




















































 Index（静岡市葵区　飲食ー洋食）

店舗名 紹介営業店

1. CROSSROADS（クロスロード） 本店営業部

2. O'SSAN Bistro tonton 本店営業部

3. トラットリアDai 本店営業部

4. ロティサリーアンドゥ 横内

5. DINING BAR STANDOUT by RUMOR 番町

6. BEER GARAGE（ビア ガラージ） 片羽

7. 旬輝(しゅんき) 片羽

8. コマトラ 駒形

9. ステーキハウス　ろーすとらんぷ 駒形

10. 花咲 駒形

11. Chevy's steak 研屋町

12. cafeteria PARICA 研屋町

13. ステーキハウス　カウボーイ 研屋町

14. ローストビーフの店　DON幸庵 研屋町

15. THE SIX 登呂/中田

16. Steppin Caf 沓谷

17. アジア洋食厨房 沓谷

18. いつものところ 沓谷

19. め・まんま 瀬名

20. Di　PUNTO 草薙

21. ビストロザファーム 本店営業部

22. ワイン＆ダイニングLa Fillette 本店営業部



住所 静岡市葵区紺屋町3-10（中島屋グランドホテル内）

TEL 054-253-1151 URL https://www.sn-hotels.com/sgh/

紹介営業店 本店営業部 飲食　洋食　1

店舗名 CROSSROADS（クロスロード）

その他

店舗PR等

     貴女  褒美      
①ライブキッチン②パティスリー③サービス④感染予防対策を新
たなコンセプトとして8月8日（土）より営業を再開しました。日
常 我慢 努力  解放     時   選  頂     
   目指    定休日 営業時間等 変更   場合  
ざいますので、詳細は当社のホームページをご確認下さい。
   予約 便利   

紹介営業店 本店営業部 飲食　洋食　2

営業時間
      11:30 14:30（火 日祝日）
      14:00 16:30（金土日祝日）
      17:00 20:30（金土日祝日）

定休日 月曜日

商品 ランチブッフェ・スウィーツブッフェ・ディナーブッフェ

営業時間 （昼）11:30 （水 土日祝日  ）
（夜）16:00 23:00 定休日 月曜日

商品        900円      900円       1人様900円 （全 税込）

店舗名 O'SSAN Bistro tonton

住所 静岡市葵区紺屋町6-6 光久紺屋町ビル2F

TEL 054-255-8377 URL Facebook Ossan bistro tonton
Instagram ossan_shizuoka

その他 店内飲食はもちろん、テイクアウトも承っております。

店舗PR等

店内衛生、席の分散に取り組みながら、スタッ
フも少数精鋭で対応させていただきます。



店舗名 トラットリアDai

住所 静岡市葵区伝馬町23-2

TEL 054-689-5175 URL https://dai.owst.jp

紹介営業店 本店営業部 飲食　洋食　3

その他 ランチ

店舗PR等

平成29年       隠 家的      
トランです。無農薬野菜や、駿河湾の鮮魚な
ど、地元の食材をふんだんに使用しています。
是非ご堪能ください。

紹介営業店 横内 飲食　洋食　4

営業時間 11:30 14:00
17:00 23:00

定休日 火曜日

商品 洋食他850円 1780円

営業時間 11:30 14:30
18:00 22:00 定休日 月曜日

商品     料理店

店舗名 ロティサリーアンドゥ

住所 静岡市葵区鷹匠1丁目10-10 シャンビア鷹匠1F

TEL 054-260-6322 URL https://undeux-shizuoka.owst.jp

その他

店舗PR等

鷹匠 住宅街         店 
     徒歩3分程度 手頃 値
段    料理 品数 多  美味 
満足度高   間違        
可。是非お電話下さい。



紹介営業店 番町 飲食　洋食　5

営業時間
  11:30-14:30(月-金)
  18:00-25:00(月-金)
　　18:00-25:00(土日祝)

定休日 火曜日

商品                (食 放題)          (詰 放題)
ガーリックステーキライス、ケバブライス、ステーキ等

店舗名 DINING BAR STANDOUT by RUMOR

住所 静岡市葵区両替町2丁目1-15　ガルボビル1F、2F

TEL 054-255-2290 URL www.standoutshizuoka.jp

店舗名 BEER GARAGE（ビア ガラージ）

住所 静岡市葵区宮ケ崎町30

TEL 054-294-8911 URL https://aoi-beergarage.com/

その他

店舗PR等

10年移動販売 都内 間借      店
を経て3/20に満を持してSTANDOUTをオー
プン。自慢のカレーを食べ放題にて提供。夜は
ＵＳ        筆頭  酒 合 料理 
提供しております。テイクアウトでの販売もして
       近   立 寄  際  是非 
利用     

紹介営業店 片羽 飲食　洋食　6

その他 テイクアウト可

店舗PR等

【こだわりのクラフトビールと牛100％のチーズ
バーガーの店】クラフトビール醸造所「AOI
BREWING 隣接 ﾋﾞｱﾊﾞｰ     度新 
にテイクアウトでの提供を始めました。お気軽に
 問合   来店頂    思    

営業時間 月 水 金 17時 24時
土 日 祝 12時 24時 定休日 火曜日

商品 チーズバーガー900円　フライドポテト300円　他



紹介営業店 片羽 飲食　洋食　7

営業時間 11:30 14:30
18:00 22:00 定休日 火曜日

商品 BENTO（お弁当）
                 自宅  2,500円（税別 予約制）

店舗名 旬輝(しゅんき)

住所 静岡市葵区大岩１－６－４８

TEL 054-297-3897 URL http://www.shun-ki.jp

その他 「旬輝」は、静岡市葵区大岩にある隠れ家フレンチレストランです。新型コロナウィルスの影響もあり、「BENTO」
 販売           日韓W杯    代表    料理 担当     

店舗PR等
一品一品レストランと同じクオリティーで旬の食
材で彩る本格フレンチのお弁当。

紹介営業店 駒形 飲食　洋食　8

営業時間 11:30~14:00
17:00~23:00 定休日 不定休

商品 洋食全般

店舗名 コマトラ

住所 静岡市葵区駒形通2丁目2-1

TEL 054-252-1730 URL

その他 テイクアウト可能

店舗PR等

平成22年 駒形通沿        10年 
地元密着で営業しております。洋食をメイン
に、皆が気軽に食事ができる空間を提供しよう
と日々頑張っております。コロナ対策も万全で
す。ピザ等のテイクアウトもやっております。
是非  来店     



店舗名 ステーキハウス　ろーすとらんぷ

住所 静岡市葵区川辺町2丁目２－３センチュリーするが１F

TEL 054-272-2209 URL ｈttps://takeout-shizuoka.com/rosutolamp

紹介営業店 駒形 飲食　洋食　9

その他 Facebook Twitter 日替  弁当     弁当等 情報         

店舗PR等

路地裏 小      屋     平日  
昼は日替わり弁当を350円から販売していま
す。夜のお弁当では「和牛入りハンバーグ弁
当」1,200円や「ステーキ丼」860円が大人気
   

紹介営業店 駒形 飲食　洋食　10

営業時間
11:30 14 00

（土日祝 12 00開始）
17 30 23 00

定休日 不定休

商品 ステーキ、ハンバーグ、日替わり弁当

営業時間 12:00~14:00
18:00~22:30 定休日 不定休

商品 日本料理

店舗名 花咲

住所 静岡市葵区人宿町2-4-20

TEL 054-266-3184 URL http://hanasaki.blue/

その他

店舗PR等

人宿町にてお客様が嬉しい気持ちになるような
優  料理 提供              
                 自宅 美味
  料理 食  少   明  気持    
       思    是非 気軽 御利用
下さい。



店舗名 Chevy's steak

住所 静岡市葵区紺屋町14-1　エスポワールビル1F

TEL 054-252-0977 URL

紹介営業店 研屋町 飲食　洋食　11

その他 T.O 11:30 13:30/17:00 20:00

店舗PR等

ランチメニューをそのままテイクアウト対応いたし
   肉 熟知  店主 肉     調理 
て提供させていただきます。肉好きの方に満足
していただけるよう、グラムも選べるようになって
       肉 食  力    下   

紹介営業店 研屋町 飲食　洋食　12

営業時間 11:30 13:30
17:00 22:00 定休日 火曜日

商品        1,300円          1,000円  他

営業時間 10:00 19:00 定休日 月・第3日曜日

商品 日替        1,200円     400円      450円 

店舗名 cafeteria PARICA

住所 静岡市葵区安西5-85

TEL 054-273-2664 URL http://www.parica1976.com

その他 テイクアウト　お弁当1,200円、おかずセット600円、ごはん150円、スープ200円(税抜)

店舗PR等

野菜たっぷり栄養たっぷり体に優しいごはんを、
野菜     作      立 寄     
ような昔ながらのお店で、スタッフの笑顔と元気
で皆さまをお待ちしております。



店舗名 ステーキハウス　カウボーイ

住所 静岡市葵区金座町１番地

TEL 054-251-1774 URL

紹介営業店 研屋町 飲食　洋食　13

その他 ディナーのみテイクアウト、通常価格より200円OFF

店舗PR等

創業30年 老舗 厳選  食材      
ルな価格で提供しております。カウボーイステー
  2,400円         3,500円  
        2,200円          
  1,300円 

紹介営業店 研屋町 飲食　洋食　14

営業時間 11:30 14 00
17 00 21 00 定休日 水曜日

商品           弁当 1,100円 （      異    ）

営業時間 11:30 14 00
土日17 30 20 00 定休日 日・祭日

商品 合挽ハンバーグ弁当、ステーキ丼　等

店舗名 ローストビーフの店　DON幸庵

住所 静岡市葵区馬場町106

TEL 054-251-7002 URL donkoan.com

その他 ローストビーフのTake out出来ます。

店舗PR等

20種類のオリジナルスパイスで焼き上げたロー
ストビーフのレストランです。店頭にていろんなお
肉料理 販売         立 寄   
ださい。お電話でも注文承っております。



店舗名 THE SIX

住所 静岡市葵区御幸町4-6 デンビル２階

TEL 054-204-4888 URL

紹介営業店 登呂/中田 飲食　洋食　15

その他 ご注文数の合計が5個以上から配達可（当日納品分はAM10:00まで)

店舗PR等

2019年7月 静岡市街中 清水   
ルスサポートのスポーツバー・ダイニングとし
てオープン。本格フレンチシェフによる洋食
      150         臨場感 
ある映像・スポーツ観戦をして頂けます。

紹介営業店 沓谷 飲食　洋食　16

営業時間 11 00 15 00
17 00 23 00 定休日 月曜日

商品 Lunch box(A) \500、Lunch box(B) \1,000

営業時間 8:00~21:00 定休日 木曜日(ラストオーダー20:00迄)

商品 地産地消にこだわった手作りハンバーガー専門店

店舗名 Steppin Caf 

住所 静岡市葵区千代田3-11-22

TEL 054-248-1803(千代田) URL http://www.steppin.jp/

その他 道 駅富士川楽座(8:00~18:00 9月末迄営業)         (10:00 ~19:00※土日祝20:00)
キッチンカー　にて販売。HPのｽｹｼﾞｭｰﾙをご確認下さい!!

店舗PR等

店主が国内外、様々な旅先で色々なハン
バーガーを食べ、自分の味を表現したくなり、
最高のハンバーガーに辿り着く!!【バンズ】無添
加で全て手作り。【野菜】地場野菜を使用。
今までに食べたことのない、美味しさ!!を是非ご
賞味下さい。【ｺﾛﾅ対策】・アルコール消毒設
置・小まめに喚起・席の間隔を1m以上あけて
います。



紹介営業店 沓谷 飲食　洋食　17

営業時間 11:30 14:00
17:30 22:30 定休日 毎週木曜日

商品 洋食 東南   料理

店舗名 アジア洋食厨房

住所 静岡市葵区千代田7丁目2-24

TEL 054-263-7255 URL

その他 テイクアウト対応可能です。

店舗PR等

フレンチ出身のシェフがアジアにある洋食店
       作 創作料理  旬 野菜
がたっぷり。ご家族で楽しめるセットメニュー
  晩酌     一品料理   自慢 
 料理 各種 用意      

紹介営業店 沓谷 飲食　洋食　18

営業時間 9:00~21:00 定休日   （年中無休）

商品 洋食

企業名 いつものところ

住所 静岡市葵区城北50－1

TEL 054-247-1617 URL

その他 お持ち帰り用に「カツサンド(900円)」のほか、「特製ハンバーグ弁当(1,000円)」もはじめました。
（※カツサンドは前日までに予約をお願いします。）

企業PR等

   歴55年       静岡初 鉄板    
店 立 上  経歴 持  肉 洋食 達人 創
業時から続く看板メニュー「石焼ハンバーグ(1,300
円)  彩  野菜 卵      石焼鍋     
つぐつ。よくかき混ぜて食べていただくスタイルで、他
店にはない味わいです。その他にも、A5ランクステー
キ、ビーフシチュー(1,900円)、煮込みハンバーグ
(1,300円)など、どれも絶品です。



営業時間 11:00 20 00 定休日 年中無休

商品 パスタ、ピザ等（テイクアウト）

その他 営業時間 変更   場合      詳   各店  問 合  下   

店舗PR等

ワインの酒場「Di  PUNTO」が、テイクアウトを
始めました。パスタ、ピザ等を用意し、皆さまの
ご来店を心よりお待ちしております。是非ご賞
味下さい。

紹介営業店 草薙 飲食　洋食　20

店舗名 Di　PUNTO

住所 静岡市葵区呉服町2-9-6 辰巳  1F

TEL 054-252-1009 URL www.talk-in.co.jp

店舗名 め・まんま

住所 静岡市葵区瀬名４丁目9-1

TEL 054-264-2341 URL https://ameba.jp/memanma/

紹介営業店 瀬名 飲食　洋食　19

その他

店舗PR等

上腕のシェフが作るフレンチお弁当をぜひご堪
能ください。完全予約制のテイクアウト弁当。お
昼と夜両方やっていますが、予約はAM10:00
 12:00 間             弁当
（パン付き）　1,100円（税抜き）、鶏のこ
んがり焼き（パン付き）1,200円（税抜き）
※ライスではなくパンのセットとなります。

営業時間 10:00~12:00 定休日 水曜日

商品 テイクアウトお弁当



営業時間 11:00 19:00 定休日 日曜日

商品 テイクアウト弁当、オードブル、ローストビーフ

その他 ・お引渡し2時間前までの予約でご用意致します。
           自宅用商品 販売 行       

店舗PR等

テイクアウト弁当
キーマカレー800円
日替わり弁当1,000円
キッシュBOX800円
オードブル盛り合わせ             ・　　ローストビーフ
S   (１ 2名様)2,500円 200g 2,800円
M   (3 4名様)4,500円 400g 5,000円
L   (５ ６名様)7,000円 600g 7,500円

※全て税込み価格です。

紹介営業店 本店営業部 飲食　洋食　21

店舗名 ビストロザファーム

住所 静岡市葵区紺屋町12-8　三晃社ビル１F

TEL 054-221-5250 URL http://bistro-the-farm.stores.jp/

紹介営業店 本店営業部 飲食　洋食　22

店舗名 ワイン＆ダイニングLa Fillette(ラフィエット)

住所 静岡市葵区七間町16-3　SOZOSYAテラス2Ｂ

TEL 054-251-6018 URL http://la-fillette.net

営業時間 17:30 24:00 定休日 日曜日

商品 ワインバー

その他

店舗PR等

ワインセラーには、フランスワインを中心におよそ150
種類 収納           相性     料
理      地方  惣菜          楽
しめます。お手頃なワインから揃えているので気軽に
ご来店ください。テイクアウトも可能です。また換気、
手指の消毒、席の間隔を空けるなどの感染対策を
しており、安心して食事できる環境に努めておりま
す。



  Index（静岡市葵区　飲食ーその他）

店舗名 紹介営業店

1. hugco ee両替町店、hugco ee紺屋町店　 本店営業部

2. お弁当・お惣菜のさいとう 本店営業部

3. 旬菜酒房　わいも 本店営業部

4. 川しん 本店営業部

5. ふかざわフルーツ 安東

6. もぐもぐキッチン 安東

7. モンパルナス 安東

8. 安東米店 安東

9. 大やきいも 安東

10. 辰金 安東

11. 梅の家 安東

12. 珈琲工房すがの 安東

13. Monmouth Tea 静岡店 横内

14. すでに富士山超えてます 横内

15.  茶 勝山園 横内

16. 村松克ちゃん 横内

17. Izakaya　蔵屋 番町

18.           番町

19. 和風喫茶    番町

20. おくにらーめん 番町

21. コーヒー乃川島　本通り店 番町

22. ながしま倶楽部 番町

23. ブランジェール 番町

24. フレッシュとくだ 番町

25. 紅光 番町

26. 米のはなむら　田町店 番町

27. 片山米店 番町

28. マルカイ　呉服町店 用宗/用宗駅前

29. うさぎや精肉店 片羽

30. 加藤源太郎商店 片羽

31. 金泉軒 片羽

32. 手羽先のおおむら 片羽

33. 製茶問屋    茶園 片羽

34. 竹沢製茶 片羽

35. 望月昇米穀店 片羽

36. 茗広茶業 片羽

37. Quatre　Fr res Kojima(小島屋) 駒形

38. カネタツ 駒形

39. サンフルーツもちづき 駒形

40. 永田精肉店 駒形



41. 酒のとみた屋 駒形

42. 鮮魚日の出 駒形

43. 鳥治商店 駒形

44. 泰兵衛 馬渕

45. カフェ　奏楽遊楽　（ソラユラ） 研屋町

46. 三笑亭本店 研屋町

47. 斉藤精肉店 研屋町

48. 第2美濃屋 研屋町

49. 炭焼 串処    研屋町

50. 地鶏料理 椛 研屋町

51. 日々ブロート 研屋町

52. 日本酒酒場　萬惣屋 研屋町

53. お好み焼き　あずさ 沓谷

54. カフェ　ブルーセ 沓谷

55. ともぞう 沓谷

56. とりめしや 沓谷

57. 勝山茶本舗 沓谷

58. 松楽 沓谷

59. 焼きたてパンの店　アプリコット 沓谷

60. ぱんだぱん 沓谷

61. 大晃 沓谷

62. 餃子の店　福みつ 沓谷

63. TROTIX(トゥロティクス) 城北

64. うちだ惣菜店 城北

65. シズオカミート 城北

66. やきとり大吉　唐瀬通り店 城北

67. 手    店   見 城北

68. 鳥仙珈琲 瀬名

69. 鈴木鮮魚店 瀬名

70. Happy kitchen 伝馬町新田/安倍口

71. わさびの門前 伝馬町新田/安倍口

72. 海野農園 伝馬町新田/安倍口

73. 本山製茶株式会社 伝馬町新田/安倍口

74. 味幸支店 伝馬町新田/安倍口

75. ぽん酒とアテ　らく 丸子/向敷地

76. 梅の家本店 駒形

77. 焼肉ふみた　徳市 登呂/中田

78. 鳥藤 登呂/中田

79. 清六家 静岡両替町店 西脇

80. モンテローザ 横内

81. ピーターパン 高松

82. 工場 北清食品 伊勢丹   一番 下野

83. 小だるま亭 本店営業部



84. ふかざわフルーツ 安東

85. 安東米店 安東

86. 大やきいも 安東

87. 珈琲工房すがの 安東

88.   国料理          八幡

89. かき氷カフェ　chuan 大里

90. 八剣伝　南瀬名店 瀬名

91. 居酒家そら 本店営業部

92. たけい 本店営業部

93. たぬき　昭和町本店 本店営業部

94. 五色雲 本店営業部

95. 羅府 本店営業部

96. Goood 本店営業部

97. TK SEED 本店営業部

98. 常磐酒郭　あかふくろう 本店営業部

99. おかずやmaspi 本店営業部



お弁当各種

その他 6個以上配達可

店舗PR等

静岡で一番おいしいと評判のお店です。創業
以来37年      客様 喜  召 上
          努力  参     一 
一   惣菜  日本 食文化 伝統   母
の味」をテーマに真心を込めて作り上げておりま
す。

両替町店12時 20時
紺屋町店7時 20時

紹介営業店 本店営業部

その他                              求   各店舗            OK 

店舗PR等

スペシャルティコーヒーを専門に扱うコーヒーショップ
「hugco ee」です。おすすめのフレンチプレスコー
ヒーからアレンジコーヒーまで様々なドリンクと、週替
             手作     天然酵母
を使用したこだわりベーグル等のフードを提供してい
      賞味      （尚 営業時間  
   状況 応  変更         了承下
さい）

営業時間 定休日 年中無休

商品 ドリンクカード他オリジナル商品多数

URL https://hugcoffee.co

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　1

店舗名 hugco ee両替町店、hugco ee紺屋町店　

住所 静岡市葵区両替町1丁目3-9わかさビル1Ｆ、葵区紺屋町11-1

TEL 054-260-7578

店舗名 お弁当・お惣菜のさいとう

住所 静岡市葵区横田町1-16

飲食　その他　2

TEL 054-252-0829 URL obentonosaito.com

営業時間 10 00~20 00 定休日 定休日無し

商品



紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　3

店舗名 旬菜酒房　わいも

その他

店舗PR等

昼 定食      夜 魚 駿河   料理
がおいしい居酒屋です。新型コロナウイルスの
影響            始       
宜しくお願いします。事前にお電話でご注文頂
         渡         協力 
願いします。

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　4

営業時間 11:00 13:00
17:30 22:30 定休日 日曜日

商品 日替わり丼920円（税込）、天然マグロ丼・ローストポーク丼・鳥の唐揚げ弁当770円（税込）

住所 静岡市葵区七間町8-25

TEL 054-254-2811 URL

その他

店舗PR等

       行列    人気    店 
す。定番の「みそラーメン」は細麺に味噌ダレで
細切               入    
一番人気。川しんオリジナルの「マーボーラーメ
   程  辛  丁度良 飲     最高
   今回 職場  自宅 川   味 楽
しめるよう、テイクアウトメニューを始めました。ぜ
ひ宜しくお願いします。

営業時間 11:30 13:30
18:00 0:00 定休日 日曜日

商品 チャーハン800円、カレーライス800円、餃子500円　等

店舗名 川しん

住所 静岡市葵区常磐町2-7-1

TEL 054-251-3986 URL https://ramen-kawashin.business.site



紹介営業店 安東 飲食　その他　5

その他  自宅  配達 宅急便   配送        （要予約）

店舗PR等

身も心も満たされる美味しいフルーツでリフレッシュ＆
免疫力UP   自宅用以外  遠  住  家
族などへ当店のフルーツと共にお客様のご希望の品
（衣類   他食品          ） 合
   荷造   送 致    当店 来年 70
周年     一同心 込  笑顔        
チョイスさせて頂きます。

紹介営業店 安東 飲食　その他　6

営業時間 7 30~19 20 定休日 年中無休

商品 各種フルーツ、フルーツ加工品

店舗名 ふかざわフルーツ

住所 静岡市葵区安東1-22-2

TEL 054-246-6537 URL http://www2u.biglobe.ne.jp/~shigeki/

その他 当面の間は3密を避ける為、お弁当形式で販売
（11 00 無   次第終了）

店舗PR等

小   子様  年寄  方  家族連   
なたでも皆様のお家のような憩いの場としてご
利用       新型   渦 収束 不
確定な中、当面の間はお弁当という形で皆様
  提供            是非 立 
寄りください。

営業時間 10 00 14 00
（通常） 定休日 水・土・日・祝

商品 ランチとして日替わり定食（1種類）を提供

店舗名 もぐもぐキッチン

住所 静岡市葵区安東1丁目23－10

TEL 054－209-1088 URL



営業時間 6:00 17:30 定休日 火曜日

商品    洋菓子  140円 250円

住所 静岡市葵区大岩本町12-12

TEL 054-245-3301 URL http://www.monpa.jp

紹介営業店 安東 飲食　その他　7

店舗名 モンパルナス

住所 静岡市葵区安東2-20-24

TEL 054-245-1331 URL https://ankome.com/

紹介営業店 安東 飲食　その他　8

店舗名 安東米店

その他 ランチBOX   556円

店舗PR等

1955年 創業  65年  間地元静岡  
ンを作らせて頂いております。昔から変わらぬ味
を守り続け、あの時食べたあの味をお客様に提
供しております。

その他 調味料 乳製品 菓子類 野菜果物等 食品

店舗PR等

当店では、注文ごとに個別精米、個別包装して高
品質・安心安全なお米の提供に努めております。
又  自宅 配送 承    藤枝 有機米生産
者との取り組みから生まれたオリジナル米の提供や
お米に関わるすべてについて専門性をもって商品開
発 炊飯技術 研究 行      自宅  実
践できる炊飯ノウハウを皆様にご提供いたしておりま
す。

営業時間 9 00~19 30 定休日 日曜、祝日

商品 無農薬、特別栽培、減農薬米を中心としたオリジナル米



店舗名 大やきいも

住所 静岡市葵区東草深町5－12

TEL 054-245-8862 URL

紹介営業店 安東 飲食　その他　9

紹介営業店 安東 飲食　その他　10

店舗名 辰金

その他 当面の間は上記時間で営業。土日祝はテイクアウトのみでの対応です

店舗PR等

葵区⾧谷通  100年続 焼 芋     老舗 
焼き芋・おでんがメインですが、大学芋やおにぎりも
人気です。平常時でしたら、懐かしい雰囲気のある
店内での飲食を楽しんでいただきたいのですが、新
型コロナ渦の影響で当面の間は営業時間短縮、
土日祝          営業        不
便         是非一度 立 寄      

営業時間 10:30 16 30 定休日 月曜日・火曜日

商品 焼 芋(10月中旬以降予定） 大学芋 静岡           氷

その他

店舗PR等

創業95年 伝統 味 守    ⾧谷通  
地元の皆様と歩んできました。テイクアウト商品
としてもテレビでも紹介された人気のソースかつ
丼 各種料理  酒 合        用
意してお待ちしております。

営業時間 11 30~14 00
17 00~20 30 定休日 日曜・月曜

商品  弁当800~950円 各種料理220~740円等

住所 静岡市葵区東草深町14-11

TEL 054-245-0556 URL



紹介営業店 安東 飲食　その他　11

その他

店舗PR等

昔からあるお惣菜・おむすびなどを販売している
お店です。朝早くから営業しており、地元のお
客様からも愛され、お昼の時間に完売してしま
 場合          機会  立 寄  
ださい。

紹介営業店 安東 飲食　その他　12

営業時間 6 00 13 00 定休日 水曜日

商品 おむすび・惣菜等

店舗名 梅の家

住所 静岡市葵区大岩2丁目6-25

TEL 054-246-9556 URL

その他 ケーキ、焼き菓子販売

店舗PR等

駿府城公園     21近  喫茶店 経営
しております。自家焙煎珈琲豆を店頭にて販
売しております。お客様の好みに合う「一杯の
    珈琲   自宅   客様 愉   
頂     提供        是非 利用 
ださい。

営業時間 9 00~19 00 定休日 月曜日

商品 自家焙珈琲豆オリジナルブレンド　ストレート豆、器具等販売

店舗名 珈琲工房すがの

住所 静岡市葵区東草深町1-9

TEL 054-247-1567 URL http://www.sugano-coffee.com



紹介営業店 横内 飲食　その他　13

その他 紅茶       専門店

店舗PR等

東京 千駄 谷発 紅茶      専門店
Monmouth Tea 令和1年6月30日 静
岡でオープン。オリジナルアイスミルクティーのモ
        紅茶 深        甘  
一度飲         是非一度 来店  
さい。

紹介営業店 横内 飲食　その他　14

営業時間 平日    8:00 19:00
土日祝10:00 19:00 定休日 不定休

商品 ドリンク、ホールキッシュ、ケーキ、マフィン

店舗名 Monmouth Tea 静岡店

住所 静岡市葵区鷹匠3丁目８－４

TEL 054-255-5201 URL www.monmouth-jp/index.html

その他

店舗PR等

屋号は「すでに富士山超えてます」。高級食パ
ン専門店。2種類の食パン「最高峰」と「御光
来」は、日本一、世界一、ギネスにも載った雪
塩を使い、程よい甘さを引き出しました。「風
花」はミルキーで口どけのよい生地に、甘くリッチ
な香りのバニラシードを風花のごとくちりばめまし
  是非一度 試 下   

営業時間 9 30 18 00 定休日 無

商品 高級食パン

店舗名 すでに富士山超えてます

住所 静岡市葵区鷹匠2丁目9-4 メゾン鷹匠1F

TEL 054-255-3222 URL https://fujisan-koetemasu.com



商品 普段 美味  居酒屋                始     

その他 アルコール類、揚げ物、サラダ、魚、焼き鳥等

店舗PR等

老夫婦2人 営 個人酒場 安  美味  
て、お二人のもてなしに癒されます。特におすす
めは焼き鳥とチーズセロリ。メニューに無いもの
でも、頼めば作ってくれることも。オードブルのテ
      行      

その他

店舗PR等

当園  茶  良質 静岡県産茶葉 厳選 吟
味し、仕上げました。まろやかな香りと、コクのある深
い味わいが特徴です。駿河のお国自慢は富士とお
茶  丹精   育     茶 味 香     
逸品。萌えいづる自然の心をお土産に贈り物に…。
支店 静岡駅      食彩館      茶
器  茶会用御抹茶       静岡県茶商工
業協同組合加盟店。ご来店お待ちしております。

紹介営業店 横内 飲食　その他　16

店舗名 村松克ちゃん

住所 静岡市葵区駿府町2-8

TEL 054-252-0835 URL

営業時間 17:30 23:00 定休日 無

紹介営業店 横内 飲食　その他　15

店舗名  茶 勝山園

住所 静岡市葵区鷹匠3丁目1－9

TEL 054-253-3664 URL

営業時間 9 00 18 00 定休日 日曜日

商品  茶 抹茶 茶器 有明産焼   原木乾椎茸



住所 静岡市葵区田町5－15

TEL 070-5256-5598 URL Instagram・Facebook　あり

営業時間 11 00 18 00 定休日 月・火・水

商品 日替わりベーグル・お誕生日ケーキ・米粉スイーツ・静岡プリン　etc

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

日替わりのメニューでベーグルを作っています。
原材料  国産 静岡    使用    
す。コロナ対策のため入店は一組様まで。マス
ク着用をお願いしています。こだわりの詰まった
創作ベーグル、いかがでしょうか。

営業時間 17:00~ 定休日 月曜日

商品 一品料理  酒       料理

その他 持ち帰り、店内問わず予約承ります

店舗PR等

2015年           和洋中幅広  
    飽     料理 提供    店内
でのお食事はもちろん、テイクアウトでのお弁
当、オードブルも承ります。テイクアウトは事前
予約お願いします。

紹介営業店 番町 飲食　その他　18

店舗名           

紹介営業店 番町 飲食　その他　17

店舗名 Izakaya　蔵屋

住所 静岡市葵区二番町1-2

TEL 054-253-4045 URL https://www.womo.jp/shop/detail/904



その他 営業時間 提供     状況次第 変更  

店舗PR等

「自然素材をベースにした深い味」ヘルシーで
健康的、優しくても満足できる味を目指してい
ます。素材の旨味を丁寧に扱い至極の一杯に
仕上げます。

紹介営業店 番町 飲食　その他　20

店舗名 おくにらーめん

住所 静岡市葵区新富町6丁目1

TEL 054-272-2315 URL https://okuniramen.wixsite.com/hello

営業時間 11:00~14:00 18:00~20:30
日曜日 7:00~14:00 定休日 月曜日

商品 らーめん/限定めん/ご飯もの

店舗名 和風喫茶    

住所 静岡市葵区新富町３丁目１－１１

TEL 054-254-8652 URL https://ecolo.eshizuoka.jp/

営業時間 11 00 18 00 定休日 火曜日

商品      甘酒           紅茶      他

その他 手作り雑貨等販売

店舗PR等

2010年          大正14年 建物
の中でレトロな雰囲気をお楽しみください。自
家製のあずきやイチゴジャム等食材でのメ
ニューです。コロナ対策として、消毒液等設置
しています。

紹介営業店 番町 飲食　その他　19



TEL 054-250-0505 URL

営業時間 火 日曜日
17 00 20:00 定休日 月曜日

商品 豚バラ弁当等テイクアウトメニュー

その他

店舗PR等

アットホームな多国籍風居酒屋です。居酒屋
営業  別  毎日 昼 11:45分頃 
14:00頃 16:00頃 20:00頃迄     
トメニューも展開しております。各種イベントに
出店し、好評いただいております。ぜひ、ご賞
味下さい。

営業時間 10 00~20:00 定休日 水曜日

商品 コーヒー、その他食品、関連商品類

その他 小売りのみになります。

店舗PR等

創業60年 確  焙煎技術      専門
店ならではの確かな実績でいつでもおいし本物
のコーヒーを造り続けています。自社焙煎工場
で厳選した珈琲豆を焙煎し味と薫りにこだわっ
 本格的       提案     自宅 
至福の時間をお楽しみ下さい。

紹介営業店 番町 飲食　その他　22

店舗名 ながしま倶楽部

住所 静岡市葵区田町4丁目33-2

紹介営業店 番町 飲食　その他　21

店舗名 コーヒー乃川島　本通り店

住所 静岡市葵区本通10丁目11-1

TEL 054-653-3323 URL



その他

店舗PR等

手作りお惣菜のテイクアウト専門店です。毎日
市場 行    日 最良 物 仕入   
ます。日替わりのお惣菜・四季折々のお惣菜
をお楽しみ下さい。メインのお惣菜を選んでいた
だければお弁当にも致しますので、お気軽に
      下    自宅 皆様 楽    
ただけましたら幸いです。

紹介営業店 番町 飲食　その他　24

店舗名 フレッシュとくだ

住所 静岡市葵区幸町11-1

TEL 054-252-7985 URL

営業時間 10 00 18 30 定休日 土・日・祝日

商品 お惣菜・お弁当

店舗名 ブランジェール

住所 静岡市葵区新富町４－６

TEL 054-253-3358 URL

営業時間 6:00 18:00 定休日 月曜日

商品 パン

その他 なくなり次第閉店となります。

店舗PR等

1991年創業    通 沿  店 構  手
作 焼 立    製造 販売       
皆様 安心   利用        入口 
アルコール消毒設置、また１つ１つ包装してお
    近   通  際  是非 立 寄 
下さい。

紹介営業店 番町 飲食　その他　23



住所 静岡市葵区田町４－３６

TEL 054-253-0059 URL

営業時間 8:30 19:00 定休日 日曜日

商品 お米

その他 配達 無料 行      

店舗PR等

お米の専門店です。「一等米」を厳選し、 食
味ランキング特A”のお米を取り揃えています。
また、玄米を１㎏から販売・精米しておりま
       米 食   方 是非 立 寄
りください。

営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜・祝日

商品 こだわりの果物・野菜

その他 当店売れ筋ランキング1位静岡特産クラウンメロン大玉(1.4㎏前後)

店舗PR等

愛  続  65年 紅光      今 昔
も人の手で厳選しております。珍しいフルーツか
ら高級ギフトまでフルーツと幸せなひと時をお届
     外出不要           購入
いただけます。まずはホームページへお越しいた
だけましたら幸いです。

紹介営業店 番町 飲食　その他　26

店舗名 米のはなむら　田町店

紹介営業店 番町 飲食　その他　25

店舗名 紅光

住所 静岡市葵区流通    1-1静岡市中央卸売市場

TEL TEL054-294-8133
FAX054-294-8131 URL http://www.benikou.com/



その他 産直（宅配可）

店舗PR等

用宗港のしらす加工会社の直営店です。新
鮮     桜    旬      刺身 
こだわりの干物、手づくりのお惣菜を取り揃えて
おります。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　28

店舗名 マルカイ　呉服町店

住所 静岡市葵区呉服町2丁目5－4

TEL 054-272-2882 URL

営業時間 11:00 18:00 定休日 日曜日

商品 釜      生   （天候   ）  刺身 干物  惣菜

店舗名 片山米店

住所 静岡市葵区五番町６－３

TEL 054-255-5849 URL https //www.katakome.com

営業時間 9 00 18 30 定休日 日曜・祝日・夏期休業あり

商品     130円  惣菜100円   弁当480円 

その他 お弁当　前日・当日朝のご予約可

店舗PR等

新型コロナのため、学校休校措置が取られた
ことにより子供たちの昼食用意が大変になって
しまうご家庭への支援を目的にこれまでのおに
ぎり・惣菜に加え野菜の沢山入った「炊き込み
玄米弁当」の販売をスタートしました。FB・イン
      Twitter  毎日情報発信中 

紹介営業店 番町 飲食　その他　27



営業時間 9:00~17:00 定休日 土曜・日曜・祝日

商品 手作  茶   (抹茶    茶)

その他 1個330円（6個セット1,950円・8個セット2,500円）
（送料+1,000円 北海道 沖縄 +1,500円）

店舗PR等

茶屋   当社 監修            
イスになります。市内ローソンの一部店舗と当
社HPにて取扱中です。ご来店頂いた場合は
送料不要       来店限定  抹茶+ 
ニラのミックス」もご用意しておりますのでお気軽
  立 寄 下   

商品 手羽先・焼豚・ローストチキン・やきとり　など

その他

店舗PR等

地元で有名な精肉店です。当店1番人気は、
ひとつひとつ丁寧に焼き上げた手羽先です。手
羽先100ｇ（185円＋税）

紹介営業店 片羽 飲食　その他　30

店舗名 加藤源太郎商店

住所 静岡市葵区井宮町219

TEL 054-271-5866 URL kato-gentaro.net/index.html

紹介営業店 片羽 飲食　その他　29

店舗名 うさぎや精肉店

住所 静岡市葵区籠上6-27

TEL 054-271-3589 URL

営業時間 10:00 19 00 定休日 日曜祝日
金 土 祝日 場合翌月曜日



店舗名 手羽先のおおむら

住所 静岡市葵区井宮町96

TEL 054-271-3334 URL https://tabelog.com/shizuoka/A2201/A220101/22009660/

営業時間 月 土 17時 22時（LO.21時半）
日  16時30 22時（LO.21時半） 定休日 火曜日、第3水曜日

商品 手羽先 1串 320円 等

その他        電話予約可能   駐車場     

店舗PR等

【静岡手羽先の名店です。】看板メニューの手
羽先は創業以来から皆様に愛され続ける一
品です。居酒屋店内での飲食はもちろん、手
羽先以外のテイクアウトも可能ですのでお気軽
にお問合せ下さい。

TEL 054-271-6728 URL gyouza-tutumi.jp/kaisya.html

営業時間 11:30 14:30
17:00 21:00 定休日 火曜日

商品      餃子 炒飯等 中華料理
冷凍餃子 15貫1,155円 30貫2,145円 60貫3,630円(税込)

その他 出前を承っております

店舗PR等

創業50年   老舗中華料理店 当店名
物は、静岡県富士宮産るいび豚と厳選された
キャベツを使用した「しずおか餃子」。その他に
もお得で美味しいらーめんセット等豊富なメ
    取 揃       出前 注力  
行              願       

紹介営業店 片羽 飲食　その他　32

紹介営業店 片羽 飲食　その他　31

店舗名 金泉軒

住所 静岡市葵区美川町10-16



商品

  TAKEZAWA SELECT  試     2,900円（税込 送料別）
＜セット内容＞キャラメルムーンサンド(5個入)×1箱、塩バウム(3個入)×1箱、はちみつバウム(3個入)×1
箱         (8個入)×1箱  好      冷茶      ×1袋
※    冷茶     入 冷茶   入 冷茶   入 冷茶     冷茶    入 冷茶    入 冷
茶    入 焙冷茶 7種類 中  1   選      

その他 　「TAKEZAWA SELECT お試しセット」はオンラインショップ限定となります。

店舗PR等

創業1940年 静岡市 製茶問屋 竹沢製茶 
ら生まれた「食」の新ブランドTAKEZAWA
SELECTの商品をたっぷりお得に楽しめる
「TAKEZAWA SELECTお試しセット」。人気のお
菓子詰 合       冷茶     中   
好   茶 1種類 選        

その他             注文 24時間受付OK 

店舗PR等

創業108年 迎       茶園        茶 
 紹介  茶 飲  免疫力 高        身 
守   ①日本 四季 楽  猫 主人公   刺繍
作家    吉       缶 緑茶       入  
全  猫好         一品 ②1番茶 水出 
専用      贅沢 使用  煎茶 香   香   
    効果     水出   美味  棒   茶 
    冷   茶 暑 夏 乗 切   

紹介営業店 片羽 飲食　その他　34

店舗名 竹沢製茶

住所 静岡市葵区北番町61-2

TEL 054-271-3355 URL 【ＨＰ】http://takezawa-seicha.co.jp
【ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ】 https://takezawa-select.stores.jp

営業時間 8 30 17 30
※お問合せ受付時間 定休日 土日祝

紹介営業店 片羽 飲食　その他　33

店舗名 製茶問屋    茶園

住所 静岡市葵区井宮町141

TEL 0120-085-455 URL https://inoue-chaen.com

営業時間 月 金
9 00 17 00 定休日 土・日・祝

商品 ①   吉     缶    972円（内容量 3g×8個）
②水出 煎茶＆水出    茶     1,242円（内容量 煎茶8g×10個    茶5g×10個）



営業時間 8:00~17:00 定休日 日曜日・祝日

商品     120 130円    100 200円
惣菜100円 200円 弁当300 500円

その他 お弁当、おにぎり、おでん、惣菜は   8:00~14:00の販売となります。

企業PR等
お米はもちろん、お弁当、おにぎり、おでん、惣
菜と豊富な商品を販売しております。感染防
止の為店内にアルコール用意してあります。

紹介営業店 片羽 飲食　その他　35

企業名 望月昇米穀店

住所 静岡市葵区神明町24

TEL 054-271-2555 URL

営業時間 8:30~17:30 定休日 土日祝

商品 厄除 煎茶     100g

その他 100g 1,000円（税別）
厄除 煎茶     他 各種新茶等 取 扱       

企業PR等

     協力 合  新型        撲
滅         願  込   厄除 煎
茶      作            (敵) 
言           茶 豊富 含   
   80度  湯 淹         充分
に摘出されます。

紹介営業店 片羽 飲食　その他　36

店舗名 茗広茶業

住所 静岡市葵区北番町117-4

TEL 054-271-8161 URL http://meiko-chagyo.co.jp



営業時間 8:30~20:00 定休日 火曜日

商品 パン・菓子パン・ケーキ・ギフト

その他 電話 西脇店 054-289-6633 松富店 054-251-6959

店舗PR等

駒形通   老舗  屋   駒形 西脇 松富 
3店舗で営業しており、焼きたてのおいしいパンが魅
力的   遅 時間  売切          
ば。当店では感染症対策で入店時消毒のお願い
や、レジ周辺での飛沫防止シートの設置など、コロ
ナウイルス対策は万全ですので、ご安心ください。外
食 控      今 自宅    贅沢    
            

紹介営業店 駒形 飲食　その他　37

店舗名 Quatre　Fr res Kojima(小島屋)

住所 駒形店 静岡市葵区駒形通4丁目4-5
西脇店 静岡市駿河区西脇298-1     松富店 静岡市葵区松富3-1-1

TEL 駒形店 054-252-2449 URL www.qf-kojima.com/company/

営業時間 8:00~18:00 定休日 日曜・祝日

商品 野菜 食料品

その他

店舗PR等

創業30年以上経 八百屋       
TVで取り上げられており、八百屋さんらしい元
気 店員               呼 込
んでくれます。店内には、スーパーには売ってい
ない珍しい野菜があったり、玉ねぎ・じゃがいも
詰め放題など様々な企画をやっていたりと、とに
  楽  買 物        一度 足 運
んでみてください。

紹介営業店 駒形 飲食　その他　38

店舗名 カネタツ

住所 静岡市葵区駒形通4丁目2-22

TEL 054-251-6123 URL https//kanetatsu-komagata4.jimdo.com



営業時間 9:00~19:00 定休日 木曜日

商品 果物・フルーツギフト

その他 フルーツカービング　　カットフルーツ

店舗PR等

    負        C         
で健康で元気な毎日を―――。果物は産
地 生産者    味 異     自慢 品
を取り揃えてお待ちしております。また、当店で
はフルーツカービングやカットフルーツも取扱って
     自宅 過  時間 ⾧      
今   大切 人  特別 贈 物     
   

紹介営業店 駒形 飲食　その他　39

店舗名 サンフルーツもちづき

住所 静岡市葵区駒形通4丁目11-17

TEL 054-254-8555 URL www.sunfruit-m.jp

営業時間 10:00~17:30 定休日 日曜・祭日

商品
焼き豚 100g 495円(税込)

国産和牛 100g   切  494円(税込)            959円(税込)

その他

店舗PR等

国産和牛、静岡県産豚肉にこだわっており、
品質に自信があるお肉屋さんです。店の看板
商品      焼 豚         霜降 
明星のあてみなげ」等のテレビで紹介されまし
た。

紹介営業店 駒形 飲食　その他　40

店舗名 永田精肉店

住所 静岡市葵区駒形通3丁目4-15

TEL 054-252-2339 URL



営業時間 9:00~22:00 定休日 無し

商品 日本酒 焼酎     味噌 調味料

その他

店舗PR等

駒形通にあるマニアックな酒をたくさん取り扱っ
ている酒屋です。こんな時こそ『家飲み』を楽し
             詳   HP 覧  
だくか、当店までお問い合わせください。

紹介営業店 駒形 飲食　その他　41

店舗名 酒のとみた屋

住所 静岡市葵区駒形通4丁目11-21

TEL 054-253-0482 URL https://www.sake-tomitaya.com

営業時間 8 00 17 00 定休日 日曜・祝日

商品 鮮魚・干物

その他

店舗PR等

駒形通4丁目   知 人 知 老舗鮮魚
店。店先には新鮮な魚介類がズラリと並んで
     種類 多  正 圧巻      
   影響 宅飲       飲 会 流
行    今 当店 絶品鮮魚 食卓 彩 
加        

紹介営業店 駒形 飲食　その他　42

店舗名 鮮魚日の出

住所 静岡市葵区駒形通4丁目3-21

TEL 054-253-4447 URL



営業時間 9:30~17:00 定休日 日曜祝日

商品 鶏肉（生肉のみ）

その他

店舗PR等

駒形通商店街にある隠れ家的な鳥肉専門店で
す。ひと言で鶏肉といっても何種類も部位はあるん
    当店  鮮度         生肉  
を取り扱っております。外食ができない中、通常の食
卓に「こだわりの鶏肉」を並べてみてはいかがですか。
一番人気の「こにく」は、すき身のお肉で希少価値
      取扱    日      是非一度
 賞味     

紹介営業店 駒形 飲食　その他　43

店舗名 鳥治商店

住所 静岡市葵区駒形通4丁目3-19

TEL 054-252-5772 URL www.ne.jp/asahi/koma/4/toriharu

営業時間    (月 金)
11:00 13:00 定休日 日曜日

商品 ヒレカツ2,000円　特上ロースカツ2,500円　エビフライ1,800円(税抜)

その他         希望 場合  事前 電話連絡  願     

店舗PR等

    営業 (          ) 
KUJYOの自慢のとんかつを【泰兵衛】でもお楽
しみいただけます。サクサクの衣に柔らかいお
肉               一度食   
なる人気の逸品です。仕事休憩のランチや普
段使   是非 利用     

紹介営業店 馬渕 飲食　その他　44

店舗名 泰兵衛

住所 静岡市葵区紺屋町12-4　クニヨシ紺屋町ビル2F

TEL 054-252-4441 URL



営業時間 11:30~17 00 定休日 日（不定休）

商品          850円         480円  布小物雑貨販売

その他

店舗PR等

2012年 3月   研屋町        頂
      母   子供 造 料理    
心と身体に効くごはんを目指して日々精進して
     近  来 際     立 寄 下 
い。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　45

店舗名 カフェ　奏楽遊楽　（ソラユラ）

住所 静岡市葵区研屋町50

TEL 054-255-5513 URL

営業時間 11:30 14 00
17 00 21 00 定休日 日曜日

商品 各種どんぶり、ごはんもの、カレーなど

その他 出前も個数により承ります

店舗PR等

明治創業  百年以上営業 続    老
舗 料亭   看板        焼    
   良品質  肉 使用       多  
     隣接  精肉店 総菜 販売  
  多   客様  利用          
特別な御席向けに「三笑亭折詰弁当」
（2,160円 ）  用意       

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　46

店舗名 三笑亭本店

住所 静岡市葵区両替町2丁目2-2

TEL 054-252-2136 URL http //nben200.gorp.jp



営業時間 10 00 18 00 定休日 日曜・祝日・第２月曜

商品 キャベツメンチ（生）150円・ローストビーフ100g 1,280円ほか

その他

店舗PR等

毎日新鮮なお肉をショーケースに並べていま
す。特に、看板商品であるローストビーフは、上
品な油が絶妙で思わず顔がほころびます。こだ
    肉 是非 自宅 味        
い。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　47

店舗名 斉藤精肉店

住所 静岡市葵区葵町7

TEL 054-253-1731 URL

営業時間 11 00 14 30
17 00 20 00 定休日 土曜日

商品 焼肉弁当 炒飯弁当 餃子 冷       各500  

その他

店舗PR等

100年    営業    昔        
屋です。地元の皆様含め、多くのお客様に愛
されているお店です。ぜひ、昔ながらの味を召し
上がってください。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　48

店舗名 第2美濃屋

住所 静岡市葵区馬場町97-2

TEL 054-252-1775 URL



営業時間 17:30~24:00(LO23:30) 定休日 日曜日

商品 串焼 各種 季節     等

その他        17 30 21 00(11 00  予約受付)

店舗PR等

創業29年 何度  足 運    串焼 屋
   素材      備⾧炭 丁寧 焼 串
焼  絶品!!串焼  他      季節  
いしいものをひとつひとつ心を込めて作っていま
す♪是非かさいの味をご堪能ください。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　49

店舗名 炭焼 串処    

住所 静岡市葵区研屋町29-4

TEL 054-273-3236 URL http://www.948ki.jp

営業時間 11:30~14:00
17:30~22:00 定休日 日曜、祝日夜

商品 鶏料理専門店  各種定食 丼物       

その他

店舗PR等

 地鶏料理 椛   駿河      富士 
鶏    使   鶏料理専門店   各種
定食や親子丼、そぼろ丼などご用意しておりま
す。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　50

店舗名 地鶏料理 椛

住所 静岡市葵区両替町1-4-8　佐野春ビル1Ｆ

TEL 054-273-3760 URL www4.tokai.or.jp/zidori_momiji/index.html



営業時間 11 00 定休日 日曜・祝日・月曜

商品 各種  （                等各種  ）130円 

その他

店舗PR等

札 辻   1階 昨年４月     致    
♪営業時間は１１時から、商品が無くなり次第閉
店となります。早い時は14時には完売となりますの
で、早めのご来店をお待ちしております。食パンのみ
予約 行         現在２ ３週間 待 
いただいております。インスタグラム「日々ブロート」に
 新商品 臨時休業    案内 行      
す。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　51

店舗名 日々ブロート

住所 静岡市葵区呉服町１丁目３０札の辻クロス105

TEL 054-251-8622 URL

営業時間 11:30~13:30
17:00~23:00 定休日 無し

商品 テイクアウト→各種お弁当、おつまみセット、どんぶり弁当など

その他

店舗PR等

【日本酒酒場　萬惣屋】は、100酒類以上の
日本酒、静岡産の旬素材をとことん楽しめる
居酒屋   駿河湾   刺身盛 合    
『静岡おでん』『もつカレー』など静岡のソウル
フードもたっぷり!!テイクアウトは500円から各
種お弁当、おつまみセットなどをご用意していま
す。

紹介営業店 研屋町 飲食　その他　52

店舗名 日本酒酒場　萬惣屋

住所 静岡市葵区両替町1-4-8　佐野春ビル1Ｆ

TEL 054-253-0088 URL



営業時間 11:30~14:00
17:00~21:00 定休日 毎週月曜日・第三火曜日

商品 お好み焼き、オリジナルメニューなど

その他

店舗PR等

関西方面         材料 仕入  具
 地元 鮮度   物 使          
材料 質 量 落    減      客様
が満足していただけるよう心がけております。レ
ディースセットや学割などセットメニューもありま
す。ぜひご賞味ください。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　53

店舗名 お好み焼き　あずさ

住所 静岡市葵区瀬名川１丁目26-68

TEL 054-262-9838 URL

営業時間 10:00 17:00 定休日 毎週火曜・土曜・第4水曜日

商品 お食事・軽食・自家製スイーツ・お飲み物

その他

店舗PR等

赤ちゃんからシニアまでどんな方にも居心地の
良     目指             静 
に本を読んだり。どうぞお気軽にお越しください。
コロナウイルス対策として、換気、アルコール消
毒をしています。また個室が２部屋あることと、
椅子 少        距離感 開  密 
避けるようにしています。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　54

店舗名 カフェ　ブルーセ

住所 静岡市葵区西瀬名町23-17

TEL 080-5115-3153 URL



営業時間 11:30 14:00
17:30 22:00 定休日 火曜日

商品  好 焼  鉄板料理他

その他 広島料理     居酒屋   

店舗PR等

平成26年 新北街道沿       広島
名物のお好み焼き、汁なし担々麺、牡蠣等
鉄板焼きが楽しめるお店。本場広島感満載
の味をご堪能ください。
テイクアウトの対応も可能です。事前にお電話
いただければ、お待たせすることなくアツアツのお
料理  持 帰             

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　55

店舗名 ともぞう

住所 静岡市葵区川合1丁目9-22

TEL 054-277-9275 URL

営業時間 8:00~18:00 定休日 火曜日(水曜日は13:00迄)

商品 素材      出来立        弁当

その他 まとまった注文100食前後可能!! 

店舗PR等

  米  米 減農薬 減化学肥料栽培米 
特Aの食味評価を頂いたお米のみ使用。【食
材 食材      保存料 合成着色料  
 一切使用致       水 健康 環境 
やさしい元始活水しか使用しません。【真心】
手作りのおいしさを求めて一つ一つ私達の手で
調理致    

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　56

店舗名 とりめしや

住所 静岡市葵区千代田6丁目28番10号

TEL 054-655-3111 URL http://torimeshiya.net



営業時間 9:00 19:00 定休日 日曜日

商品 上級煎茶 煎茶   茶 玄米茶    茶 芽茶   

その他

店舗PR等

当店 静岡市葵区 瀬名地区 日本茶 
専門に販売しているお店です。当店で販売し
    茶  専属 茶農家 管理 行 届
  茶畑  生産        真剣  茶
づくりに向き合う「作り手の想い」が込められた
商品   是非 当店  茶 心安  素敵
な時間をお過ごし下さい。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　57

店舗名 勝山茶本舗

住所 静岡市葵区瀬名中央1-10-60

TEL 054-659-5088 URL ｈｔｔｐｓ：//kachapo.com

営業時間 11:30 14:00
17:30 20:00 定休日 木曜夜 部 金曜日

商品      中華料理

その他 スープがなくなり次第閉店致します。

店舗PR等

当店のおすすめは辛口「松楽メン」。昆布と豆
板醤で漬けた白菜が味の決め手。もちろんダ
シの旨味が凝縮された辛くないメニューのご用
意も多数ございます。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　58

店舗名 松楽

住所 静岡市葵区竜南3-11-14

TEL 054-270-8163 URL



営業時間 8:00~19:00 定休日 水曜日、弟3火曜日

商品 焼きたてパン

その他 1日 何度 窯     出     焼       自慢  !!

店舗PR等

素材      焼 立    並      
ムなお店です。【菓子パン】甘さ控えめの生地
 本物志向            引 立  
   !! 調理     手間         
 味   大切      !!      消
毒の設置をしております。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　59

店舗名 焼きたてパンの店　アプリコット

住所 静岡市葵区竜南1-16-19-2

TEL 054-247-2490 URL

営業時間 9:00~19:00 定休日 日・月曜日

商品 焼きたてパン

その他 豊富な種類の「焼きたてパン」が自慢です!!

店舗PR等

「パンダみたいにたくさんの人に愛される店にな
る」をモットーに、日々手作りパンを製造・販売
しています。富士山の溶岩で作った窯を使用
し、パリパリ・ふっくらなパンが自慢です。シンプル
なコッペパンや日替わり総菜パンはもちろん多
種多様なパンをご用意しております。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　60

店舗名 ぱんだぱん

住所 静岡市葵区竜南3-9-37

TEL 054-200-3921 URL



営業時間 8:30 17:30 定休日 土、日、祝日

商品     漬 (    茎) 天然水 利用  食   木耳     

その他     漬 (1,080円 ) 食  (半斤440円 ) 木耳     (777円)

店舗PR等

定番商品の「つんつん漬け」シャキシャキとした
食感とワサビ特有のツーンとした風味をご堪能
        天城深層水  健  使用 西
伊豆町で限定販売されている「食パン」をコロ
  道 駅 自粛        機会 数量
限定で提供します。静岡産の木耳アヒージョを
お供にご賞味ください。

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　61

店舗名 大晃

住所 静岡市葵区沓谷6丁目16-4

TEL 054-262-3527 URL https://www.daiko-ken.co.jp

営業時間 11:30 14:30
17:00 20:00 定休日 火曜日、水曜日

商品 餃子

その他

店舗PR等

浜松 名店 静岡 上陸  一人様    
           利用        焼 
餃子 冷凍餃子 ﾃｲｸｱｳﾄ 行       
気軽にお電話で予約してください。
11:30~14:30      始     
17:00~21:00夜営業 行      

紹介営業店 沓谷 飲食　その他　62

店舗名 餃子の店　福みつ

住所 静岡市葵区東千代田3丁目6-21

TEL 054-294-7675 URL



営業時間 10 30 18 30 定休日 日曜日

商品 パン

その他

店舗PR等

  屋    激戦区 安東    店 小麦
粉は焼いたときの香りを重視してセレクト。ハー
ド系に最適とされるフランス製オーブンで高温で
焼 上         素材 良  最大限
に活かすパンだからこそ飽きがこず、地元のお
客様に愛され続けています。

紹介営業店 城北 飲食　その他　63

店舗名 TROTIX(トゥロティクス)

住所 静岡市葵区北安東3丁目11-1

TEL 054-248-7024 URL 【ｆａｃｅbook】trotix2103

営業時間 10 00 18 00 定休日 土曜、日曜、祝日

商品 おでん、惣菜、おにぎり

その他 テイクアウトもやっています。

店舗PR等

40年前  当地  営業          
     40年間継 足   (定休日 毎
日火入      ) 地元  客様 県立総
合病院 来院者等 利用         

紹介営業店 城北 飲食　その他　64

店舗名 うちだ惣菜店

住所 静岡市葵区北安東4-25-35

TEL 054-247-7698 URL なし



営業時間 定休日

商品 牛肉、豚肉、鶏肉、加工品

その他 特別通販サイト

店舗PR等

新型コロナウイルスが猛威をふるう中、様々な業界に厳し
い追い風が吹いております。私達も卸売業として外食業
界の一端を担っていますが、その厳しい現実を目の当たり
にする日々です。そこで、家に居ながら美味しいお肉を食
べたいという、ご家庭での需要と日々増えていく在庫の消
費を兼ね、限られた皆様に限り「家庭応援」としてリーズナ
   価格  美味   肉  自宅  届     今
回特別   立 上  至            商品 
特別価格  案内    

紹介営業店 城北 飲食　その他　65

店舗名 シズオカミート

住所 静岡市葵区⾧沼2丁目11-12

TEL 054-655-2277 URL https://theoniku.shop-pro.jp

営業時間 17 00 24 00
(現在22 00  ) 定休日 水曜日

商品 やきとり、おつまみ、丼もの、焼おにぎり

その他 テイクアウトOK

店舗PR等

外でも対応中、店内に入らずともテイクアウトで
きます。居酒屋ですが、食事メニューも充実し
ています。
コロナウイルスが収束するまでは入場制限・人
数制限あり。テイクアウトをお勧めしています。

紹介営業店 城北 飲食　その他　66

店舗名 やきとり大吉　唐瀬通り店

住所 静岡市葵区千代田4-2-1

TEL 054-248-0039 URL daikichi.co.jp



営業時間 9 30 18 00 定休日 日曜日、祝・祭日

商品 惣菜、おはぎ、草大福、弁当、おにぎり、国産はちみつ

その他 事前にお電話を頂ければ惣菜盛り合わせ等も対応可能、また「3密」対策実施中

店舗PR等

産地、食材にこだわった手作りの惣菜が入った
お弁当です。お客様からご好評いただいている
当店の「おはぎ」も入っております。どこか懐かし
い家庭の味をご堪能下さい。

紹介営業店 城北 飲食　その他　67

店舗名 手    店   見

住所 静岡市葵区北安東5丁目33-13

TEL 054-248-8810 URL

営業時間 10 00 19 30 定休日 月・火

商品 コーヒー豆(焙煎豆)・抽出器具・飲食店様卸し

その他

店舗PR等

鳥仙珈琲(ﾄﾘｾﾝｺｰﾋｰ)は自家焙煎珈琲豆販
売所になります。コーヒー豆(焙煎豆)、抽出器
具 販売 飲食店様 卸 行       
焙煎豆100g 480円  常 10 15種類
 豆 揃       尚 当店 喫茶店  
りません。

紹介営業店 瀬名 飲食　その他　68

店舗名 鳥仙珈琲

住所 静岡市葵区瀬名中央4－1－11

TEL 054-294-7495 URL torisencoffee.com



営業時間 9:30 18 30 定休日 月曜日

商品 鮮魚 刺身 干物等

その他

企業PR等

昭和54年 創業  地元 愛   鮮魚
店 取 扱 商品 鮮魚 刺身 干物等 幅
広く商品を取り揃えております。営業担当おす
すめの生じらす(350円)はお酒の肴に最高で
  

紹介営業店 瀬名 飲食　その他　69

企業名 鈴木鮮魚店

住所 静岡市葵区瀬名中央３丁目２８－８３

TEL 054－261－1883 URL

営業時間 10:00~14:00 定休日 不定休

商品 お弁当等

その他 350円       満点  弁当     

店舗PR等

ボリューム満点のお弁当等商品のライン
    増      値段 350円 
600円程 販売      是非    
ム満点のお弁当をご堪能下さい。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食　その他　70

店舗名 Happy kitchen

住所 静岡市葵区与左衛門新田7-8

TEL 054-296-5772 URL



営業時間 8:00~17:00 定休日 日曜日

商品 わさび

その他 わさびネットにて販売中
 新鮮 美味  贈答品 特別価格  販売中  

店舗PR等

有東木 400年 渡     栽培 加工 
販売 行      現在      門前  
新鮮で美味しい贈答品をわさび農家産直販
売価格  販売中 有東木 育  新鮮 
わさびを是非ご堪能下さい。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食　その他　71

店舗名 わさびの門前

住所 静岡市葵区有東木691

TEL 054-298-2121 URL wasabiya.net

営業時間 直売 9:30 17:00頃 定休日 6月 10月 水 日
11月後半 5月 無休

商品              苺             冷凍   

その他 百姓      専用           購入     

店舗PR等

自慢のいちご「あきひめ」　生いちごはシーズン
終了         苺           
  冷凍   等 販売      2020年
産冷凍    5月1日  販売開始 対面
不要    販売 承       ※   
ン中は静鉄ストア様でも販売してます※農作
物 為 様々 要因  収穫量 価格 変
動致     了承     

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食　その他　72

店舗名 海野農園

住所 静岡市葵区安倍口新田83

TEL 054-296-0080 URL www.ohyakusyo-san.com



営業時間 ネット販売24時間受付 定休日 土日、祝日

商品 煎茶 薬膳茶            商品

その他 HP         購入可能    

店舗PR等

創業100年続 老舗企業 今年 産地直送
     新茶(本山茶１００%)  届  
    茶 含            殺菌
作用・抗ウイルス作用があるとも言われていま
    機会  茶        健康 生
活 送        

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食　その他　73

店舗名 本山製茶株式会社

住所 静岡市葵区与左衛門新田21

TEL 054－296－0004 URL https://www.honyama.com

営業時間 11:00 14:00 定休日 火曜日

商品 丼物、餃子等（1000円前後）

その他

店舗PR等

昭和53年創業 大衆食堂 人気  
ニューは、「からあげセット」や「焼肉丼セッ
ト」です。ランチ、テイクアウトもできます。是
非  堪能下   

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食　その他　74

店舗名 味幸支店

住所 静岡市葵区与左衛門新田41-2

TEL 054-296-6464 URL



その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

創業60年以上経 老舗弁当屋 4代目 店
主が作る手作り惣菜・弁当を店先で販売をし
         100円  弁当 一律
520円 大盛無料 夕食時   一品   
  当店  買 求      

営業時間 通常15 00 24 00
自粛期間中11 00 20 00 定休日 月曜日

商品 居酒屋

その他 盛り合わせ（要予約）、弁当（要予約）、しゅうまい、メンチカツの持ち帰り始めました。

店舗PR等

2018年           店   度 新
型コロナウイルスの影響でお持ち帰りの盛り合
わせやお弁当を始めました。旬の食材を是非
お召し上がりください。
盛り合わせ、お弁当は、前日20時までの予約
は予約日11時からお受渡し可能。当日16時
    予約 17 20時 間 受 渡  
可能です。

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　75

店舗名 ぽん酒とアテ　らく

住所 静岡市葵区昭和町4-3　メリッサビル２F

TEL 054-251-6665 URL shusairaku.owst.jp

紹介営業店 駒形 飲食　その他　76

店舗名 梅の家本店

住所 静岡市葵区駒形通4丁目4-6

TEL 054-252-5535 URL

営業時間 平日 6 30 17 00
土日 6 30 16 00 定休日 月曜日

商品 弁当・惣菜



営業時間 17 00 22 00 定休日 日曜日

商品 絶品 鳥料理

その他

店舗PR等

当地 創業30年以上 老舗焼 鳥店   
串盛合   駿河   3点   （串焼  
鶏刺身 竜田揚 ） 当店 看板商品 
  美味  鳥料理  賞味下   皆様 
ご来店をお待ちしております。

商品 極上の焼肉

その他 各種テイクアウトもございます

店舗PR等

創業50年以上続  老舗焼肉店 文田商
店」の味を継承。【テイクアウトメニュー】各種お
肉（100g420円 ※値段 部位    
す。）、和牛カルビ弁当（1,600円）、その
他、ビビンバ丼やタンシチュー等、内容や予算
等はお気軽にご相談ください。おうちでのBBQ
  徳市  肉         

紹介営業店 登呂/中田 飲食　その他　78

店舗名 鳥藤

住所 静岡市葵区紺屋町13-6

TEL 054-255-4032 URL

紹介営業店 登呂/中田 飲食　その他　77

店舗名 焼肉ふみた　徳市

住所 静岡市葵区南瀬名町3-8

TEL 054-297-5622 URL http://yakiniku-1091.com/about/index.html

営業時間 17:00 23:30 定休日 不定休



商品 パン

その他 焼き菓子、ケーキ

店舗PR等

昔ながらのパン屋さん。安くて美味しくてボリュー
ミー。パン屋さんですが、焼き菓子もおススメ。
動物        立体的 焼      
とっても可愛いです。ご家族へのお土産としても
是非ご購入下さい。

紹介営業店 横内 飲食　その他　80

店舗名 モンテローザ

住所 静岡市葵区鷹匠2丁目4-25

TEL 054-254-0640 URL

営業時間 8 30 18 00頃 定休日 土・日・祝

住所 静岡市葵区両替町2-3-1　濱村ビレッジ1F

TEL 054-251-8777 URL

営業時間
11 00 24:00

11:00~26:00(金 土) 定休日 年中無休

商品 ラーメン・チャーハン・餃子

その他 5/7        餃子(各￥500)        開始      

店舗PR等

マイルドでクリーミーなスープの家系ラーメンで
す。麺は静岡地域限定の特製の麺でまたひと
味違うラーメンを味わっていただけます。お勧め
 豚骨醤油 女性 大人気 清六家特製極
 鶏                絞    
ぱり食べていただけます。

紹介営業店 西脇 飲食　その他　79

店舗名 清六家 静岡両替町店



商品 やきとり各種(生)

その他 店頭販売

店舗PR等

当社 精肉(鶏肉)加工 販売 行 会社 
す。会社工場にて生の焼鳥を小売り販売(10
本単位)行    今  食    客様  
静岡伊勢店地下に直営店「とり一番」で焼き
立  焼鳥  用意       皆様 新鮮
で美味しい焼鳥をより安く食べて頂けるようにス
   一同努力 重  所存   

紹介営業店 下野 飲食　その他　82

店舗名 工場 北清食品 伊勢丹   一番

住所 静岡市清水区庵原町546-3(本社工場) 葵区呉服町1-7(伊勢丹地下店舗)

TEL 054-365-2579 URL

営業時間 工場 AM8:00~PM18:00
伊勢丹 伊勢丹 同様 定休日 工場 土 日 祭日

伊勢丹 伊勢丹 同様

その他

店舗PR等

季節限定の商品や新商品など70種類以上
取 扱      人気商品        
   回数券※ 購入 1 無料      
       賞味     ※10個購入回
数券で1つプレゼント

営業時間 ① ③7:30~18:30
 ④  9:00~19:00 定休日 ① ③火曜日 ④無休

商品 パン

紹介営業店 高松 飲食　その他　81

店舗名 ピーターパン

住所 ①静岡市駿河区敷地1丁目16-1（するが工房） ②静岡市葵区大岩町11-37（あおいの杜）
③焼津市焼津1丁目10-26（小麦市場）④藤枝市五十海353-2（Ｆ 富士屋藤枝五十海店）

TEL ①054-260-7820②054-297-3327
③054-620-8200④054-631-7618 URL www.peaterpan.jp



営業時間 7 30~19 20 定休日 年中無休

商品 各種フルーツ、フルーツ加工品

その他  自宅  配達 宅急便   配送        （要予約）

店舗PR等

身も心も満たされる美味しいフルーツでリフレッ
  ＆免疫力UP   自宅用以外  遠 
に住むご家族などへ当店のフルーツと共にお客
様のご希望の品（衣類やその他食品などはい
      ） 合   荷造   送 致 
   当店 来年 70周年     一同心
を込めて笑顔になるフルーツをチョイスさせて頂
きます。

その他 テイクアウト

店舗PR等

季節に合った海の幸、山の幸を活かした一品
料理  提供 旬 素材 小   亭   
はのレシピでおもてなしできるよう工夫していま
               店内営業 行 
      前日15時 21時頃 予約 是
非お願いいたします。

紹介営業店 安東 飲食　その他　84

店舗名 ふかざわフルーツ

住所 静岡市葵区安東1-22-2

TEL 054-246-6537 URL http://www2u.biglobe.ne.jp/~shigeki/

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　83

店舗名 小だるま亭

住所 静岡市葵区横田町2-1YYビル2F

TEL 054-272-8833 URL http://www.kodaruma.net/

営業時間 18:00 24:00 定休日 日曜日

商品 居酒屋料理(    系)



紹介営業店 安東 飲食　その他　85

店舗名 安東米店

住所 静岡市葵区安東2-20-24

TEL 054-245-1331 URL https://ankome.com/

営業時間 9 00~19 30 定休日 日曜、祝日

商品 無農薬、特別栽培、減農薬米を中心としたオリジナル米

その他 調味料 乳製品 菓子類 野菜果物等 食品

店舗PR等

当店では、注文ごとに個別精米、個別包装して高
品質・安心安全なお米の提供に努めております。
又  自宅 配送 承    藤枝 有機米生産
者との取り組みから生まれたオリジナル米の提供や
お米に関わるすべてについて専門性をもって商品開
発 炊飯技術 研究 行      自宅  実
践できる炊飯ノウハウを皆様にご提供いたしておりま
す。

紹介営業店 安東 飲食　その他　86

店舗名 大やきいも

住所 静岡市葵区東草深町5－12

TEL 054-245-8862 URL

営業時間 10:30 16 30 定休日 月曜日・火曜日

商品 焼 芋(10月中旬以降予定） 大学芋 静岡           氷

その他 当面の間は上記時間で営業。土日祝はテイクアウトのみでの対応です

店舗PR等

葵区⾧谷通  100年続 焼 芋     老舗 
焼き芋・おでんがメインですが、大学芋やおにぎりも
人気です。平常時でしたら、懐かしい雰囲気のある
店内での飲食を楽しんでいただきたいのですが、新
型コロナ渦の影響で当面の間は営業時間短縮、
土日祝          営業        不
便         是非一度 立 寄      



紹介営業店 安東 飲食　その他　87

店舗名 珈琲工房すがの

住所 静岡市葵区東草深町1-9

TEL 054-247-1567 URL http://www.sugano-coffee.com

営業時間 9 00~19 00 定休日 月曜

商品 自家焙珈琲豆オリジナルブレンド　ストレート豆、器具等販売

その他 ケーキ、焼き菓子販売

店舗PR等

駿府城公園     21近  喫茶店 経営
しております。珈琲豆を店頭にて販売しており
ます。お客様の好みに合う「一杯のおいしい珈
琲   自宅   客様 愉   頂   
  提供        是非 利用     

紹介営業店 八幡 飲食　その他　88

店舗名   国料理          

住所 静岡市葵区紺屋町6-13　松永ビル2F

TEL 054-253-5778 URL

営業時間 11 30 14 00
17 00 22 30（通常） 定休日 木曜日

商品   国料理 700円 

その他                ”        ” 大人気 700円 

店舗PR等

1992年            人    伴
  屋台料理  本格料理  現地 忠実 
再現するよう努めています。※コロナウイルス対
策のため、テイクアウト商品を販売しておりま
す。



紹介営業店 大里 飲食　その他　89

店舗名 かき氷カフェ　chuan

住所 静岡市葵区七間町14-7　馬場ビル１F

TEL 054-255-6099 URL

営業時間 11 00 20 00 定休日 毎週水曜日

商品     300円  抹茶  350円 

その他

店舗PR等

旬      静岡産 抹茶 焙 茶 使
用したふわふわのきめ細かいかき氷が堪能
    店 夏季    行列      
の人気店。テイクアウトできるドリンクメ
ニューも人気があります。ぜひご堪能下さ
い。

その他

店舗PR等

八剣伝の味をご家庭でも。
焼きとり丼580円(税込)
からあげ弁当 580円(税込)
その他単品メニューのテイクアウト可、事前にお
電話頂ければお待たせしません!

紹介営業店 瀬名 飲食　その他　90

店舗名 八剣伝　南瀬名店

住所 静岡市葵区南瀬名町瀬名4－22

TEL 054-267-7750 URL

営業時間  17:00 25:00 定休日 木曜

商品 お弁当・単品テイクアウト



商品 おでん

その他 ランチタイムは定食をご用意

店舗PR等

当店は葵区両替町にあるおでん居酒屋。
2月1日よりランチ営業を開始しました。定食をご用
意しております。ランチタイムは12時から開始、13
時半ラストオーダーとなります。ぜひご来店ください。
新型   対策   定期換気 行       
夜の居酒屋も引続きよろしくお願いします。

その他

店舗PR等

当店は、ゆったり気兼ねなく過ごしていただけるよう
アットホームで家庭的なお店作りを心掛けています。
気   明  女性店主 温   出迎    ♪
当店のメニューはその日の仕入れにより変わります。
おばんざいなどをはじめ、チーズダッカルビやスンドゥヴ
  本場 各国料理  用意          
気軽  立 寄      

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　92

店舗名 たけい

住所 静岡市葵区両替町２丁目5－3

TEL 054-253-1234 URL

営業時間 12:00 14:00
17:00~24:00 定休日 無休

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　91

店舗名 居酒家そら

住所 静岡市葵区常磐町1-4-3　玄南ときわビル2F

TEL 054-250-0355 URL http://izakaya-sora.com

営業時間 17:00~24:00(月 木)
17:00~25:00(金 土) 定休日 日曜日

商品 韓国料理



TEL 090-4854-6814 URL

営業時間 18:00 翌3:00 定休日   不定休

商品 静岡初熟成    取扱      

その他

店舗PR等

熟成さしみをメインに地方都市静岡ならではの
飲食（日本酒 刺身 野菜等） 提供  
一本裏通  入  隠 家的 居酒屋 
  消毒 光触媒施工      対策 
                利用   
   

営業時間 17 00 翌2 00 定休日 無し

商品 居酒屋

その他

店舗PR等

静清信用金庫本店様 西側   所  店 構
       板前 丁寧 仕込  旬 料理 静
岡純米酒を存分にご堪能ください。店内は随時ア
    消毒 行         広   店  
ので安心してお越しください。

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　94

店舗名 五色雲

住所 静岡市葵区駿河町4-2

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　93

店舗名 たぬき　昭和町本店

住所 静岡市葵区昭和町３－５　昭和ビル1F

TEL 054-253-1117 URL



店舗名 羅府

住所 静岡市葵区常磐町1-8-5　ブルックリンスクエア1F

TEL 054-251-0116 URL

営業時間 17:30 23:30 定休日 毎週水曜日

商品 和食・洋食なんでもある居酒屋

その他

店舗PR等
青葉       沿  昭和通 交差点近
  衣料品店 飲食店 入居  赤    
外壁の「ブルックリンスクエア」1階奥にあります。

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　95

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　96

店舗名 Goood

住所 静岡市葵区呉服町2-6-10 レイアップ呉服町ビル2F

TEL 054-292-5575 URL

営業時間 16:00 翌5:00
日 祝 14:00 24:00 定休日 不定休

商品 個室居酒屋

その他

店舗PR等

葵区呉服町のレイアップ呉服町ビル2Fと3　F
にて個室居酒屋①静岡地鶏センター ②和牛
アカデミーを運営しています。
全国 国産地鶏 使  料理 国産    
牛肉 使  料理 提供      



紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　97

店舗名 TK SEED

住所 静岡市葵区常磐町2丁目4-25 YCビル 202号

TEL 054-340-8116 URL

営業時間 19:00 28:00 定休日

商品 ダイニングバー（ダーツバー）

その他

店舗PR等

静岡市内にダーツバー3店舗(①EAGLE EYE②
Dragoon③OLIVAS)を運営しています。
場所はそれぞれ下記の通りとなります。
①葵区常磐町1-1-10 さつきビル2F
②葵区紺屋町12-5 カプチーノビル2F
③葵区両替町2丁目7-5 パレス4 2F

紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　98

店舗名 常磐酒郭　あかふくろう

住所 静岡市葵区常磐町1-7-2

TEL 054-253-6828 URL

営業時間 15:00 23:00 定休日 なし

商品 居酒屋

その他

店舗PR等

日本酒好きの方におすすめの、中華居酒屋です。
厳選した静岡各地の地酒と、そのほか珍しい地酒も
ご用意してます。また、本格鉄板中華を主に、味・
ボリューム共にこだわりぬいたメニューをご提供させて
       自宅 焼  冷凍餃子 販売   
      対策   消毒 検温 随時換気 取
り箸の廃止等最大限の配慮をしております。
※個室もご用意しています。



紹介営業店 本店営業部 飲食　その他　99

店舗名 おかずやmaspi

住所 静岡市葵区常磐町1-2-7冨井ビル3Ｆ

TEL 050-5452-0862 URL

営業時間 12:00 21:00 定休日 日曜日

商品 カフェレストラン

その他

店舗PR等

「おふくろの味」をコンセプトにした、お惣菜の注文も可能
なカフェ・レストランです。薬膳マイスター・野菜スペシャリス
  取得     栄養     考  献立     日
替わりおかずを手ごろな価格で提供しております。お子様
連  会食  女子会   利用         弁当
の注文も受け付けております。コロナ対策として消毒、検
温 随時換気 行       






























































