
2020.4.6 掲載

テーマ
やらまいかブランド「刺子ク
ラッチポーチ」をストラップと
セットで限定特価で販売します

事業所名 Per Noi

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 通販対応可 最低注文数 1セットより

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料 無料, メール便となります

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 磯部千絵 E-mail isobechie@gmail.com

2020.4.3 掲載

テーマ
こんな時こそ、癒しや安らぎを
ご提供するドッグセラピーを体
験してみませんか！料金20%Off

事業所名
NPO法人日本アニマルセラピー協会
浜松本部

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 訪問サービス 最低注文数

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, 静岡県中部、愛知県西部

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 萩原　裕二 E-mail hagiyu68@yahoo.co.jp

『自宅・事業所までお届け 情報一覧』

090-4188-2828

2020年9月末

ドッグセラピー

当方ではワンちゃんのトレーニングも承っております。ドッグセラピーに限らず、ワンちゃんの
ことであれば何なりとお問い合わせください

犬舎　浜松市中区葵西２－１７－３０

不定

なし

2029年5月末まで

遠州織物グッズ、バッグ、小物

百貨店での出店、新規取り扱い商談が中止になりました。また、百貨店での売上も大幅に減り大
変苦しい状況です。在庫も余ってしまっているので、ストラップとセットで限定特価にて販売致
します。

浜松市中区幸

https://pernoi.amebaownd.com/

090-3456-0112

NEW!!



2020.4.3 掲載

テーマ
本格焼き鳥屋が提供する焼き鳥丼、
大人気親子丼！900円（税込み）×5
個から注文いただけます。

事業所名 酉泰別邸

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 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
900（税込み）×5個から承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区 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 山下　泰弘 E-mail
yasuhiro.02197339@gmail.c

om

2020.4.2 掲載

テーマ
浜松で栽培したオリーブオイル
はいかがですか？

事業所名 （福）天竜厚生会みのり

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本から承ります

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料
　２本以上購入の場合は、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 赤堀　有里 E-mail
minori@tennryuu-

kohseikai.or.jp

在庫が無くなり次第販売終了

オリーブオイル

地元のオリーブオイルをご賞味ください。メールにて問い合わせいただければ通信販売にも対応
させていただきます。

浜松市天竜区渡ケ島6-2

9：00～17：00（定休日　土、日曜日、祝日）

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/handicap/minori/index.html

2020年4月末まで・在庫が無くなり次第販売終了

弁当

前日までのご予約に限ります。

浜松市中区肴町313－13弁一ビル１F

11：30～14：00　17：00～23：00

https://toriyasu-bettei.owst.jp/

090-3158-3418

053-583-1191



2020.3.26 掲載

テーマ
魚が自慢、素材にこだわった特
製弁当を販売します！！

事業所名 逸品料理 八木

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 通販対応可, デリバリー対応可 最低注文数
1,000円（税込）×10個から
承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市内であれば、要相談
承ります。

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 八木　俊一郎 E-mail

2020.3.26 掲載

テーマ お菓子を食べて気分転換

事業所名
株式会社　カネキ（おかしのキャン
ディ）

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 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
１万円以上ご注文で市内配
送承ります。遠方の場合は
宅配使用

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

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 中村　亮一 E-mail
kanki-

kanda@email.plala.or.jp

期限なし

お菓子、駄菓子他

祭り中止は痛手です。毎年、多数の菓子袋詰めのご注文を頂いており、子供達には、祭り気分を
味わってもらいたいです。

浜松市中区葵西4丁目20-15

１０：００～１9：００（定休日　火曜日）

http://www.okashi-candy.com/

053-482-8688

期限はございませんので、ご相談ください

新鮮な魚を使ったお弁当（仕入れの関係もございますので、一度お電話にてご連絡ください）

和食の専門店が作るお弁当を楽しんでください！ご相談していただければ、営業日以外でも対応
いたします！

浜松市中区常磐町143-38

11:00~13:00,17:00~22:00(定休日：日曜、祝日)

053-454-9290



2020.3.26 掲載

テーマ
出世弁当ぶり天丼500円（税込）
にてご注文いただけます！

事業所名
株式会社こころ（てんぷらとぶり
UOTEN第一通り店）

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, デリバリー対応可 最低注文数 1個から受注可能

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, 浜松市南区対応可

送料
一部有料（詳細はHPを御覧く
ださい）

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山口裕司 E-mail contact@cocoro-inc.net

2020.3.23 掲載

テーマ
パワーフード・浜松餃子をご家
庭で・・3000円より配達致しま
す。

事業所名 餃子みや

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
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応
可, 通販は冷凍餃子のみです。

最低注文数
デリバリーは3000円より承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 発送は全国対応させていた
だきます（冷凍餃子のみ）

送料
浜松市中区はデリバリー無料、
その他地域は宅配にて対応し、
送料は有料となります

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 宮脇　由佳（ミヤワキ　ユカ） E-mail
miyamiya12miyamiya12@ya

hoo.co.jp

2020年３月末まで・在庫が無くなり次第終了

焼き餃子、冷凍餃子、冷凍にんにく餃子

和豚もちぶたと国産野菜で作ったこだわりの手作り餃子です。
冷凍餃子　20個入り→648円（税込）　冷凍にんにく餃子　20個入り→810円（税込）
焼き餃子　16個入り→928円（税込）　にんにく焼き餃子　16個入り→1166円（税込）

浜松市中区元浜町282-2

11：00～14：00

053-473-5733

予約受付：24時間（配達時間等詳細はHPへ）

https://www.cocoro-inc.net/

053-453-2655

無期限（予告なく終了する場合がございます）

ぶり天丼（テイクアウト/デリバリー）

出世魚・ぶりの、縁起のよいどんぶりを「500円」で、ご自宅で楽しめます。

〒430-0944 静岡県浜松市中区田町３２９−１２



2020.3.23 掲載

テーマ
【イベント自粛で大打撃！】コロナの今
だけ出演料5割引セール！！

事業所名 雅楽二重奏「菊理」

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 デリバリー対応可 最低注文数
通常10万円～が今だけ5万円～
（税別）

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 近藤　泰史 E-mail info@gagaku-kukuri.com

2020.3.23 掲載

テーマ
クラウンメロンカレー特別価格
販売

事業所名 ㈱メロー静岡 浜松店

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, 配送可 最低注文数 500（税込）×1

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

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 永田 新 E-mail
info@mero-

shizuoka.ecnet.jp

クラウンメロンを使用した唯一無二のオリジナルカレーです。現状では賞味期限まで十分時間が
ありますが、このままでは食品ロスの可能性もあるため、数量限定で格安販売しております。

浜松市東区篠ケ瀬町1178

10：00～17：00

http://mero-shizuoka.ecnet.jp

053-589-3056

在庫が無くなり次第終了

クラウンメロン・クラウンメロン加工品

090-2577-0958、0532-34-7150

24時間（早朝、深夜対応）
https://gagaku-kukuri.com

イベント自粛ムードが解消されるまで

「イベントパフォーマンス（雅楽生演奏、菊理舞）」大切なお客様のおもてなし・少人数の集ま
り・ホームパーティーなどに最適

「自粛疲れ」で癒されたい方や、そんな方の集まり、大切なお客様のおもてなしにヒーリング音
楽「雅楽」は最適です。

自粛ムードの中でも欠かす事が出来ない歓送迎会、新入社員歓迎会、懇親会などにもぜひご利用
ください。しっとりとした心落ち着く音楽は、周りの目を気にすることもありません。
50人位までの会に適しています。会場はホテル、レストラン、会議室、ご自宅等どこでもOK。
屋外でもOK。

豊橋市小向町北小向40-1-A201



2020.3.23 掲載

テーマ

「おうちでネックピロー　首の疲れをラ
クにする。」　テレビを見ながらリクラ
イニングチェアーやソファーでお使い頂
けます。

事業所名
ゴルフスクール・ティーケイ ・鍼灸
ＫＡＮＡＩ

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 最低注文数
どちらの商品も1個から承り
ます。

発送・デリバリー対応
エリア

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 金井隆尚 E-mail
golf-and-

harikyu.tk@docomo.ne.jp

2020.3.23 掲載

テーマ
グルテンフリー（小麦不使用）の《イタリア
ンちらし寿司》を特別販売いたします！
2500円（税別）×2個からご注文いただけます

事業所名 BRILLANTE IL SUZUKI

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, 一部お菓子やパン、商品
に限り発送も可能

最低注文数
2500円（税別）×2個から承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

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 鈴木　智紀 E-mail shop@brillantesuzuki.com

１０：００～１７：００（木曜定休）
http://neckluck.com

053-596-9896

特にございません

「首の疲れをラクにする、ネックラック」・「ネックラック、スマホ用」（送料無料）

東急ハンズ新宿店で1番人気のネックピローです。おうちでのリクライニングチェアーやソ
ファーでも快適にお使い頂けます。鍼灸師が開発した首の疲れをラクにする枕です。

浜松市南区新橋町６０１

053-596-9620

12:00〜23:00 （定休日　不定休）
https://brillantesuzuki.com/

2020年5月末まで

100%グルテンフリー（小麦不使用）専門店

イタリアンレストラン、お惣菜、オードブル、お菓子、米粉100%パン、陶器、籠など

まるたま市など肴町のイベントなどのみで限定販売している《イタリアンちらし寿司》を今回、
2個からご予約にてご注文を承ります。
店頭の自家製のグルテンフリーお菓子や米粉100%パンなどは発送も可能です。
美味しいグルテンフリー弁当、お菓子などをぜひこの機会にお召し上がりください。

静岡県浜松市中区肴町317-17メルカートビル1階



2020.3.19 掲載

テーマ

深さ115ｍの地下からくみあげた清らかな水で
活かし込み臭みをとりのぞき、関東風手法で
じっくり蒸し上げ、秘伝のたれで焼き上げた
国産鰻、　深蒸蒲焼75ｇ×3串　たれ山椒付き
送料込み7,580円

事業所名 ㈱うなぎ藤田浜松店

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 通販対応可 最低注文数
うなぎ藤田オンラインショップ
からご注文下さい。

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応ですが一部離島などお
届けできないエリア有。

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 藤田　将徳 E-mail info-fujita@unagifujita.net

2020.3.19 掲載

テーマ 浜松ぷりん

事業所名 （有）さかな家物産店

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 最低注文数 3個〜

発送・デリバリー対応
エリア

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 宮近　志人 E-mail info@hamamatsu-purin.com

10:00〜17:00(定休日　不定休）
https://hamamatsu-purin.com

053-525-7223

在庫が無くなり次第販売終了

産地直送、宅配便発送いたします。深蒸蒲焼、長蒲焼パック、うなぎ茶漬、う鮨、う
なぎ炊き込みご飯の素など。

在庫がなくなり次第終了

プリン

全国でも有数の花の産地浜松をイメージして、薔薇の花のように華やかな見た目のフラワープリ
ンをはじめ、季節になってわせて旬のプルーツを使ったプリンを楽しめます。

浜松市西区湖東町5652-1

うなぎ藤田で扱っているうなぎは、すべて安心できる国産うなぎ、清水にて活かし込み、臭みを
取り去り、余分な脂も少なくたれもあっさりしていますので女性の方でも最後までおいしくお召
し上がりいただけます。

浜松市中区高丘西3-52-16

http://www.unagifujita.net/

053-430-0606



2020.3.19 掲載

テーマ
アクリル製品（小物）１個から製作
いたします

事業所名 ハマヨシ産業

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
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対
応可

最低注文数
１個から（金額により送料
など発生いたします。）

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, 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 篠崎　靖之（しのざき　やすゆき） E-mail hamayoshi0126@gol.com

2020.3.19 掲載

テーマ
居酒屋ダイニングてんくうのイチオシ宴
会コースをそのままデリバリーします！
クラフトビールもご一緒に♪

事業所名 株式会社こころ

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, デリバリー対応可 最低注文数
注文金額10000円（税込）
からお承りします。

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 送料
無料, 遠隔地の個別対応の場
合、別途頂戴する場合がありま
す。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山口裕司 E-mail
marketing-

department@cocoro-inc.net

とくになし（予告なく終了する場合がございます）

オードブル、クラフトビール

053-464-1693

9：00～18：00（定休日　日曜日）
http://hamayoshi.hama-matsu.com

無期限

アクリル製ネームプレート、キーホルダー等

アクリルを使った製品を製作販売しております。まずはお問い合わせください。

浜松市中区茄子町355-1

お店と同じハイクオリティなメニューが自宅で手軽に楽しめます。県内で製造された特別なクラ
フトビールもご一緒にお楽しみ頂けるプランもご用意しております。

浜松市中区鍛冶町135－1　Ｂ－２ビル　B1F

10:00~18:00(予約受付時間)

https://www.cocoro-inc.net/

053-453-2655



2020.3.18 掲載

テーマ
ハウスクリーニング専門店(エアコ
ン、浴室、換気扇、窓など)エアコ
ン1台2000円引き

事業所名 おそうじ本舗浜松城北店

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
事前予約ご御自宅へ訪問してのサー
ビス

最低注文数
1ヶ所7000円から承りま
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
送料

相談、見積、カタログ請求、無
料です。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 川﨑　守 E-mail myhome@if-n.ne.jp

2020.3.18 掲載

テーマ

【お金の出張相談】ファイナンシャルプラン
ナーがご自宅、会社に伺います。時間のある
今こそ家計の見直しを！保険、住宅ローン、
クレジットカード活用、ポイ活などで家計を
強化。企業、自営業の方の資金繰り対策にも
対応。初回1時間無料。

事業所名 家計のサポートセンター

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 訪問以外にも来店による相談も可 最低注文数
初回1時間無料、以降1時間
あたり2000円（税別）

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, 浜松市浜北区、磐田市、湖西
市まで対応可

送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 鈴木大輔 E-mail daisuke.suz@gmail.com

8時から19時

http://www.osj-hj.com/

053-475-1180

2020年4月末まで

エアコン、浴室、換気扇、窓などのクリーニング

ハウスクリーニング専門店です、全国大会優秀賞受賞(計8回).お客様のお陰です、感謝です、お
客様に喜ばれるよう、さらに努力精進いたします。

浜松市中区萩丘4-3-9

053-453-6201

https://www.kakei-sc.jp/

無期限、前日までに予約が必要

ファイナンシャルプランナーによる個別相談、ライフプランニング、コンサルティング、個別セ
ミナー、法人・個人事業主の財務体質改善提案など。初回1時間無料、以降1時間あたり2000円
（税別）

各種セミナーなど中止が相次ぎ、「お金の情報」を学ぶ機会が極端に減っています。収入減とな
る方も多く、こういう時こそ家計の体質強化が必要。

浜松市中区西浅田１−５−１ミライファクトリー内



2020.3.18 掲載

テーマ 焼きたてパエリアを食卓で♪

事業所名 エルカミーノタマチ

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, デリバリー対応可 最低注文数
3500円(税抜)　以下は配達
料500円

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, デリバリーは店舗周辺
地域

送料
3500円(税抜)　以下は配達料
500円

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 中野 E-mail

2020.3.18 掲載

テーマ
当店名物！浜名湖うなぎの刺身を産
直お届けします！2980円（税込）×
1個から承ります。

事業所名 魚料理専門 魚魚一（とといち）

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 最低注文数
2980円（税込）×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 橋本さくら E-mail online-shop@totoichi.com

17:00～23:00（定休　日曜日）

http://www.totoichi.com/

053-458-6343

未定

スペイン料理のデリバリー、テイクアウト

無期限

魚料理専門店

「浜松パワーフード」を食べて元気になろう！

浜松市中区肴町318-28　ペッシェビル3階

イベリコ豚の生ハムや、スペインのピンチョス、煮込み料理やパエリアをご自宅でもお楽しみ下
さい。

浜松市中区田町325‐1　渥美ビル３F

平日17:00~24:00 金土祝前17:00~27:00　(定休日　日曜日）
https://elcamino.hamazo.tv/e8742660.html

053-457-1757



2020.3.18 掲載

テーマ

1個よりご注文承ります！
陳麻婆豆腐弁当 972円(税込）
【唐揚げ、山椒入り辣粉付き】
お電話にて御予約注文お待ちしています。

事業所名 (有)蘭天

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, 御予約注文の内容によりお届
け、ケイタリング可能な場合も御座いま
す。お電話にて確認下さい。

最低注文数
972円 (税込）1個より承り
ます。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 稲野 秀幸 E-mail

2020.3.17 掲載

テーマ

日本茶専門店　各種茶葉の店舗販売（ご家庭
から事業所様への市内配達・地方発送）
緑茶カテキンには抗ウイルス・免疫力アップ
効果あり　感染症予防の為にも急須で淹れた
お茶を毎日の習慣に！

事業所名 株式会社　まるい園茶舗

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
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対
応可

最低注文数

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

一部を除く市内無料。市外県
外・進物については別途送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 鈴木　勝彦 E-mail maruien@mug.biglobe.ne.jp

4月上旬

玉露・煎茶・ほうじ茶・玄米茶・抹茶など日本茶の販売　事業所・ご自宅への配達
サービス

053-435-4656

11:30～14:00 17:30～22:00(os21:00)水曜定休※祝日の場合営業有り※月1回連休有り
https://ranten.jp

販売予定数 にて終了予定。多忙時には承れない場合が御座います御了承下さい。

各種弁当、パーティーパック、当店アラカルトメニューよりお持ち帰り出来ます。
※メニューの中にはお持ち帰り出来ない物も御座います。
※メニューはホームページに掲載しています。

当店自慢の陳麻婆豆腐に人気の唐揚げを付けました。辛さと痺れが必要な方の為に当店オリジナ
ル麻辣粉(山椒入り辣粉)付き！
※その他 配達、ケイタリング等御予約注文の内容によりお受け出来る場合が御座います。

浜松市東区半田山4-41-1

砂山銀座サザンクロス商店街では毎月第1・3土曜日朝市10時~開催中
農水産物・雑貨・飲食など　出店者募集中　　問合せ　まるい園まで

浜松市中区砂山町357-22　サザンクロス商店街
9：00~18：30（定休日　日曜日）
https://www.maruienchaho.com

053-454-9145



2020.3.17 掲載

テーマ
有機栽培茶を販売しています。茶カテキ
ンで、自己免疫力を高め
ウィルスから身を守りましょう。

事業所名 日本農産株式会社

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, 近隣の場合はお届けいたします。

最低注文数
お届けの場合送料が掛かります
が、１本から承ります。

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 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 樽井　善美（タルイ　キヨミ） E-mail tarui@nihon-n.co.jp

2020.3.17 掲載

テーマ
時間があることをプラス（⁺）にし
よう！

事業所名 アオイ楽器店

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
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対
応可

最低注文数

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
送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 川上嘉将 E-mail aoi@aoigakki.jp

9：00～17：00（不定休）
http://www.nihon-n.co.jp/

053-436-1300

有機栽培　緑茶・烏龍茶・玄米茶・ほうじ茶・紅茶等

有機粉末茶でカテキンを摂取するのが効果的です。

浜松市北区根洗町240

２０２１年１２月末まで

コロナ終息まで

楽器販売、楽器修理、レッスン（来店型・出張型）

こんな時だから時間もある。その分、楽器の練習ができます。楽器演奏は認知症予防に効果があ
ると学会でも発表されており、脳の活性化にも企業や団体として取り入れることも。

浜松市中区上島５－１－１
１０：００～２４：００（利用状況によります：水曜定休）
https://www.aoigakki.jp/

053-475-3232



2020.3.17 掲載

テーマ
電話をかけるだけで面倒な洗濯を代
行します

事業所名 らくらく洗濯代行

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 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数

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
送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 作田　健二 E-mail info@rakurakulaundry.jp

2020.3.17 掲載

テーマ

浜松餃子専門店の本気の餃子を全国
発送いたします。
もちろん店舗でもお買い求めいただ
けます。

事業所名 うまいもん空海

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 最低注文数

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

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 大塲友樹 E-mail kuukai0624@na.commufa.jp

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kuukai1/

053-525-6969

在庫が無くなり次第終了

浜松餃子

催事、物産展の開催中止等で、冷凍餃子の在庫が凄い事になってます。
コロナ支援と伝えて頂ければ、10%引きさせていただきます。

静岡県浜松市東区有玉西町2417-9

コインランドリーを利用している方は、他の人が操作した洗濯機、乾燥機を操作する必要はあり
ません。更に洗って、乾かして、たたんでお返しするので手間いらずです。洗濯は電話をかける
だけで完了

浜松市中区西浅田1-5-15

8:00〜17:00（定休日　水曜日、日曜日）店舗の無人ロッカーで24時間受付引取可能
https://www.rakurakulaundry.jp

053-451-0034

集配送は中区、南区、西区、東区

家庭の一般的な洗濯物
事業で大量に使われているタオル等の洗濯物
羽毛布団や毛布等の大型洗濯物も対応しています

11:30～19:00 通販は24時間受付



2020.3.17 掲載

テーマ
【イベント自粛で激減】浜松市内ど
こでも出張本格バーベキュー致しま
す！

事業所名
アンドバーベキュー（静岡県BBQ協
会）

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 デリバリー対応可 最低注文数
数十人数～何百人数規模のバー
ベキュー機材や食材やプロス
タッフを派遣できます

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
送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 鳥居 克啓 E-mail shizuoka.barbecue@andbbq.jp

2020.3.17 掲載

テーマ
本格炊き立てパエリアをご自宅で！
エリア限定配達＆テイクアウト！

事業所名 エルカミーノ　佐鳴台本店　田町店

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, デリバリー対応可 最低注文数
デリバリーは3500円(税抜
き)未満は配達料500円

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区 送料
デリバリーは3500円(税抜
き)未満は配達料500円

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 伊藤　健太郎 E-mail
minori@tennryuu-

kohseikai.or.jp

デリバリーはエリア限定になります。各店舗にお問合せ下さい。テイクアウトもご用
意できます。

各種パエリア・イベリコ豚の生ハム・セルフピンチョスセット(前菜)・各種煮込み料理

053-428-2017

１０：００～１７：００
https://andbbq.jp/

ご自宅で本格的なパエリアをお召し上がりください。　近隣のデリバリー地区はパエ
リアは鉄鍋のままの配達も可能です。鍋は回収に伺います。

浜松市中区佐鳴台３－５４－４５

11:00-14:00 17:00-23:00 (定休日　月）

BBQシーズン終了まで

出張本格バーベキュー（企業様社内レクリエーションや団体様イベントなど）

https://elcamino.hamazo.tv/e8742664.html

053-440-7057

出張本格バーベキューイベントが立て続けに中止になり困っています。お花見や新入社員歓迎会
や決起大会など社内レクリエーションや団体様のイベントで是非ご活用ください！

浜松市北区都田町２８０５



2020.3.17 掲載

テーマ
工場直送！ハム・ベーコン・ソー
セージ等　ご自宅までお届けしま
す！

事業所名 浜松ハム㈱

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 最低注文数
浜松ハム楽天市場店よりご
注文ください。

発送・デリバリー対応
エリア

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 山本　貴士 E-mail hamaham@shop.rakuten.co.jp

https://www.rakuten.co.jp/hamaham/

053-438-1186

モモハムの切り落とし、ベーコンブロック、お得用ウインナー、ポークフランク　等

冷蔵・冷凍商品の同温度帯、同封可能商品を複数購入の場合は、2個目から1品につき税込
み価格より1000円引き致します。　例）スライスベーコンと厚切りベーコンを購入　2,160

円+2,980円‐1,000円（値引）＝4,140円　※異なる温度帯同士の場合は同封不可なので、
値引はありません。

浜松市北区東三方町178-2

在庫が無くなり次第販売終了
















