
コロナに負けるな！
頑張るお店の応援団

静清信用金庫 頑張る個店紹介パンフレット

静岡市清水区 編
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2. フラワー雑貨 小春日和 矢倉
3. 美容室ホリイケ 矢倉
4. coran(コラン） 大坪/月見
5. hair design HISAYORI 大坪/月見
6. HAIR MAKE beans 大坪/月見
7. Lecoeur 大坪/月見
8. Photo Prise studio suwa 大坪/月見
9. St.Flora 美容室 大坪/月見
10. フィオーレ田代 大坪/月見
11. 出光 神田町SS 中山石油 大坪/月見
12. 美容室 Room-1 大坪/月見
13. 富士ゴム産業 下野
14. Tabi（タビ） 草薙
15. ラブラブ 草薙
16. 花勇 草薙
17. 後藤紙店 草薙
18. 和漢薬局さかき自然館 草薙
19. 美容室 ユニヴァース 渋川
20. フラワーサロン フルールさわ 高部
21. 絵本と手作りのお店 童家 高部
22. 手作り工房 FUJITA 高部
23. 美容室 M2 高部
24. ヒーリングサロン和らぎ 大坪/月見
25. CPサロン すみれ 大坪/月見
26. hair and healing RASA 大坪/月見
27. アトリエ・プレジール 大坪/月見
28. うさみ花店 大坪/月見
29. ファッション深澤 大坪/月見
30. ワークショップイサミ 大坪/月見
31. 茜工房 大坪/月見
32. 清野画荘 大坪/月見
33. 美容室 Ａrt 大坪/月見
34. Cover Girl 大坪/月見
35. HairSalonTODA 大坪/月見
36. アジアンリラクゼーション ヴィラ 清水有東坂店 大坪/月見
37. いしざき美容室 大坪/月見
38. オートプロショップ安竹 大坪/月見
39.     鈴屋 大坪/月見
40. ビューティサロンしむら 大坪/月見
41. プラザナカムラ 大坪/月見
42. プリンティングササキ 大坪/月見
43. 育根花店 大坪/月見
44. 久米タイヤサービス 大坪/月見
45. 小泉商会 大坪/月見



46. 成岡ふとん店 大坪/月見
47. 田村モータース 大坪/月見
48. 美容室 グロウスイック 大坪/月見
49. スリー 大坪/月見
50. 若杉畳店 大坪/月見
51. 理容馬場 大坪/月見



紹介営業店 清水/折戸 その他 1

店舗名 伏見縫製

営業時間 8:30~16:55 定休日 土・日・祝
商品 布製マスク・ガーゼマスク

住所 静岡市清水区宝町1-5
TEL 054-367-0243 URL

店舗名 フラワー雑貨 小春日和
住所 静岡市清水区矢倉町3-6
TEL 054-376-6951 URL

その他 店頭販売のみ

店舗PR等

当社 長年培  縫製技術 生    現在
布製及びガーゼ製マスクを製造し、店頭にて
販売しております。お近くにお越しの際は、是
非 立寄      ＊店外     掲示  
おり、3密を避けて販売しております。

紹介営業店 矢倉 その他 2

その他 小春日和オリジナルオムツケーキ・フラワーアレンジメント等

店舗PR等

お客様皆さまに可愛がっていただける地域密
着型の小売店を目指しております。手作り小
物に趣を置き、ユニークな雑貨およびご予算に
応じたフラワーアレンジメント等を取り扱っていま
す。新型コロナウイルス感染症に負けないよう
に、手作りガーゼマスクを安価にてご提供してお
ります。

営業時間 10 00 18:30 定休日 月曜日
商品 手作りガーゼマスク



紹介営業店 矢倉 その他 3

営業時間 8 30 18 00 定休日 月曜日、第3日曜日
商品 カット、パーマ、シャンプー 等

企業名 美容室ホリイケ
住所 静岡市清水区辻4-11-9
TEL 054-366-2734 URL

店舗名 coran(コラン）
住所 清水区有東坂363-1
TEL 376-4181 URL

その他

企業PR等
地域 方々   利用     美容室 店
内  換気 行  施術後 器具 消毒  
等感染予防対策を徹底しております。
ぜひご来店ください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 4

その他

店舗PR等
取引       協力   洗  夏  
スク（ナツノマスク）入荷しています。暑い
夏    対策 是非 利用下   （3
枚組・白・660円（込））

営業時間 11 00 17 00 定休日 毎週木曜
商品 婦人衣料



紹介営業店 大坪/月見 その他 5

店舗名 hair design HISAYORI

商品
その他

住所 静岡市清水区川原町2-17
TEL

営業時間 9:00~20:00 定休日 月曜・第３日曜
054-352-2696 URL

店舗名 HAIR MAKE beans
住所 静岡市清水区神田町6-11
TEL 0120-42-3105 URL http://www.beans-shimizu.com/

カット、パーマ、カラー

店舗PR等

昨年11月                 美
容室です。小さなお店ですが、髪がサラサラに
なるよう丁寧な仕事を心掛けており、カットの持
  良         体感     当店 
は空間除菌、道具の紫外線殺菌、お客様同
士が重ならないように予約調整しております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 6

その他

店舗PR等

月見支店様  隣 営業         
る美容室です。当店は髪にも肌にも負担をか
けないヘアカラーとしてヘナを使用します。天然
成分100％のヘナを使うので髪を痛めることな
  染    最中        刺激    
快適なカラータイムをお過ごし頂けます。お一
人様 利用毎     消毒 行      
  安心   利用     

営業時間 9:00~18:00 定休日 月 第三日曜 不定休
商品 カット、カラー



紹介営業店 大坪/月見 その他 7

営業時間 10:00 20:00 定休日 月曜日
商品 美容院

店舗名 Lecoeur
住所 静岡市清水区大坪1丁目９－１５
TEL 054-348-7501 URL

店舗名 Photo Prise studio suwa
住所 静岡市清水区庄福町3-1
TEL 080-3638-9263 URL https://photoprisestudiosuwa.com

その他 予約のお客様を優先し、お客様同士が接触しないよう対応しています。
消毒等 感染予防 徹底  行      

店舗PR等

予約のお客様を優先し、お客様同士が接
触しないよう対応しています。当然、消毒
等 感染予防 徹底  行      笑
顔でお帰りいただくために、カウンセリングを
重視しております。南国のリゾート空間のよ
  店内              利用
いただけます。

紹介営業店 大坪/月見 その他 8

その他

店舗PR等

ウェディング写真の撮影館を営んでおります。当
店では海岸・お花畑などでのロケーション撮影
            静岡県内  綺麗  
ケーションがたくさんありますので是非ご相談くだ
さい。また、You Tubeを使ったリモート結婚式
(4月12日の静岡新聞に掲載されました)のご
提案 可能   

営業時間 10:00~21:00 定休日 無し
商品 ウェディングフォト



紹介営業店 大坪/月見 その他 9

営業時間 9:15 18:00 定休日 毎週月曜、第1水曜、第3日曜
商品 カット、パーマ、カラー、トリートメント

店舗名 St.Flora 美容室
住所 静岡市清水区岡町３－６ ロビーシティ１F
TEL 054-351-4155 URL

店舗名 フィオーレ田代
住所 静岡市清水区西高町1-17
TEL 054-352-7588 URL https://www.fiore-tashiro.com

その他 予約制で1名様ずつの対応としています

店舗PR等

当店はアットホームな美容室です。髪のツヤ・コ
シ・くせ毛等でお悩みの方は是非当店一押し
のLUSHトリートメントをお試しください。また美
容     利用  客   限  格安   
ルネイル施術をさせていただきます。コロナ対策
     一人様 利用  道具      
コール消毒をしております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 10

その他

店舗PR等

記念日      適  生花 取扱店   
今年 母 日 始        時    
影響により、製作済と予約のみの販売を店外
 特設     行 予定    自宅用 
花 用意      是非       従
業員もマスク着用をしており新型コロナウイルス
感染症予防に努めておりますので安心してお
越しください。

営業時間 9:30~18:30 定休日 木曜日
商品 生花小売



紹介営業店 大坪/月見 その他 11

営業時間 7:00 20:00 定休日 なし
商品 ガソリンスタンド

店舗名 出光 神田町SS 中山石油
住所 静岡市清水区神田町６－１
TEL 054-352-2548 URL

店舗名 美容室 Room-1
住所 静岡市清水区有東坂２－２７－１
TEL 054-347-7448 URL

その他

店舗PR等

静清信用金庫月見支店様   近     
ンスタンドを営んでおります。出光の看板が目
印        他 車検 対応     
    気軽  立 寄      給油  
ルフですが、コロナ対策として、給油ノズルのア
ルコール消毒は随時実施していますので、安
心   利用      

紹介営業店 大坪/月見 その他 12

その他 完全予約制

店舗PR等
アットホームなお店です。大きなお店が苦手な
方       落 着  雰囲気   完全
予約制  換気 都度      消毒等 
しっかりとコロナ対策をしております。

営業時間 9:30 19:30 定休日 月曜日、第3日曜日
商品 カット、カラー、パーマ、ストレートパーマ、トリートメント



紹介営業店 下野 その他 13

営業時間 9 00~17 00 定休日 土日休日
商品 飛沫感染防止フェイスシールド（大人用、子供用）

店舗名 富士ゴム産業
住所 静岡市清水区八坂北1丁目21-37
TEL 054-364-4416 URL www.fujigomu.co.jp

店舗名 Tabi（タビ）
住所 静岡市清水区谷田18-20
TEL 054-348-5357 URL https://tabi2.eshizuoka.jp/

その他

店舗PR等

医療従事者 接客業      人 対面 
る機会が多い方等、顔全体を覆えるウレタン
付 組立式         飛沫感染 防
止。（高透明PP0.3mm）1セット10枚
（大人用@200円、子供用@190円税
別）

紹介営業店 草薙 その他 14

その他 8/1より第二弾セール実施中。
詳しくは上記URLブログにて日々情報を発信中

店舗PR等

1991年 JR草薙駅前          2013年谷
田 移転 大人 女性              一人
お一人の悩みを丁寧にお聞きしながらコーディネイトを提
案           素敵 女性         気
持  大切              取 入    長
く愛用していただける商品を提供しています。コロナ対策と
して、アルコール消毒の実施、扉を開放して換気を実施、
入店制限を設け3密回避を徹底しております。

営業時間 10 00 19 30 定休日 毎週水曜日
商品 婦人服、小物（雑貨）



紹介営業店 草薙 その他 15

営業時間 10 00 16 00 定休日 水曜、日曜
商品 手作り布マスク 400円（税別）、婦人服、手作り小物 等

店舗名 ラブラブ
住所 静岡市清水区草薙1丁目15-3
TEL 054-346-1139 URL 無し

その他

店舗PR等

昭和57年 草薙駅前  店舗 構  地元
のお客様を中心に愛されたお店です。手作りの
バッグ 等の小物を取り揃えています。今回お客
様から多くの要望があって手作り布マスクの販
売 開始        一度足 運     
い。

紹介営業店 草薙 その他 16

営業時間 10 00 18 00 定休日 不定休
商品 花束、フラワーアレンジメント

店舗名 花勇
住所 静岡市清水区草薙1丁目7-1イチカワビル1F
TEL 054-348-9773 URL 無し

その他

店舗PR等
草薙駅前  平成5年 開業      客
様 要望 合            行   
ます。このような時期だからこそ家にお花を飾っ
てはいかがでしょうか。



店舗名 後藤紙店
住所 静岡市清水区草薙一里山4-3
TEL 054-345-6617 URL http://gokami.sakura.ne.jp

紹介営業店 草薙 その他 17

その他 なし

店舗PR等

草薙一里山 店 構  54年      文
具・事務用品・和紙・洋紙等の販売の他、印
刷・ゴム印・ラミネートなどの加工も致します。お
探し物がありましたら、お気軽にお声がけくださ

営業時間 9:00 19:00 定休日 日曜日
商品 文房具/事務用品/印刷/ゴム印加工サービス/大判印刷



店舗名 和漢薬局さかき自然館
住所 静岡市草薙一里山10-11
TEL 054-345-0005

(FAX 054-348-7365) URL http://www.kanpousakaki.com/

紹介営業店 草薙 その他 18

その他 なし

店舗PR等

平成3年 一里山 開業  漢方薬 主体
にした薬局です。体に安心で早く効く漢方薬
(煎 ) 薬草 扱      薬草茶 気軽 
飲    鼻    冷 性 皮膚      
どの相談からお客様に合った漢方と健康食品
  提案    

紹介営業店 渋川 その他 19

営業時間 10 00 17 00 定休日 日 祝(不定休)
商品 漢方薬/薬草/健康食品/自然化粧品

営業時間 9:00 15 00 定休日 月曜・第三日曜日
商品 カット、カラー、パーマ、美容一般

店舗名 美容室 ユニヴァース
住所 静岡市清水区吉川575-3
TEL 054-346-3607 URL

その他 駐車場2台完備

店舗PR等

業歴45年 老舗美容室       子様
   年配 方  幅広 客様 対応 可能
です。カット3000円、パーマ4500円より承りま
す。客席1席のため、ご来店前にご予約頂ける
と助かります。



紹介営業店 高部 その他 20

営業時間 9:00 18 00 定休日 火曜日
商品 生花販売

店舗名 フラワーサロン フルールさわ
住所 静岡市清水区押切62－1
TEL 054-348-2165 URL ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.kazkikaku.co.jp/

店舗名 絵本と手作りのお店 童家
住所 静岡市清水区押切1760
TEL 054-347-8470 URL https://warabeya.amebaownd.com

その他

店舗PR等

新型コロナウイルスの影響により外出自粛が続
く中、おうちの中で楽しめる盆栽で癒されません
  新感覚 手軽盆栽 BONSAI乙女  
大人気です。
是非 来店       

紹介営業店 高部 その他 21

その他 手作りの着せ替え人形、優しい手触りの布オモチャや小物

店舗PR等

外出自粛のおうち時間、お子様に心温まる絵
本の読み聞かせをして過ぎしませんか。数ある
絵本 中  年齢     絵本選   提
案・サポートします。家族みんなで楽しめるゲー
ムもあります。

営業時間 10:30 17:00 定休日 水曜日、日曜日
商品 絵本、手づくり人形、手づくり布オモチャ



紹介営業店 高部 その他 22

営業時間 10 00 17 00 定休日 月曜・日祝日
商品 手作りマスク・オリジナル雑貨・洋服

店舗名 手作り工房 FUJITA
住所 静岡市清水区押切792-10
TEL 054-347-6701 URL https://www/rakuten.co.jp/fujita-craft

店舗名 美容室 M2
住所 静岡市清水区梅ケ谷13-5
TEL 054-348-9666 URL http://m2.shizuoka-shop.com

その他   他 学童用品 取 揃      

店舗PR等

大人気の手作りマスク、様々な柄で取り揃え
ています。手作りならではのやさしさと温かさに
     店          販売  利用
ください。エスパルスドリームプラザ クラフトマー
ケットも営業中です。

紹介営業店 高部 その他 23

その他

店舗PR等

 客様 不安解消         毎日検
温を実施し、結果をボードにて公表していま
す。スタッフはマスク着用、お客様もマスク着用
しての施術可能です。安心してご来店くださ
い。

営業時間 定休日 月曜日・第3月火曜日
商品 カット・カラー・パーマ



店舗名 ヒーリングサロン和らぎ
住所 静岡市清水区船越3丁目１－５
TEL 054-352-5835 URL なし

紹介営業店 大坪/月見 その他 25

店舗名 CPサロン すみれ
住所 静岡市清水区北矢部町2丁目9-21    N103

営業時間 完全予約制 定休日 なし
商品 美容、ヘアシャンプー、フェイスマッサージ等
その他

店舗PR等

40年続    美容室 一旦閉       客様  
頂いた数々のお声に応えるべく、少人数完全予約制で
復活       
自宅 一室 改装     対策 万全 上 営業  
おります。美容に関しては、お客様の状態を把握し、お体
に一番ストレスがない施術をご提供させていただいておりま
す。予約は取りづらい状況になっておりますが、お気軽にご
連絡いただければと思います。宜しくお願い致します。

紹介営業店 大坪/月見 その他 24

TEL 054-352-6828 URL
営業時間 11 00 20 00 定休日 月曜日、第2、第4日曜日、祝祭日

商品 エステサロン,化粧品販売
その他

店舗PR等

丁寧なカウンセリングと確かな技術でお客様の
お肌の悩みをお聞きし、サロンに通ってよかった
と思っていただけるよう誠心誠意取り組んでい
ます。いつも笑顔でお帰りいただけるよう、おも
    心 大切 皆    待      
  化粧品 販売 行       



紹介営業店 大坪/月見 その他 26

店舗名 hair and healing RASA
住所 静岡市清水区有東坂263-1
TEL 054-348-5823 URL

営業時間 10:00~19:00 定休日 月曜、第1火曜、第3日曜・火曜
商品 カット、パーマ、カラー
その他

店舗PR等

美容院です。
カット、パーマ、カラー等にて心身ともにリフレッシュな
気分        
密を防ぐため事前の電話予約も承っております。新
型コロナウイルス感染症予防に努めておりますので
是非1度 来店         一同皆様  越 
を心よりお待ちしております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 27

店舗名 アトリエ・プレジール
住所 静岡市清水区入江3-2-4
TEL 054-365-4183 URL

営業時間 9:00~18:00 定休日 日曜、第1火曜、第3日曜
商品 美容院
その他

店舗PR等

店内     落 着  雰囲気    客
様それぞれの髪の悩みを解決し、気持ちもリフ
レッシュして頂ける様に接客を心がけておりま
す。感染症対策もしておりますので安心してご
来店下さい。



営業店名 大坪/月見 その他 28

店舗名 うさみ花店
住所 静岡市清水区追分3-4-3
TEL 054-366-5866 URL

営業時間 9:00 19:00 定休日 木曜日
商品 生花小売
その他

店舗PR等

記念日      適  生花 取扱店   
 自宅用 花 用意      是非     

店内もシーズンに合わせたイベント仕様のデザインや
レイアウトになっております。
従業員もマスク着用をしており新型コロナウイルス感
染症予防に努めておりますので安心してお越しくださ
い。

紹介営業店 大坪/月見 その他 29

店舗名 ファッション深澤
住所 静岡市清水区大坪2丁目10-19
TEL 054-346-7711 URL

営業時間 10:00~19:00 定休日 日曜、祝日
商品 婦人服等小売
その他

店舗PR等

業歴 長 歴史  洋服屋     女性向
  洋服 他         利便性抜群
な小物等も多数取り揃えております。
また店内も常時喚起しており新型コロナウイル
ス感染症予防に努めておりますので安心してお
越しください。



営業店名 大坪/月見 その他 30

店舗名 ワークショップイサミ
住所 静岡市清水区高橋南町4-9
TEL 054-270-6283 URL

営業時間 平日7:00~19:00
日曜10:00~18:00 定休日 土曜・祝日

商品 小売業
その他

店舗PR等

作業着 工具      近年流行    
いるカジュアル洋服や靴等を販売しています。
店内も常時喚起しており新型コロナウイルス感
染症予防に努めておりますので安心してお越し
ください。

営業店名 大坪/月見 その他 31

店舗名 茜工房
住所 静岡市清水区西高町2-3
TEL 054-351-0661 URL http://www.akanekoubou-co.jp/sp/

営業時間 10:00~18:00 定休日 月曜・第3日曜
商品 宝石販売 修理
その他

店舗PR等

指輪      等 宝石取扱店   
修理 承       誕生日 記念日 際 大
切 方  思 出 残       是非    

新型コロナウイルス感染症予防に努めておりますの
で安心してお越しください。



紹介営業店 大坪/月見 その他 32

店舗名 清野画荘
住所 静岡市清水区上清水町11-16
TEL 054-352-1177 URL

営業時間 10:00~18:00 定休日 火曜、水曜、第3日曜
商品 額縁、絵画、画材、デザイン用品
その他

店舗PR等

額縁専門店   創業30年       絵 写
真、思い出の品や宝物を額装して楽しい気分にな
             感染症    自宅 過
ごすことが増えたいま、新しい趣味の1つとして絵を
描               着用 喚起   
おり新型コロナウイルス感染症予防に努めております
  是非1度 来店     

紹介営業店 大坪/月見 その他 33

店舗名 美容室 Ａrt
住所 静岡市清水区青葉町3-6
TEL 054-353-5777 URL

営業時間 9:00~17:00 定休日 月曜日、第3日曜日
商品 カット、パーマ、カラー
その他

店舗PR等

明るくてアットホームな美容院です。
カット、パーマ、カラー等にてリフレッシュな気分になり

密を防ぐため事前の電話予約も承っております。マ
スク着用、喚起も定期的にしており新型コロナウイル
 感染症予防 努        是非1度 来
店ください。スタッフ一同・看板犬も皆様のお越しを
心よりお待ちしております。



店舗名 HairSalonTODA
住所 静岡市清水区上力町2-7
TEL 054-334-3821 URL https://ameblo.jp/hair-toda/

営業時間 9 00 19 00
（日曜 18 00  ） 定休日 月曜日

商品 カット カラー パーマ
その他

店舗PR等

店内  洒落 雰囲気       男女問
  幅広 層  客様  利用       
ます。カットは伸びてもバランスが崩れず持ちが
いいとご好評をいただいております。店にて心身
                    感染
症対策も徹底しておりますので安心してご来
店下さい。

紹介営業店 大坪/月見 その他 34

店舗名 Cover Girl
住所 静岡市清水区大沢町1-10
TEL 0543-351-0151 URL

営業時間 8:00 18:00 定休日 月曜日
第２火曜日 第３日曜日

商品 カット・カラー・パーマ・顔剃り・バリカンアート
その他 当店 理髪店内    感染症管理者 資格  

店舗PR等

メンズカットは手入れが楽で似合うスタイルに男
女問  幅広 年齢  客様 愛     
ンです。バリカンで模様を描くバリカンアートも
やっています。新型コロナウイルス感染症対策
にも取り組んでおりますので安心してお越しくだ
さい。

紹介営業店 大坪/月見 その他 35



営業時間 9:00~16:00 定休日 月曜日
商品 カット、パーマ、カラー
その他

店舗PR

永年皆様 愛            美容院 
す。カット、パーマ、カラー等にてリフレッシュな気分に
       密 防   事前 電話予約 承 
ております。マスク着用、喚起も定期的にしており新
型コロナウイルス感染症予防に努めておりますのでご
安心ください。。看板犬も皆様のお越しを心よりお
待ちしております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 37

店舗名 いしざき美容室
住所 静岡市清水区川原町16-22
TEL 054-352-9525 URL

営業時間 10:00~22:00 定休日 なし
商品 リラクゼーションマッサージ
その他 www.instagram.com/villa.shimizuutouzakaten

店舗PR等

全室完全個室制で毎回の消毒、換気等も併せて
コロナ対策を万全にした上で運営をしております。
密を避けるために新たに部屋数を増やしました。
ストレスで溢れかえったコロナ禍の日常を忘れられる
空間                        

紹介営業店 大坪/月見 その他 36

店舗名 アジアンリラクゼーション ヴィラ 清水有東坂店
住所 静岡市清水区有東坂1丁目248-21
TEL 054-346-8885 URL www.asian-relaxation-villa.com/salon/shimizu.html



営業時間 10:00 18:00 定休日 月曜日・木曜日
商品 各種贈答品
その他

店舗PR等
当社はシャデイとの特約店です。お歳暮・お中
元・結婚祝い等様々な贈答品のご用意をして
おります。コロナ対策として店内の換気を随時
行       是非   来店下   

紹介営業店 大坪/月見 その他 39

店舗名     鈴屋
住所 静岡市清水区大坪２－１－２６
TEL 054-346-2301 URL

営業時間 9:00~19:00 定休日 不定休
商品    販売 修理
その他

店舗PR等

昭和57年開業    販売 修理業者   
主 新車 中古               等 
店頭に並べております。主に店頭には125CC以下
     展示         修理    用品
販売、バイク買取りなどバイクのことならお任せ下さ
い。迅速な対応、購入後のアフターフォローも1つ1
 丁寧 行    心       

紹介営業店 大坪/月見 その他 38

店舗名 オートプロショップ安竹
住所 静岡市清水区岡町1-9
TEL 054-353-3705 URL



営業時間 9:00 19:00 定休日 水曜日
商品 電化製品 リフォーム 
その他

店舗PR等

家電     何   任  
購入  設置  全部当社 行       
コロナ対策にお勧めの空気清浄機能付エアコ
  加湿機等 取 揃          立
ち寄りください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 41

店舗名 プラザナカムラ
住所 静岡市清水区船越3丁目１４－８
TEL 054-351-0202 URL http://www.plazanakamura.com/

営業時間 9:00~
(お客様の都合に合わせて） 定休日 月・第３日曜

商品 カット カラー パーマ
その他

店舗PR等

お肌の強い人から弱い人まで、全てのお客様
が満足して頂ける美容院です。「日本弱酸性
美容協会」に所属しており、独自の美容法で
お客様のお肌を労りながら丁寧に施術しま

紹介営業店 大坪/月見 その他 40

店舗名 ビューティサロンしむら
住所 静岡市清水区神田町1-7
TEL 054-352-2511 URL



営業時間 10:00~17:00 定休日 不定休

商品 花類
その他

店舗PR等

昭和38年開業 生花販売店     永年
 経験   目利      客様     
花を提供させて頂いております。お誕生日・各
種お祝いやプレゼント、お悔やみ、お供え等の
お花の贈り物。ご用途に応じたフラワーギフト等
を、心を込めておつくりさせていただきます。

紹介営業店 大坪/月見 その他 43

店舗名 育根花店
住所 静岡市清水区向田町9-14
TEL 054-334-3616 URL

営業時間 9 00 18 00 定休日 土曜日・日曜日
商品      T    名刺     DM    等
その他

店舗PR等

価格仕上   自信   
印刷全般 任      1枚   少量印刷 1
万枚以上 大量印刷等一括  承       
   見積依頼 待           対策 
為メール、電話でのやり取り、ご要望等あればお申
し付けください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 42

店舗名 プリンティングササキ
住所 静岡市清水区上原2丁目５-10
TEL 054-345-6363 URL https://www.printing-sasaki.jp/company



営業時間 9:00 19:00 定休日 水曜日
商品     原付 自転車
その他

店舗PR等

昭和2年創業 老舗   店   
コロナ禍の移動手段で改めて注目を浴びている原
付 売      新車 原付 関      
現在          海外   輸入 物流遅
延により入手状況困難となっておりますので事前に
 連絡                立 寄   
さい。

紹介営業店 大坪/月見 その他 45

店舗名 小泉商会
住所 静岡市清水区有東坂2丁目２９４－１
TEL 054-345-0148 URL http://mm-koizumi.co.jp/guide.html

営業時間 8:30~17:15 定休日 日曜・祝日
商品 タイヤ全般
その他

店舗PR等

乗用車  大型車     修理 交換 
行      笑顔溢  従業員 元気一
杯 真心込  丁寧 対応         
ルス感染症対策も徹底しておりますので安心
してお越しください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 44

店舗名 久米タイヤサービス
住所 静岡市清水区南矢部564-1
TEL 054-352-1773 URL



営業時間 8:00 19:00 定休日 火曜日
商品 バイク
その他

店舗PR等

バイク好きが集うバイク屋です。ハーレーダビットソンを中心
   旧車 取扱           現在 新型   
   物流 遅延    禍 気分転換        
イク人気再燃による依頼受注が殺到しており、お時間を
いただいてしまう可能性がございます。1台1台丁寧に対
応           理解 程      願 致  
す。

紹介営業店 大坪/月見 その他 47

店舗名 田村モータース
住所 静岡市清水区半左衛門新田１５２－３
TEL 054-291-4432 URL

営業時間 8:00 19:00 定休日 日曜日
商品 寝装品全般
その他

店舗PR等

昭和7年 静岡市清水区（旧:清水市）  創
業した寝装品店です。生地や綿の質にこだわった当
店のオリジナル商品と豊富に取り揃えられた寝具の
中  自分 合  最高 快眠     見   
  老舗    店      禍 溜      
ス解消法の一つとして注目を浴びております。ぜひ
一度当店  立 寄      

紹介営業店 大坪/月見 その他 46

店舗名 成岡ふとん店
住所 静岡市清水区平川地６－７５
TEL 054-345-7624 URL https://d--member.com/sales/nariokafuton



営業時間 8:30 18:00 定休日 月曜日・第３日曜日

商品 カット・カラー・パーマ
その他

店舗PR等

清水区大沢町にある美容院です。特にカットではお
客様           決    持  良    
好評をいただいております。シャンプー等の物品の販
売 行           着用      消毒 
店内の除菌等コロナウイルス感染対応に努めており
ますので安心してお越しください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 48

店舗名 美容室 グロウスイック
住所 静岡市清水区大沢町16-12
TEL 054-353-0589 URL

紹介営業店 大坪/月見 その他 49

店舗名 スリー
住所 静岡市清水区西高町11-6
TEL 054-352-5868 URL https//www.three-first.com

営業時間 9:00 17:00 定休日 土曜日・日曜日・祝日
商品 各種コーティング剤及びクモストップ（忌避剤）
その他 フェイスガード

店舗PR等

当社は害虫忌避剤のクモストップを始めとしたコー
    剤     対策商品 販売 法人様 個
人様 行    先   今般 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ 抗
原検査    取 扱  始     金額 1箱
税込み3,500円となっております。詳細については
お電話いただければ誠心誠意対応いたします。よろ
しくお願いします。



紹介営業店 大坪/月見 その他 50

店舗名 若杉畳店
住所 静岡市清水区庄福町7-16
TEL 054-352-9510 URL http://www.big-advance.site/s/124/1371

営業時間 8:30~17:00 定休日 日曜日

商品 畳の張替え
その他 電話でのご相談受け付けております

店舗PR等

 畳 10年 目安              長持
ちさせることができます。畳の状態をみて、お客様に
ご希望に合った種類やデザインを相談承っておりま
  年々減    和室 畳        畳 
は消臭効果、ダニ防止をはじめ、お部屋の雰囲気
 合  豊富        魅力        
     利用     

紹介営業店 大坪/月見 その他 51

店舗名 理容馬場
住所 静岡市清水区河原町3-5
TEL 054-352-9036 URL

営業時間 8 00 18 00 定休日 月曜 第二火曜日 第三日曜
商品 カット、パーマ
その他

店舗PR等

地域 方々  長年愛     理容店   花
みずき通りにあり、一目でわかる看板が特徴です。
男性カットとパーマをやっております。新型コロナウイ
ルス感染症対策も徹底しておりますので、安心して
 利用     


