
2020.4.22 掲載

テーマ
良い品どこよりもお値打ちに「おふ
とんの長谷川」は安心と品質本位

事業所名 おふとんの長谷川

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 無し

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 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL
電話番号
担当者名 大塚　直世 E-mail

2020.4.21 掲載

テーマ

お家であそぼう！おうちでできる楽
しみ方！ガンシューティング、モデ
ルガン組み立てキット、消耗品をご
自宅までお届けいたします。

事業所名
モデルガンショップチトセ（浜松手
裏剣道場）

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

デリバリー対応　5000円（税別）

以上の商品※　5000円以下につい

ては別途300円～800円にて対応い

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, 北
区、天竜区、浜松市近隣市町村について
はご相談ください。

送料
無料, ※5000円以下については
別途300円～800円にて対応い
たします。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 永田　頼弘 E-mail gunshop@titose.net

★☆『お得情報（飲食店除く）』☆★

ご自宅へのデリバリー対応は、店頭販売の臨時休業期間中のみ対応いたします。

モデルガン、エアガン、ガスガン、電動ガン、護身用品、忍者グッズ、忍者ダーツ（手裏剣ダー

ツ）、サバイバルグッズ、サバイバルゲーム用品、ガン消耗品など

新型コロナウイルスの感染拡大で、不要不急の外出を控えて自宅に籠りきりという方へ。自宅で
できる遊びや気分転換におすすめな、忍者ダーツやモデルガンの組立てキット、エアガンやガス
ガン、必要になった消耗品などをご自宅までお届けいたします。通信販売も受付中

静岡県浜松市中区千歳町76

11：00～21：00（定休日　水曜日）現在は店頭販売のみ臨時休業とさせていただいています。

https://gun-titose.shop-pro.jp/

053-452-8359

無し

＜取扱商品＞掛カバー/敷カバー/ナイティ/羽毛布団/手作り仕立布団・座布団/シルク布
団など
＜サービス＞羽毛リフォーム/布団丸洗い/オーダー枕
＜アドバイザー＞スリープマスター/ピローアドバイザー/羽毛布団診断士

欲しいものがなんでも揃う豊富な品揃え。しかもお値打ち価格で、専門店ならではの
厳しい目で選び抜いた高品質のものだけをみなさまへお届けします。

浜松市中区平田町90

10:00～18:30(定休日 水）

http://www015.upp.so-net.ne.jp/hasegawafuton/
053-455-1147

NEW!!

No.13

No.14

No.15



2020.4.20 掲載

テーマ
ハーモニカ1本からでも無料でお届
けします！

事業所名 昭和楽器製造株式会社

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
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対
応可

最低注文数 1本からでも承ります。

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 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 中澤　哲也 E-mail info@syowagakki.co.jp

2020.4.9 掲載

テーマ

【おうち工房手作りキット】手作りキットが
オンラインショップでお買い求めいただけま
す。
フォトデコフレーム　基本のセット　1650円
とか
フォトデコフレーム　カラーパーツ入り
1760円
ブレスレット(希望の誕生石選べます) 2200円

事業所名 おしゃれ工房ルーベラ

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
おひとつから承ります。(送料

別)

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 袴田久美子 E-mail info@ruber-hamanako.com

未定

ハーモニカ各種

こんな時期だからこそ、ハーモニカをどんどん練習しよう！やらまいかブランドに認定された

「ハーモニカ組立キット」で自分のオリジナルハーモニカも作れます！1本からでも無料でお届
けしますので、お気軽にご注文ください！

浜松市中区上島1-8-55

10：00～16：00（定休日　土日祝日）

http://www.syowagakki.co.jp/

053-471-4341

期限無し

手作りキット

浜名湖の体験工房ルーベラです。お店で提供している体験メニューのうち、人気でお
子さまから大人まで楽しんでいただける、フォトデコフレームとブレスレットをおう
ちでも楽しめるキットにしました。
巣ごもり生活を少しでも楽しく、少しでも笑顔に！お手伝いさせていただけたら幸い
です。
当店オンラインショップのほか、店頭でも販売いたします。お気軽にお問い合わせ下
さい。

浜松市西区舘山寺町1891

9:30〜18:00(定休日　木曜日)

https://www.ruber-hamanako.com/

053-487-0030 ／ 050-3396-2129

No.11

No.12

No.13



2020.4.9 掲載

テーマ

家康くんの焼印木札に、新型コロナウイ
ルスの感染に勝つ願いを込めました。価
格は１枚税込み１４３円、社名入りは１
００枚以上税込み１９８円＋送料です

事業所名 小楠鋳材店

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 最低注文数
１枚から、社名入りは１０
０枚から

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 小楠達司 E-mail ogusu@gb4.so-net.ne.jp

2020.4.5 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
通常定価4950円(税込)を3300(税込)
にて販売します。

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

新型コロナウイルスの感染が無くなるまで

鋳造材料販売業、各種焼印製造販売業

社名入れのご希望、枚数、価格、納期などについては、ご相談ください

浜松市中区鴨江4-15-31

出来るだけ毎日営業しています。

http://yakiin.biz/

090-3456-0112

https://pernoi.amebaownd.com/

053-452-2514

2020年6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。

ケースの色は三色、(白黒、若草色、ピンク)

浜松市中区幸
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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

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

なし

090-4188-2828

2020年9月末

ドッグセラピー

090-2577-0958、0532-34-7150

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

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

24時間（早朝、深夜対応）

https://gagaku-kukuri.com
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2020.3.19 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

2020.3.19 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

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

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

9：00～18：00（定休日　日曜日）

http://hamayoshi.hama-matsu.com

053-464-1693

１０：００～１７：００（木曜定休）

http://neckluck.com

053-596-9896

無期限

アクリル製ネームプレート、キーホルダー等

No.6
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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1000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
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

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年6月末まで

エアコン、浴室、換気扇、窓などのクリーニング
浴室追い焚き配管除菌クリーニング

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

8時から19時

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

053-475-1180

無期限、前日までに予約が必要

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

053-453-6201
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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

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

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

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

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

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）

No.1

No.2

No.3



2020.3.16 掲載

テーマ
総支払合計から5%引き（新規のお客
様に限る）

事業所名 祭用品 きぬや

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

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〜

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 鈴木 豪 E-mail kinuya.maturi@gmail.com

http://www.kinuya-youkoso.com

053-471-5810

令和弐年 六月末まで

印半纏 長手甲 股引腹掛 旗 のぼり旗 祭用品一式

令和弐年九月以降のお祭りの方（来年の凧の方もOK）で新規のお客様に限り、型代なども
含めた総支払合計から5%を値引き致します。

浜松市中区山下町24-1

14:00〜19:00（不定休）

No.1




