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声の広報をお届けしています
知り合いで希望される方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（p042ー421ー4545）へ
お問い合わせください

No.305
平成25年（2013）

5 1

第２弾

思い出スクリーン

㈲サウンドオフィス・コア ★
東町３－13－21－403
p042－421－7150

大好きなあの人や、ペット
の思い出を、要望に応えな
がらお気に入りの曲と共に
残すオリジナルDVDの製作

「西東京市からのお知らせ」
FM 西東京（84.2MHz）
❶午後0時45分～1時（月～日曜日）
❷午後8時～8時15分（月～金曜日）

平成
25年度25年度　　西東京市
一店逸品事業

No.327
平成26年（2014）

3 1
音声版「声の広報」も作成しています
「広報西東京」をデイジー版（CD－ROM）・テープ
版でご利用いただけます。詳しくは谷戸図書館
（p042ー421ー4545）へお問い合わせください。

　西東京商工会では、市と協力してモノやサービスなど個店独
自の「逸品」を確立し、入りたくなる店づくりへとつなげる一店
逸品事業を平成24年度よりスタートしました。
　第１弾は食品関係（加工した食品販売・飲食業）の逸品を認定
（現在45品の認定商品）し、紹介冊子やイベント出店などによ
り市内外にPRを実施しています。第２弾は平成25年10月～
12月に市内の物品販売業・サービス業・製造業・ものづくり
業などの商店・事業所を対象として、その店ならではの自慢の
逸品を募集しました（第１弾で対象とならなかった業種を募集
対象）。併せて一般消費者の声も取り入れられるよう、市民推
薦による逸品の受け付けも行いました。
　このたび、第２弾の認定商品が決定しましたのでご紹介します。
j西東京商工会（p042－424－3600）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

　認定された27の逸品の詳細は、
一店逸品事業専用kでご覧ください。
店主のこだわりの逸品の写真やコメ
ント、店舗情報をご覧いただけます。

～よいもの発見！逸品めぐり～

▲西東京市
　一店逸品事業
　シンボルマーク

【認定方法】
　商工会では、一店逸品事業運営委員会と選考委員
会を組織し、応募のあった店舗へ実際に訪問を行い、
応募された店主の熱意や意気込み、店舗の雰囲気な
どの選考を行いました。第２弾では、商品など「物」に
限らず、その店ならではの「サービス」やその店の持つ
専門的な「技術」も選考の対象とし、27品を逸品として
認定しました。

【今後の活動】
　西東京市一店逸品事業は、次年度以降も継続して実施していきます。
　第３弾では、再度、第１弾で募集した食品関係の店舗・事業所を対象として募
集を行う予定です。
　今回認定した逸品については、ご好評いただいた紹介冊子の作成や、イベント
出店などの盛り上げ策を運営委員会において企画し、西東京市の魅力ある地域
資源として市内外に発信していきます。さらに、一店逸品事業を通じて、将来的
には西東京市の逸品の確立を目指します。

サービスサービスサービス
部門部門部門

こだわり商品こだわり商品こだわり商品
販売部門販売部門販売部門

手づくり製作・手づくり製作・手づくり製作・
ものづくり業部門ものづくり業部門ものづくり業部門

認定商品が決定しました！

khttp://www.
ittenippin.com/

認定補聴器技能者
在籍店

きりん堂
田無町４－16－５
p042－451－8288

認定補聴器技能者が
親切丁寧に対応

ソムリエがお勧め
のお酒を選定

地方銘酒 つるや
田無町２－13－11
p042－468－1717

ソムリエのいる全国でも
まれな酒屋。シーンに合
ったお酒をお選びします。

スッキリアーム

㈱ホロブレイン
田無町４－９－９
p042－460－3240

高齢者や腰痛者の排泄
補助装置の製作。自立
排便をサポートします。

東京手描友禅
着物・帯

さとう友禅工房
泉町１－５－22－201
p042－469－2337

要望に沿いながら斬新
なデザインを製作

電子オルゴール

音楽の小箱
谷戸町３－27－24－206
p042－424－7233

オリジナルの電子
オルゴール製作販売

手づくり小物

手創りハウス松坂屋
田無町２－12－14
p042－461－0354

オリジナル小物の製作
販売。リメイクや修理
も受け付けています。

カラリアート

メーコー㈱ ★
柳沢２－19－15
p042－468－5111

独自の技術が詰まった、
多彩模様外装仕上げ塗
材（建物の外壁塗料）

サイレントピアノ
装置

ニッシンエレクトロ㈱
芝久保町４－４－32
p042－465－9321

通常のピアノをワンタッチ
でフィーリング、タッチそ
のままに消音ピアノに切
り替えることができます。

東京手描友禅
半衿

染色工房慶
けい
昂
こう

富士町６－６－３－305
p042－452－3455

着る人をいかに映えさ
せるかの観点で製作

革製品の製造販売

ワタナベ製作所
泉町４－１－12
p042－423－9521

安価な革製品小物の
製造販売

手づくりかばん

手創りかばん工房 クラクフ
保谷町３－10－16 
p042－461－0752

丁寧な裁縫と豊富なカ
ラーでファッション性、
耐久性のある手づくり
かばんを製作

日本画カード

㈲ルクール社
中町５－２－６
p042－423－7201

有名画家の書き下ろし
によるカード

藍染の雪駄

江戸履物 かん田 ★
東町２－16－23
p042－421－8625

市川団十郎が好んだ
絵柄「かまわぬ」に
よって作った雪駄

動画連動チラシ
　プリントDo

㈲オーロラ印刷
田無町６－４－13
p042－452－6331

見るものの心をぐっとつ
かむ、紙媒体の印刷物
から、WEB上の動画へ
連動させるチラシ製作

キッズカット

Rikaming
東町３－４－７
p042－422－0322

オーナーはカットの世
界チャンピオン！子供
のための空間づくりに
力を入れています。

味噲のことなら
何でもお任せ

㈲三又酒店
谷戸町２－10－５
p042－422－0102

どんな味噲がどんな料
理に合うかなど、活用
方法を教えます。味噲
の量り売りも自慢！

介護タクシー
サービス

三幸自動車㈱
向台町１－15－21
p042－461－2775

車椅子のまま乗れる介
護タクシーに取り組む
地元のタクシー会社

着物の
クリーニング

Goodないす末広屋
田無町２－15－６
p042－461－0364

着物丸洗い、洗い張り、
無地染め替え、しみ抜
きなど着物のクリーニ
ングはお任せください。

露天風呂付き
公衆浴場

ゆパウザひばり
谷戸町３－17－８
p042－421－6773

男女別の露天風呂を
持つ公衆浴場

家の錠前なら
何でもお任せ

いさみ屋金物店
ひばりが丘北４－４－18
p042－421－4121

防犯知識も豊富な街の鍵
屋さん。内閣総理大臣認
可『日本ロックセキュリ
ティ協同組合』の組合員

両眼視機能検査
による眼鏡調製

マイスターメガネ
保谷町３－12－15
p042－451－5335

市内で唯一SSS級認定
眼鏡士が在籍し、より
正確な両眼検査を実施

家作り学校

岡庭建設㈱
富士町１－13－11
p042－468－1166

家を建てたいと思った方
が家づくりのプロセスを
学べる学校！開校６年で
600人が学んでます。

ファインポート
レート

㈲ワタナベカラー
東町３－11－23
p042－423－3167 

自分が好きになる最高
の写真を撮影します。

布団修繕

㈲中屋寝具
富士町４－13－23
p042－461－7331

昔ながらの技法で布団
を修繕します。布団の
ことで困ったらご相談く
ださい。

畳を使った和モダン
な空間づくり

タタミショップ  新幸
西原町３－５－20
p042－469－6848

採光から材料の設定をし、
半畳ヘリなし畳で和モダ
ンな空間を提供します。

こだわりの街の
お米屋さん

㈱ひらまつ
栄町１－15－34
p042－421－5053

新潟米の産直販売にこ
だわり、おいしいお米を
提供。お米のことなら
何でもご相談ください。

★印は、市民推薦により参加




