
2020.4.24 掲載

テーマ
縫製会社が作成した布マスクを
販売いたします！

事業所名 辻村縫製

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可 最低注文数
5000円以上購入で送料無料と
なります。

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料
お客様負担, 5000円以上購入で
送料無料となります。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 辻村　弘志 E-mail
toiawase@tsujimura-

sewing.com

2020.4.23 掲載

テーマ
マスク専用洗剤。蛍光増白剤・漂白
剤・香料を使わない中性洗剤です。
100回使えて600円！

事業所名 株式会社E・T・I

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
通販対応可, 事務所での販売も行ってお
ります。事前にご連絡ください。

最低注文数
1個　600円（税抜き）からご
注文いただけます。

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料
お客様負担, 350円　4つま
で、5個以上700円

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 杉山卓麻 E-mail info@doroyogore.com

★☆『マスク・薬剤情報』☆★

在庫が無くなり次第販売終了

布製マスク1,100円（税込）

ニューショップ浜松（浜松市中区田町229-13 KAGIYAビル102）、ニューショップ浜松　オンラ
インストア（https://newshop.stores.jp/）、辻村縫製（要予約：メールまたはFAXでお問い合わせ
下さい）で販売をしております。

辻村縫製：浜松市西区湖東町6046-4　ニューショップ浜松：浜松市中区田町229-13

KAGIYAビル102

辻村縫製：10：00-17：00（定休　土日祝日）、ニューショップ浜松：月・金・土・日
（祝日営業）11:30 - 19:30

https://newshop.stores.jp/

辻村縫製：053-489-3855　ニューショップ浜松：053-451-0855

原料欠品次第

053-424-9494

作業服に付いた油汚れを取る衣類専用洗剤の販売、野球のユニフォームや靴下に付いた泥汚れや
汗の臭いを取る泥汚れ専用洗剤、シャツの黄ばみを取るシャツ専用洗剤など、衣類の様々な汚れ
に特化した専用洗剤を販売

マスクは直接口にあたるから、洗いたいけどいつもの洗剤だとちょっと怖い・・・
こんなお客様の声から作りました【 マスクスッキリ洗剤 】。ぜひご活用ください。

浜松市中区新津町216-1

１０：００～１６：００（定休日、土、日、祝）

https://senzai-shop.com/?pid=149902904

NEW!!
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2020.4.17 掲載

テーマ
コロナウィルス対策 手作り布マス
ク 旅館のゆかた美杉堂 オリジナル
1枚￥500円～。

事業所名 株式会社 竹杉商事

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可 最低注文数 1枚500円からOKです。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市東区 送料 お客様負担

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 杉田 雅紀（スギタ マサキ） E-mail takesugi@takesugi.com

2020.4.16 掲載

テーマ
★浜名湖アオサ ライトグリーン 海
藻アオサ染めのおしゃれ布マスク★
販売始めました

事業所名
草木染め工房　ファブリック鈴
忠

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
1枚税込1,000円から購入可能
※お1人様5枚上のご購入はご遠
慮ください。

発送・デリバリー対応
エリア

発送・デリバリー対応不可 送料 発送・デリバリー対応不可

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 代表　鈴木忠和 E-mail suzucyu@cy.tnc.ne.jp

旅館のゆかた生地、遠州綿紬生地で作った布マスクです。大人用と子供用あり。

表生地は、様々な色・柄があります。内側は、2重ガーゼ生地を2枚重ねです。
手作りマスク制作キットも販売中です。

浜松市東区上西町3-4

9：00～17：00（定休日 土・日曜日）

https://www.takesugi.com/

053-465-3092

製作に関わる原材料がなくなるまで販売予定

布マスク

浜名湖の色 アオサライトグリーン 海藻アオサ染め 手作りおしゃれ布マスクの販売を始
めました。裏面は二重ガーゼ使用です。ぜひお買い求めください。

浜松市東区大島町634

10時～16時（平日のみ営業）

HPなし

０５３－４３４－４３４６

2020年7月末まで予定。在庫ない場合は受注生産。

旅館のゆかた・寝装品・旅館ホテル用繊維製品
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2020.4.9 掲載

テーマ

特殊清掃業の弊社が研究開発した業務用
抗ウイルス液剤5kgを一般家庭・事業所
等向けに13,000円(税込配送料込)販売さ
せていただきます。

事業所名 航大サービス株式会社

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 通販対応可, デリバリー対応可 最低注文数
5Kg　13,000円(税込送料込)×1個か

ら承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜松市

北区, 日本全国対応
送料 無料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 古谷　美穂 E-mail kohdai.service@gmail.com

2020.4.3 掲載

テーマ
和柄の布マスク、絶賛販売中で
す！！

事業所名 祭り用品なんでも扱い処　加茂江屋

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応可, 町

内会などのご注文の祭り用品に限り対応可。

現在マスクとステッカーは通販不可です。
最低注文数 1枚から店頭にて販売中

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜松市

北区, 日本全国対応, 発送は全国対応していま

す。 デリバリーは①浜松市内なら町内会等の

ご注文に限り可。②市外は店舗から半径

20Km程度、かつご注文内容によって異なり

ます。

送料
無料, お客様負担, ご注文内容に
よって異なります。

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 佐藤和宏 E-mail info@kamoeya.com

053-482-9824

浜松市中区和地山二丁目3-13

11:00～19:00（水曜日定休）
https://kamoeya.com

未定

半纏、手拭、被布コート、鯉口シャツ、地下足袋、岡足袋、雪駄、帯、手甲、木札や提灯、扇子
など既製品もオーダーメイドもお祭りに必要なもの何でもお任せください。

・鯉口シャツの端切れを使用した布マスクを￥300～販売しております。
ゴムや顔に当たる部分のガーゼが不足しており、少量ずつの生産となっています。
・浜松ゼコロナのステッカーはFB等で詳細をご覧下さい。

10時～20時(定休日　日曜日)

053-570-2958

特になし

新型コロナウイルスなどの消毒施工、特殊清掃、除菌、脱臭、抗ウイルス剤販売、特殊清掃薬剤
の販売、遺品整理、生前整理、片づけ、終活アドバイスなど

特殊清掃の現場で使用している弊社オリジナル業務用液剤の中で、最も使いやすい抗ウイルス液剤を一般販

売させていただくことになりました。

汎用性に優れ、抗ウイルス持続性があります。エビデンス(根拠)ございます。妊婦さんや乳幼児、ペット、

ご高齢の方でも安心してご使用できる人体に優しい液剤です。ウイルス予防にもご使用いただけます。開封

後5年間が使用期限となります。

浜松市西区入野町16410-9
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