 飲食料「恋茶ふりかけ」 P41
○67 飲食料「SHIZUOKA もなかな LATTE」 P38 ○80 飲食料「お茶屋の静岡茶漬け」 P41
○68 飲食料「静岡お茶クッキー」 P38 ○81 飲食料3個セット「いわしふりかけ“潮の華”」「香味花海ふりかけ」「いわし削りぶし」 P41
○69 飲食料「“浅煎り”しずおか昭和珈琲物語」 P38 ○82 ヨハココ商品「駿河のごちそう」 P42
○70 飲食料「熟成静岡抹茶 駿河の石臼抹茶」 P38 ○83 ヨハココ商品「とろろ芋羊羹2セット」 P42
○71 飲食料「やきとりカレー」 P39

「駿河のごちそう」
130ｇ（箱入）

「とろろ芋羊羹2セット」
3個入り×2セット

田丸屋の駿河のごちそう「山のわさびと海の
まぐろ」は、新鮮な静岡 特産のわさび 茎と
まぐろをまろやか醤油でじっくり煮込んだ、
旨みたっぷりの佃煮です。新鮮なわさびの味わ
いとまぐろの旨みをお楽しみ下さい。

地元産の自然薯と味噌を練り込んで「丁子屋の
とろろ汁」をイメージさせたひとくち羊羹です。
ほどよい甘さと自然薯の風味を生かした素朴
で優しい味わいです。

ヨハココ商品83ヨハココ商品82 500
ポイント

500
ポイント

株式会社 田丸屋本店 丁子屋

◀︎重要文化財
洋時計（家康公の時計）
〔久能山東照宮博物館蔵〕

▲︎東照大権現像
〔久能山東照宮博物館蔵〕

▲︎久能山東照宮の御神廟

余
ヨ

ハ此
コ コ

處ニ居
ヲ

ルプロジェクト

　徳川家康公は、元和2（1616）年、駿府城にて75年の生涯

を閉じました。その遺言に従い、その日のうちに埋葬さ

れた場所が久能山です。それから1年7ヶ月の短期間に、

当時最高の建築技術を集め、家康公を「東照大権現」とし

てお祀りする神社「久能山東照宮」が造営されました。

本殿より足を延ばした高台に、今も家康公が眠る御神廟

があります。

　静岡商工会議所を中心に、“駿府”本来のブランド力を

取り戻すため、家康公の御遺訓にある“無事長久”（平穏

無事が長く続くこと）をテーマに「家康公の美味しい

もの」を開発しました。ぜひご賞味ください。

NEW NEW

　　　　　　　      ×     静岡市静岡商工会議所


