


 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
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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。


