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9:30 19 00 定休日 水曜日

店舗PR等

昭和10年創業 陶器店   店内  
全国各地の陶磁器を取り揃えており、
様々なテーブルシーンを彩る個性的な和
食器、洋食器などの器たちが家庭用、業
務用問わず勢ぞろいしています。また、結
婚祝いや出産祝いのギフト用もご用意して
います。

営業時間
商品 食器・陶磁器
その他

住所 静岡市葵区新通1丁目3-5
TEL 054-252-2131 URL www.yamasan-unno.co.jp

紹介営業店 本店営業部 その他 1

店舗名 山三海野商事

その他 ご注文はFAX054-252-2132またはメールec@yamasan-unno.co.jpでお願いします。

店舗PR等

           加工製品 制作 老舗    海野
商事」、「海野プラスチック」という呼び名で、創業当初より
皆様に親しまれております。新型コロナウイルス等感染症
の飛沫感染対策にマスクに直接くっつくアイガード（10枚
3,800円)、折りたたんで持ち運べる三面ガードパーテン
ション「バリアシリーズ」の取扱いを始めました。ぜひお試しく

Instagram @yamasan_unno
Facebook @yamasanunno

営業時間 8:30~17:30 定休日 日曜祝日
商品 マスクに直接くっつく「アイガード」、折りたたんで持ち運べる三面ガードパーテンション「バリアシリーズ」等

紹介営業店 本店営業部 その他 2

店舗名 日光陶器
住所 静岡市葵区横田町2-7
TEL 054-255-7075 URL www.nissenren-shizuoka.co.jp



店舗名 cur space yu-ha
住所 静岡市葵区通車町3-17
TEL 054-683-5359 URL

紹介営業店 番町 その他 3

その他 予約制

店舗PR等

2年半前 新規     個室       
  客様 安心   利用     空間 
          他 椅子 器具  都度
消毒をしています。またマスクを着用で作業さ
            是非 利用     

紹介営業店 番町 その他 4

営業時間 9:30~19:00 定休日 月曜日
商品 理容室 床屋

営業時間 9 00~17 00 定休日 土日祝
商品 雛人形、五月人形、雑貨類

店舗名 左京
住所 静岡市葵区幸町2-8
TEL 054-253-4828 URL https://sakyou.co.jp

その他 生地売り、マスク等も売ってます。

店舗PR等

全国でも数少ない雛人形工房。左京では厳
選された伝統工芸品のみを販売しています。
また、手作りの味・深みのある商品を提供して
ます。雛人形の技術、素材を活かしたブックカ
バーや御朱印帳も販売しています。ホームペー
ジでオンラインショップもあるので是非ご活用くだ
さい。



店舗名 クロロフイル美容教室 いづみ音羽町店
住所 静岡市葵区音羽町9-10
TEL 054-245-2293 URL

紹介営業店 八幡 その他 5

その他 化粧品販売、メイク指導

店舗PR等

高校生（男女）  70歳   方    愛用 
ただいております。様々な素肌トラブルにお悩みの
方、一層キレイをお望みの方のご相談をお受付して
おります。おうち時間が増えたことで、ストレス等によ
 肌               着用     
除菌 換気等 対策 行     対応     
だいております。是非、ご連絡・ご来店ください。

紹介営業店 片羽 その他 6

営業時間 10 00 20 00 定休日 日曜、祝日
商品 美容教室

営業時間 9 30 17 00 定休日 日曜・祝日
商品 布マスク:子供用300円・Mサイズ400円・Lサイズ400円・LLサイズ500円

店舗名 板橋電気店
住所 静岡市葵区若松町32
TEL 054-271-5227 URL

その他 電気販売店ですがマスクの販売もしております。

店舗PR等

様々な種類揃えております。浴衣地を使ったマ
スクは夏でも涼しく着用できます。3種類の大き
さがあるのでﾌｨｯﾄするサイズをお選びいただけま
す。感染防止の為店内にアルコール用意して
あります。



店舗名 Hair Clip Min（弥勒店）
住所 静岡市葵区弥勒2-6-13
TEL 054-291-4217 URL https://hair-clip-min.jp

紹介営業店 駒形 その他 7

その他 Hair Clip Min（本通店）
静岡市葵区本通8-1-2    tel:054-254-7289

店舗PR等

髪質改善、ヘッドスパ、縮毛矯正など「美髪」を叶え
るケアメニューが充実。毛先がパサパサ・髪が傷んで
 等髪     対   相談 聞  技術力 高
いカットでお客様にぴったりのスタイルをご提案いたし
ます。お客様の安心・安全の為に予約時間は他の
お客様の施術をしないなど様々な感染予防策の取
組みをしています。詳細はホームページをご覧くださ
いませ。

紹介営業店 駒形 その他 8

営業時間 9:00~18:00 定休日 月曜日・第2、第3火曜日
商品 美容業務全般（完全予約制）

営業時間 9:00~18:00 定休日 日曜日
商品 生活雑貨

店舗名 リビングさのや
住所 静岡市葵区駒形通4丁目11-16
TEL 054-255-9613 URL

その他

店舗PR等

駒形商店街にある地域密着型生活雑貨店
です。生活必需品のことなら品揃え豊富な当
店にお任せください。1,000円以上ご購入のお
客様には静岡市指定のゴミ袋をもれなくプレゼ
        外  行動 自粛      
 機会   自宅 料理用具 備品 見直



店舗名 リビングハウスとみやま
住所 静岡市葵区駒形通4丁目10-5
TEL 054-252-4001 URL

紹介営業店 駒形 その他 9

その他

店舗PR等

駒形通にあるアットホームな生活用品店です。当店
に来れば日常生活に必要なものは一通り揃いま
  静岡市内近郊（       行  範囲 
限 ）  無料配達 承       室内 過 
 時間 多 今   機会  自宅 備品    
  見直           不明 点    
     一度 電話     

紹介営業店 駒形 その他 10

営業時間 9:00~19:00 定休日 第2・第4日曜日
商品 生活用品販売・合鍵作成

営業時間 10:00~17:00(平日)
10:00~18:00(土日) 定休日 無し

商品 節句人形

店舗名 人形のみやひで
住所 静岡市葵区駒形通5丁目11-2
TEL 054-253-6940 URL miyahide.co.jp

その他 店頭販売・配送もできます

店舗PR等

昭和30年創業 業歴60年 超  老舗事
業   店頭販売  配送  行     雛
人形、五月人形、つるし飾りなど様々な商品
を取扱っています。職人技術の結集である静
岡産の雛具を是非ご堪能ください。



紹介営業店 駒形 その他 11

営業時間 9 00 18 00 定休日 木曜日
商品 生花販売

店舗名 斎藤生花店
住所 静岡市葵区駒形通４-2-23
TEL 054-251-3082 URL ｈｔｔｐｓ//saitouseikaten.hantown.net

店舗名 HAIR MAKE FAIRE
住所 静岡市葵区有永町3-33
TEL 054-247-6677 URL www.kirei-suteki.jp

その他

店舗PR等

静岡市葵区 駒形通4丁目商店街   老
舗生花店です。実は今、コロナウイルスの影響
でお花の値段が下がっているんです。この機会
に、おうち時間で生け花なんて始めてみてはい

 任       

紹介営業店 沓谷 その他 12

その他 完全予約制

店舗PR等

少人数      客様             
 仕上        施術  子様   年配 
方まで、一人ひとりに合わせたヘアスタイルメニューを
ご提案させていただきます。スタッフのマスク着用・指
手の消毒、使用器具や椅子・ドアノブなどにアルコー
 消毒 常時換気 行    安心   利用  
だけます。セット面は4席あり、席を空けて密を避け
るようにしています。

営業時間 ９時 19時 土日18時  定休日 月曜日・第３火曜日
商品 カット、カラー、パーマ、トリートメントなど



紹介営業店 沓谷 その他 13

営業時間 11:00 19:00 定休日 毎週火曜日
商品 手作り雑貨、アメリカン雑貨等

店舗名 カントリーマーケット・ルーシー
住所 静岡市葵区上土2-16-31
TEL 054-263-9006 URL www.countrymarket-lucy.com

店舗名 静清フラワー
住所 静岡市葵区川合3-14-23
TEL 054-265-3123 URL www.ss-flower.com

その他 ホームページから、インターネットでの注文もできます。

店舗PR等

「気取らない生活」をテーマにセレクトした雑貨
達をたくさん取り揃えております。ぬくもりのある
暮らしのお手伝いが出来たら光栄です。ここで
  出会   手作 雑貨  注目   是
非、ご来店ください。

紹介営業店 沓谷 その他 14

その他 全国への発送承ります。

店舗PR等

私たちお花屋さんは、ご購入して頂いた花たち
が届けられた方に喜ばれ、笑顔になるような愛
情あるお花をお届けしたいと思っております。園
芸品や胡蝶蘭はもちろん、花束やアレンジメン
ト、仏用お花も扱っております。

営業時間 8:30 17:00 定休日 木曜日
商品 生花



紹介営業店 城北 その他 15

営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日
商品     衣料       

店舗名 Kumari
住所 静岡市葵区北安東5-23-23
TEL 054-248-0430 URL https://kumari.eshizuoka.jp

店舗名 リビングかわらさき
住所 静岡市葵区北安東１－８－１６
TEL 054-246-2838 URL www.sawamoto.biz

その他 インターネット販売あり

店舗PR等

タイ・ネパール等、現地にてセレクトしてきた
衣料          扱      個
人店ならではの品揃えで皆様のご来店を
お待ちしております。

紹介営業店 城北 その他 16

その他

店舗PR等

生活雑貨 小売店      様 今年 
創業50年 迎     出来    小   
店で大きなサービスをモットーに皆様のご要望
 沿  品揃  日々努力    思    
 客様  笑顔 会話 楽     

営業時間 9 00 18 00 定休日 日、祝日
商品 生活雑貨



紹介営業店 城北 その他 17

営業時間 10 00 19 00 定休日 日曜日
商品 寝具全般、オリジナルマスク（布団の生地を使用）

店舗名 寝生活工房 ツチヤ
住所 静岡市葵区北安東5丁目３３－１０
TEL 054-247-4545 URL

その他 打ち直し、羽毛ふとん御直し

店舗PR等

創業1915年 永年 亘 地域密着 商  続 
ております。寝具製作1級技能士として県知事賞、
知事褒状、全技連マイスターの３つの称号を取得
しました。コロナ禍の下、健康維持のために健やかな
眠りをお届けします。また、布団の生地を使用したオ
リジナルマスクも販売しています。布団の生地は通
気性 良       暑 季節  快適   

紹介営業店 城北 その他 18

営業時間 10 00 18 00 定休日 土曜、日曜、祝日
商品 ストレッチ、UV加工 洗えるマスク

店舗名 静岡帯裁工所
住所 静岡市葵区上足洗2-7-6
TEL 054-246-0167 URL sizuokaobi.base.shop/

その他 店頭、ネット販売のみ

店舗PR等

当社 長年培   帯仕立  技術 生 
し、マスクの製造販売をしております。お近くに
 越  際  是非 立 寄         
白 黒     水色          1組2枚
入り（同色のみ）



営業時間 10 00 19 00 定休日 不定休
商品 リラクゼーションエステティックサロン
その他 完全予約制のプライベートサロン

店舗PR等

閑静 住宅街          癒     今回特別
 静清信用金庫HP限定      用意  頂   
た。フットセラピー＆トゥリーディング(合計120分程)通常
12,000円→6,800円、足首下のマッサージ60分/トゥ
      30分 60分※ﾄｩｰﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ   足 指 
ら今までの生き方や今の状況等を読み解くｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞに
なります。予約時  静清信用金庫 HP  見  伝 
てください。他メニュー等はホームページをご覧ください。

紹介営業店 瀬名 その他 20

店舗名 THE WHITE BEARS (ザ ホワイトベアーズ)
住所 静岡市葵区瀬名中央4-7-54 プラーサ瀬名７号
TEL 054-264-4520 URL thewahitebears.com

店舗名 b.ｂ.Ｏno （バーバーオノダ）
住所 静岡市葵区瀬名川1丁目28-1
TEL 054-261-1686 URL

紹介営業店 瀬名 その他 19

その他

店舗PR等

明るく気さくな夫婦で経営しており、地元から
愛   理容室 目指       新型  
ナウイルスの影響によりお客様が減っておりま
す。新型コロナウイルス対策として、随時換気
 行     客様同士 隣同士      
う座席の減少、従業員のマスク着用、店内及
 器具 消毒 徹底 行          
お待ちしてます。

営業時間 8 00 18 30
（日曜 祝 18 00） 定休日 月曜日・第２第３火曜日

商品 理容室



営業時間 9 00 18 30 定休日 月曜日・第２第３火曜日
商品 床屋
その他 完全予約制

店舗PR等

昭和６１年  現店舗   瀬名川 店 
オープン。地元から愛される床屋として、34
年 職歴 長  確  技術 理容 承  
す。コロナ対策として現在、お客様同士が接
触しないように、同時間帯に１人のみの施術
となります。予約制ですので、お電話にてお問
い合わせの上、ご来店ください。

紹介営業店 瀬名 その他 22

店舗名 ヘアーサロン・フサ
住所 静岡市葵区瀬名川2-4-37
TEL 054-262-3785 URL

営業時間 8 00 18 00 定休日 木曜日・日曜日（午後）
商品 花束、フラワーアレンジメント
その他

店舗PR等
お客様の要望に合わせた花束、フラワーアレン
ジメント等各種取り扱っております。フラワーア
レンジメント教室や野外販売、各種イベントの
企画 行       是非  利用     

紹介営業店 瀬名 その他 21

店舗名        花便     花店
住所 静岡市葵区瀬名中央4丁目1-14
TEL 054-264-6993 URL https://fhmaruso.com



営業時間 10:00 18:00 定休日 HP営業カレンダー参照
商品 ひなせいオリジナルマスク販売600円/@（まとめ買い500円/@）
その他 雛人形(1/3 2/24) 五月人形(3/1 4/24)

店舗PR等

 子様 健   成長 願  日本     習 
   節句             客様 思  
「雛飾り」、「五月飾り」に込め、熟練の職人がひとつ
ひとつ丁寧に手作りしている、地産・地商品です。コ
ロナの感染拡大に伴い、当社ではオリジナルマスクを
販売しております。おしゃれでかわいいマスク取り揃え
     客様   反響 大     気軽  立
ち寄りください。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他 24

店舗名 ひなせい
住所 静岡市葵区新伝馬1丁目８－９
TEL 054-271-6311 URL http://www.hinasei.com

営業時間 9時 18時 定休日 月曜

商品 セフィーヌ メイクアップキープミスト/ノティオ モイスチャーバーム
その他    着用              

店舗PR等

セフィーヌ メイクアップキープミス 2,800円
(税抜 )４  効果  花粉      
クにつかない・メイクキープ・保湿・肌荒れケ
ア、ノティオ モイスチャーバーム 1,780円
(税抜き) 高機能ハンドケア、敏感肌、乾
燥肌     対応  消毒荒  方  

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他 23

店舗名 hair make shou shou
住所 静岡市葵区安倍口新田519-6
TEL 054-295-6873 URL www.chouchou2019.com/



営業時間 平日9:00 12:30 14:30 19:00
土曜9:00 12:30 14:00 17:00 定休日 木・日・祝

商品 一般歯科 小児歯科 訪問診療
その他 新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しております

店舗PR等

当院  小児 成人 対象  訪問診療  地域 密
着  診療 行       分     丁寧 説明 
痛   治療 心        当院 使用物品   
スポーザブル(使い捨て) 製品を用い、機材は全てオート
グレーブ滅菌しており、随時院内消毒も徹底しておりま
す。コロナウイルスの感染防止対策として予約を調整し、
待 時間 極力短     努        自宅等 
 訪問診療 行         気軽  問 合  
下さい。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他 26

店舗名    歯科     
住所 静岡市葵区新伝馬3-23-32
TEL 054-250-8194 URL http://www.wakaba-shika.net

営業時間
平日 9 00 18 00
土 祝 9 00 16 00
日 9 00 13 00

定休日 木曜日
商品 生花・フラワーアレンジメント
その他

店舗PR等
花束、アレンジ、鉢花、慶弔生花など、ご用
途・ご予算を連絡してご予約頂ければ、お待た
せせずにお渡しできます。市内配達・国内発
送 承     気軽  問合 下   

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他 25

店舗名 フルールあき
住所 静岡市葵区新伝馬２丁目10-21
TEL 054-272-0288 URL https://s.ekiten.jp/shop_1210623.amp/



営業時間  本店9:30 19:30
 小黒店10:00 19:00 定休日 水曜日

商品 かけ布団・敷き布団・まくら・布団のお直し、リフォーム等
その他 手作りマスク販売しております

店舗PR等

当社は、静岡市の葵区と駿河区で地域に密着した
唯一 東京西川    専門店    客様一人
ひとりに寄り添い、寝具の悩み、眠りの悩みにお応え
し、健康で快適な生活を送って頂くためのお手伝い
    店 目指      睡眠 免疫力向上
 大  関       皆様 睡眠    良質 
なるようご提案させていただきます。お気軽にご来店
下さい。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他 28

店舗名 綿久リビング
住所   本店 静岡市葵区新伝馬1-11-65

小黒店 静岡市駿河区小黒3-11-15

TEL 054-271-1512 URL http://futon-watakyu.com

営業時間 9:00 17:30 定休日 月曜日・第1、3日曜日
商品 手作りマスク 300円
その他 立体    西村大臣風     子様   

店舗PR等
常時15種類以上揃えております。柄は常に
変     早 者勝  尚 感染予防  
め、お客様にはマスクを付けさせて頂き施術
中 安心  御来店     

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他 27

店舗名 美容室 Mint hair ミントヘアー
住所 静岡市葵区足久保口組390-3
TEL 054-296-5633 URL



営業時間 8:00 18:00 定休日 日曜・祝日
商品    販売 修理 交換
その他 タイヤ専門店(各種タイヤメーカー取扱店・アルミホイール及びカー用品)

店舗PR等

タイヤの事なら横山タイヤ商会にお任せくださ
  信頼    国産海外産    取 
扱っており、皆様の安心安全を願い迅速なタ
  交換 行      乗用車  大型 
ラックまで、タイヤに関する様々なご相談を承り
ます。お気軽にご来店ください。スタッフ一同お
待ちしております。

紹介営業店 本店営業部 その他 30

店舗名 横山タイヤ商会
住所 静岡市葵区長沼2丁目14-22
TEL 054-261-6090 URL yokoyamatire.webcrow.jp

営業時間 8:00 18:00 定休日 月曜日・火曜日
商品 床屋
その他 お電話にて問い合わせのうえ、ご来店ください。

店舗PR等

当店は葵区横田町にある地域密着型の床屋
     道60年以上 経験 活   確 
な技術でお客様にあった散髪をご提案しており
      対策   随時喚起 行     
す。お気軽にお問合せください。ご来店をお待

紹介営業店 本店営業部 その他 29

店舗名 ヘアーサロン モチヅキ
住所 静岡市葵区横田町5-28
TEL 054-254-7717 URL



営業時間 10:00 19:00 定休日 月曜 年末年始
商品 アイガード・マウスガード
その他 剣道のコロナウイルス対策アイテム

店舗PR等

葵区東町  剣道具 販売 行       大正7年
 創業以来百余年 経験 生   常  客様本位 
わかりやすい武道具選びを心掛けております。皆様のお
役 立         対策              
      用意     私共  役 立       
皆様にのもとにお届けできるよう、より一層精進してまいり
          禍 一緒 乗 切          

紹介営業店 本店営業部 その他 32

店舗名 寺田武道具店
住所 静岡市葵区東町36-10
TEL 054-254-6516 URL terada-budogu.info

営業時間 8:30 18:30 定休日 日曜・祝祭日
商品 日用品・雑貨店
その他 日用品・工具などの専門用品・台所用品など

店舗PR等

横山商店は葵区横田町にある日用品雑貨店で
  創業130余年 迎 笑顔 老舗商店 守 続
けています。店内には各種洗剤やティッシュペーパー
などの日用品から工具などの専門的なアイテムまで
数えきれない商品が並んでいます。鍋・フライパンな
どの台所用品も豊富です。お探し物がありましたら、
    気軽  問合      

紹介営業店 本店営業部 その他 31

店舗名 横山商店
住所 静岡市葵区横田町10-2
TEL 054-252-8281 URL



紹介営業店 本店営業部 その他 33

店舗名 TRAVEL BOOK STORE
住所 静岡市葵区上石町5-8 クレッシェンド上石町1F
TEL 054-270-8600 URL https://www.big-advance.site/s/124/1529/company

営業時間 10:00 18:00 定休日 日曜・祝日
商品 輸入車販売（    車専門店）
その他

店舗PR等

    車専門店    新車 新古車(     
者)    向 (並行車等)共 旬 話題性  
車種(新型車 限定車) 取 扱      
    車 精通                客 
まのご要望をお伺いし、最高の1台をご提案させて
いただきます。


