
コロナに負けるな！
頑張るお店の応援団

静清信用金庫 頑張る個店紹介パンフレット

静岡市葵区 編



 Index（静岡市葵区 飲食ー和食）
店舗名 紹介営業店

1. 天文本店 本店営業部
2. ①浮月楼 ②レストラン浮殿 本店営業部
3. 寿し鐵おおしお 安東
4. 安田屋本店 横内
5. 巴寿し 横内
6. そば処 三好屋 番町
7. 安西寿 鐵 番町
8. 鮨 矢柄 番町
9.  野鮨 八幡
10. 月の音。 八幡
11. しずや 用宗/用宗駅前
12. うなぎの篝火 片羽
13. 遊蕎庵 無 片羽
14. はあといん 魚勝 片羽
15. 魚武 片羽
16. お寿し屋なるかわ 駒形
17. 戸隠  駒形
18. 五月庵 駒形
19. 三六 駒形
20. 料理 樹 駒形
21. 天峰 研屋町
22. 寿し割烹 八千代 寿し鐵 研屋町
23. 府中かしわで 研屋町
24. 戸隠 呉服町店 大里
25. しずおか魚市場直営店 沓谷
26. 千代田 吉野鮨 沓谷
27. 宝寿司 沓谷
28. そば処新ばし 城北
29. 割烹林 瀬名
30. 割烹 柊 伝馬町新田/安倍口
31. 戸隠   松富店 伝馬町新田/安倍口
32. 山惣安倍口店 伝馬町新田/安倍口
33. 石ヶ谷そば店 伝馬町新田/安倍口
34. 鷹匠すだち 丸子/向敷地
35. 天丼てんや ①葵タワー店、②東静岡店、③唐瀬店 草薙
36. とみ井 本店営業部
37. 割烹 辻 本店営業部
38. 寿し鐵おおしお 安東
39. 海鮮道楽 丼丸①瀬名川店 ②静岡宮竹店 ③島田中河町店 ④静岡呉服町店 瀬名
40. 鮨処 陣太鼓 本店営業部



41. そば処 田中そば 沓谷
42. 手打ち そば処 かぶと 沓谷
43. 入船鮨本店 本店営業部
44. 手打ちそば やお源 本店営業部
45. 武蔵 本店営業部



URL https://fugetsuro.co.jp

営業時間 11:30~12:30 定休日

URL tenbun－shizuoka.com

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 1

店舗名 天文本店
住所 静岡市葵区七間町14-3
TEL 054-252-0510

11 00 14 30
17 00 21 00

紹介営業店 本店営業部

その他 テイクアウト、出前取扱い

店舗PR等

創業明治12年 老舗天婦羅専門店   
桜海老   揚 丼     桜海老 使 
  茶漬  鰻 名物   出       
  当店     天茶   食  来   
方 多          2018年12月  新
店舗  営業始  新  気持  老舗 味
を守り続けております。

営業時間 定休日
商品 鰻丼 天丼 桜  丼 各弁当他 1000円 

店舗名 ①浮月楼 ②レストラン浮殿
住所 静岡市葵区紺屋町11-1

飲食 和食 2

TEL

商品 ①旬菜彩り弁当 3,000円（税別)
その他

店舗PR等

当店では新型コロナウイルス感染症拡大
防止   通常営業 変更       
トのお弁当をはじめます。2日前の18時迄
のご注文をお願いします。1回のご注文は5
 30個   10個以上 配達可能 
す。（葵区・駿河区）

054-252-0131



商品 昼    900円~
にぎりのおまかせ5,000円、にぎりと肴のおまかせ8,000円等各種

住所 静岡市葵区浅間町1-36
TEL 054-245-1381 URL

店舗名 安田屋本店
住所 静岡市葵区横内町53－1
TEL

その他

店舗PR等

静岡浅間神社からすぐ近くの寿し屋です。地
元駿河湾の魚介類と季節の食材を中心にし
 料理  寿司  予約   出前      
 対応 承         是非 利用 願
い致します。ご予算などお気軽にご連絡くださ
い。

紹介営業店 横内 飲食 和食 4

営業時間 11 30~14 00
17 00~21 00 定休日 水曜日

紹介営業店 安東 飲食 和食 3

店舗名 寿し鐵おおしお

その他

店舗PR等

創業慶応3年（150年以上 歴史   老
舗で、徳川慶喜公、山岡鉄舟、勝海舟、高
橋泥舟 立 寄  店   有名） 永年
培    老舗   味 是非 堪能頂  
い。現在はテイクアウト販売を実施中。

営業時間 11 00 20 30 定休日 毎週木曜日、第3水曜日
商品 そば

054-245-0981 URL



紹介営業店 横内 飲食 和食 5

その他

店舗PR等
美味しくて、おもてなしもあたたかいお寿司屋さ
ん。2階には座敷席のご用意もあり、ご家族で
もご来店頂けます。テイクアウトをやっております
   是非  機会  利用下   

紹介営業店 番町 飲食 和食 6

営業時間 11:00 14:00
17:00 21:00 定休日 水曜日

商品 寿司店

店舗名 巴寿し
住所 静岡市葵区巴町68
TEL 054-246-1919 URL

その他 出前あり

店舗PR等
      90年地元 愛     当
店。そば、うどんだけでなく、天丼やカツ丼、
定食といったご飯類もあります。出前も承り
    是非 利用     

営業時間 11:00 14:00
16:00 19:30 定休日 木曜日

商品 そば、うどん、定食ご飯類、中華麺

店舗名 そば処 三好屋
住所 静岡市葵区幸町1-13
TEL 054-253-0914 URL



紹介営業店 番町 飲食 和食 7

店舗名 安西寿 鐵

紹介営業店 番町 飲食 和食 8

店舗名 鮨 矢柄

その他  持 帰  出前 行       

店舗PR等

永      安西寿 鐵  営業     
す。地元駿河湾の地魚を中心に仕入れ、安
心・安全を心掛けています。皆様に美味しく召
し上がっていただくよう昔ながらの仕事をしてい
   是非 持 帰  出前  利用   
い。

営業時間 11:00 14:00
17:00 22:00 定休日 水曜日

商品  寿司（上寿司1,700円 並寿司1,100円     2,000円 ）

住所 静岡市葵区安西4丁目52
TEL 054-252-4407 URL

その他

店舗PR等

約40年地元静岡市 愛     当店 皆
様 安心   利用         店頭 
の食事だけでなく、出前や持ち帰りでの提供も
       近  立 寄  際    利
用ください。

営業時間 17:00~23:00 定休日 月曜日
商品 寿司 一品料理

住所 静岡市葵区幸町24-6
TEL 054-254-7616 URL



紹介営業店 八幡 飲食 和食 9

紹介営業店 八幡 飲食 和食 10

店舗名 月の音。

その他

店舗PR等

長い伝統にささえられた 野鮨独自の味
に自信をもっております。四季折々の旬の
味を存分にご賞味下さい。新型コロナウイ
ルス感染防止、３密を避けるため、テイク
アウトも対応させていただいております。価
格については、相談願います。

営業時間 平日 17:00~22:00
土曜 17:00~21:00 定休日 日曜・祝祭日

商品 寿司

店舗名  野鮨
住所 静岡市葵区伝馬町8-14
TEL 054-252-1026 URL

その他 まずは電話にてご連絡ください。

店舗PR等

 好評    持 帰 始     商標登
録いただいたフランスパンの宝箱や穴子のミル
     含   他料理  寿司  持 帰
        2000円 握 寿司    
寿司をお作り致します。生物が苦手な方向け
のお弁当もございます。各企業やご家庭にもお
届け可能です（要相談）。仕入れ状況に
よってお寿司のネタは変わります。

営業時間 電話17:30 24:00 定休日 日、祝日 ※定休日でもご相談に応じて

商品 握り寿司、ちらしずし、フランスパンの宝箱

住所 静岡市葵区両替町2丁目６－４ ジェードビル１F
TEL 054-253-5768 URL https://www.hotpepper.jp/strJ000023545/



紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食 和食 11

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  
だわりの干物、手づくりのお惣菜を取り揃えてい
ます。

紹介営業店 片羽 飲食 和食 12

営業時間 10:00 17:00 定休日 日曜日
商品 釜      生   （天候   ）  刺身 干物  惣菜

店舗名 しずや
住所 静岡市葵区鷹匠2丁目10－28
TEL 054-273-1660 URL

営業時間 11 00 19 00 定休日 火曜定休(臨時休業有 ）
商品 上鰻蒲焼き2,050円 中鰻蒲焼き1,520円

上うなぎ弁当2,280円 中うなぎ弁当1,800円（税抜）

店舗名 うなぎの篝火
住所 静岡市葵区安倍町16-5
TEL 054-245-4110 URL http://r.goope.jp/unagi-kagaribi

その他 ご予約は前日までに店頭またはお電話にてお願い致します。

店舗PR等

静岡市葵区 浅間神社前  昭和61年  
営業。地域の方々に愛される暖かな雰囲気の
鰻専門店です。店主がふっくらと蒸した鰻に甘
     3度   丁寧 焼 上  自慢 
鰻をお届けいたします。皆様のご来店を心より
お待ちしております。



紹介営業店 片羽 飲食 和食 13

紹介営業店 片羽 飲食 和食 14

営業時間 11:30~14:30
17:30~19:30 定休日 木曜定休

商品 生そば 一人前850円 三人前2400円 五人前4000円

店舗名 遊蕎庵 無
住所 静岡市葵区大岩本町27-6
TEL 054-200-0606 URL http://tabelog.com/shizuoka/A2201/A220101/22006666/

その他 生   持 帰 可能 駐車場有  

店舗PR等

麻機街道沿  城北公園  近    手打
蕎麦 専門店 民芸調 店内  中央 囲
炉裏    落 着  雰囲気      
  蕎麦粉 国内産（北海道）   使用
  二八蕎麦        駿河小鉢 蕎
麦弁当 鬼   等豊富  用意     
  厳選材料 仕上  蕎麦    賞味 
ださい。

店舗名 はあといん 魚勝
住所 静岡市葵区片羽町53番地
TEL 054-271-377７ URL http://uokatsu-web.jp/

その他  弁当 金曜 土曜 日曜   宅飲      金曜 土曜 日曜 夕方限定販売   前日 
お昼までにご予約ください。

店舗PR等

浅間神社にほど近く、「うおかつつかおう」でおな
じみの「はあといん魚勝」。今回は特別メニュー
  弁当   得 宅飲     販売  
  宅飲      料理＋寿司 今    
ル1本付でお得です。素材の風味を生かした
旬 料理  外食気分 贅沢  堪能   
い。

営業時間 9 30 17 00 定休日 水曜定休（臨時休業  ）
商品 ご予約弁当 1,200円 1,800円 2,000円（税別）

1日10   限定 宅飲     4,000円（税込）



営業時間 11:30~23:00 定休日 月曜日
商品 鮪丼、チラシ
その他 ランチのテイクアウト販売しております

（当日11時までのご予約のみとさせて頂きます）

店舗PR等

両替町 店 構     寿 屋           
     始     本格的  寿司  家庭 
楽しむことが出来ます。南鮪中トロと赤身の鮪丼(1
日10食)税込2000円、特製バラチラシ(ご飯大盛
りサービス)税込1000円、 鮪漬け丼税込1200
円、全品お持ち帰り用お吸い物付き

商品 各種お弁当・お惣菜
その他 配達 承      (10個以上 )

店舗PR等

当地  営業年数70年以上 誇 日本料
理店 老舗 四季 旬彩艶   素材 旨
味を吟味した魚武自慢のお弁当。各種ご会
合などの昼食にいかがでしょうか。前日までに予
約注文をお願いします。

紹介営業店 駒形 飲食 和食 16

店舗名 お寿し屋なるかわ
住所 静岡市葵区両替町1-5-2 グランドメゾン両替町101
TEL 054-221-1689 URL http://sushi-narukawa.com/

URL http://uotake.xsrv.jp/

営業時間 9:00   21 00 定休日 なし

紹介営業店 片羽 飲食 和食 15

店舗名 魚武
住所 静岡市葵区籠上3-36
TEL 054-271-1287



店舗名 五月庵
住所 静岡市葵区上石町6-12
TEL 054-253-2257 URL

営業時間 11:00~14:00
17:00~21:00 定休日 日曜、祝日

商品 そば、丼物
その他

店舗PR等

静岡市葵区上石町にて、優しい味のそば、丼
物、定食を提供しております。コロナ対策を実
施 営業          立 寄    
  近隣    出前  対応      是
非御利用下   

TEL ①252-9470 ②273-3815
③201-9320 URL https://togakushisoba.jp

営業時間 11:00~20:00 定休日 無休
商品 そば、丼もの
その他 テイクアウト（丼もの、磯おろし）、磯おろしキット

店舗PR等

葵区清閑町 創業 60年  磯     中
心に伝統の味を守りながら、清閑町本店、呉
服町店、ＪＲ静岡駅店の3店舗で営業して
おります。
「磯おろしキット」を新発売しました。看板メ
       磯     味 是非自宅  堪
能下   

紹介営業店 駒形 飲食 和食 18

紹介営業店 駒形 飲食 和食 17

店舗名 戸隠  
住所 ①清閑町本店 葵区清閑町12－1 ②呉服町店 葵区呉服町2－1－1

③ＪＲ静岡駅店 JR静岡駅ＡＳＴＹ内



商品 弁当2,000円  ※ 予算 応   作     
その他 前日までにお電話ください。

店舗PR等
東京 老舗料理屋 修業   親方 作 
料理 絶品          始     
   自宅 料亭 味  堪能     

その他 弁当は前日までにお電話ください。

店舗PR等

1974年  続 老舗 居酒屋       
ウトの弁当も承っております。看板商品のうな
重は絶品です。お持ち帰りのお弁当を始めまし
た。5種類ご用意しております。ぜひ、ご堪能く

紹介営業店 駒形 飲食 和食 20

店舗名 料理 樹
住所 静岡市葵区紺屋町13－6
TEL 054-273-1121 URL http://tatsuki-shizuoka.owst.jp/

営業時間 17 30 23 00 定休日 日曜・祝日

紹介営業店 駒形 飲食 和食 19

店舗名 三六
住所 静岡市葵区稲川3－6－24
TEL 054-282-7987 URL http://nbrd100.gorp.jp

営業時間 17:00 22 00 定休日 月曜日
商品   重2,000円     他 弁当1,000円前後



TEL 054-255-5511 URL http:/www.y-sushitetsu.net

営業時間 11 00 14 00
16:30 22:00 定休日 水曜日

商品 握 寿司    寿  刺身盛 合   他
その他 お持ち帰り寿司を取り扱っております

店舗PR等
明治期創業 100年以上続 寿司屋 静岡
の駿河湾地魚ネタや厳選した新鮮な食材を
使って、心を込めて美味しく仕上げています。
ぜひ極上の寿司をお楽しみください。

営業時間 11:00 14:00
16:30 19:00 定休日 木曜日

商品 鰻弁当2,200円 3,900円 天丼弁当700円 蒲焼  他
その他

店舗PR等
1904年創業     明治 大正 昭和 平
成   令和    継 足   甘  蒲焼
のタレは、家族何代にも愛されている味で、ご
年配 方   子様  喜        

紹介営業店 研屋町 飲食 和食 22

店舗名 寿し割烹 八千代 寿し鐵
住所 静岡市葵区八千代町63－4

紹介営業店 研屋町 飲食 和食 21

店舗名 天峰
住所 静岡市葵区駿河町6-3
TEL 054-255-0131 URL http://www.tenmine.com/



その他 前日までに要予約

店舗PR等
静岡のまちで愛され続ける「磯おろし」をはじ
  様々      提供  老舗 蕎麦屋 
 持 帰       家庭  戸隠 味 堪
能してください。

紹介営業店 大里 飲食 和食 24

店舗名 戸隠 呉服町店
住所 静岡市葵区呉服町2-2-19
TEL 054-255-6750 URL

営業時間 11 00 19 00 定休日 毎週木曜日
商品 持 帰 蕎麦2人前1400円 (茹      用意    )

店舗名 府中かしわで
住所 静岡市葵区呉服町2-5-21 ノザレビルB1
TEL 054-260-6330 URL https://iwao.jp

営業時間 11:00~14:00 （   ）
17:00~23:00（    ） 定休日 基本なし

商品                 茶飯 鮭     蒸籠蒸 飯 880円 
その他 宅  宴会   2,000円       詳   URL  

店舗PR等

静岡 食材 使用  職人 知識 技術 
繋いでいこう がコンセプトの創作和食店舗。
県内産   粉 練 込  名物 金 粉 
うめん・そば」など当店でしか味わえないメニュー
が目白押し 

紹介営業店 研屋町 飲食 和食 23



営業時間 11:30 14:00
17:00 22:00 定休日 毎週月曜日・第3火曜日

商品 単品        料理 出前 ﾃｲｸｱｳﾄ 写真         出前 OK   

その他 現状、出前、テイクアウトも受け付けています。

店舗PR等

吉野鮨 日本料理 古 良    大切  
ながら、新鮮さを常に忘れず四季をお届けしま
  繊細 美  優  素材 料理     
した。旬の素材でしか出せない味の移ろいを是
非ご堪能ください。現在、お客様のご来店も従
来にやや戻りつつ、店内はコロナ感染対策につ
とめ、営業させて頂いております。

商品 魚介料理 海鮮料理    実演販売 他
その他  刺身 干物   店頭陳列商品  店内  召 上              

店舗PR等

静岡魚市場直送 鮮度抜群 魚 使用  昼 定食 
夜は居酒屋。昼過ぎから夕方にかけて静岡名物「まぐろ」
 実演販売 実施 店頭         新鮮  刺
身 干物           飲食 物販 療法兼 備
   店   新鮮 魚 使  絶品 丼  刺身  
      始           自宅        
  ※    (価格 内容) 仕入状況    変更 
なる場合がございます。

紹介営業店 沓谷 飲食 和食 26

店舗名 千代田 吉野鮨
住所 静岡市葵区川合２丁目1-17
TEL 054-261-9830 URL

営業店名 沓谷 飲食 和食 25

店舗名 しずおか魚市場直営店
住所     店(葵区黒金町54-3    東館) 葵   店(葵区紺屋町17-1葵   B1F)

TEL 054-291-6171(アスティ店)
054-204-1808(葵タワー店) URL https://shizuokauoichiba.jp

営業時間 11:00~22:00
（当面 間  20:00迄） 定休日   （年中無休）



店舗名 そば処新ばし
住所 静岡市葵区安東3-20-32
TEL 054-245-3909 URL https://www.facebook.com/kinenhimaenosobaya/

営業時間 11:00 14:00
17:00 20:00 定休日 木曜日、第3水曜日

商品 そば、丼
その他 持ち帰り(生そば・茹でそば選べます)、夜のみ出前あり(別途300円)

店舗PR等

創業50年 越  地元 方々 支  頂
いております。せいろそばは関東風の辛め
のつゆで、ぶっかけおろしは少し甘めのつゆ
で、温かいそばはシンプルなかけつゆで、こ
だわりの味をお楽しみ下さい。かつ丼・天丼
 人気    

TEL 054-262-8617 URL
営業時間 11:30~13:00

17:00~22:00 定休日 水曜日
商品 寿司
その他

店舗PR等

当店は静岡市葵区沓谷にあるお寿司屋
です。かつおの漬け、穴子などおすすめの
握りだけでなく、おつまみとして提供している
生ホタルイカのリゾットがお客様から人気を
集めております。美味しいお寿司とおつまみ
  堪能     並寿司 1,130円 上
寿司 1,720円 特上寿司 2,480円

紹介営業店 城北 飲食 和食 28

紹介営業店 沓谷 飲食 和食 27

店舗名 宝寿司
住所 静岡市葵区沓谷4丁目16-4



営業時間 11:00 14:00
17:30 22:00 定休日 木曜日

商品 季節ごと限定弁当の取扱い
その他 ＜和食           ＞    他 単品料理有  飲 物    /焼酎/日本酒/   

等各種有  子様  飯   有 季節 入荷状況    料理変更有 

店舗PR等

令和1年10月     日本     匠 
技が織りなす和の空間で温かいお食事をお楽
  頂    和食歴27年 料理長 惚  
  静岡 食材本来 味 活   調理法 
見出 最高     盛 付  季節  限
定弁当をご提供致します。

その他

店舗PR等

四季折々 日本料理  楽       
す。テイクアウト懐石弁当を始めました。・本格
懐石弁当1,100円(税込)2人前    本
格懐石     2,200円 (税込)  渡 
時間(店舗   渡 )昼 11:30 
13:30 夜 17:00 22:00

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食 和食 30

店舗名 割烹 柊
住所 静岡市葵区七間町13－11 1階
TEL 054-271-2227 URL https://shizuoka-hiiragi.com/

紹介営業店 瀬名 飲食 和食 29

店舗名 割烹林
住所 静岡市葵区瀬名中央４－７－１２
TEL 054-265-8888 URL

営業時間 昼 11:30 13:30
夜 17:00 22:00 定休日 日曜日

商品 本格懐石弁当・本格懐石オードブル・他お持ち帰り



店舗名 山惣安倍口店
住所 静岡市葵区安倍口新田517-5
TEL 054-296-6667 URL

営業時間 11:00 14:00
16:30 20:00 定休日 木曜日

商品 蕎麦     丼類 定食等
その他 出前を承っております

店舗PR等
安倍口団地入口  昭和54年 創業   
良 商品   安価 提供          
営業       出前 注力  行     
すので、よろしくお願い致します。

TEL 054-251-3921 URL
営業時間 11:00~14:00

17:00~19:00 定休日 木曜日
商品 店のメニュー全て
その他 テイクアウト取り扱い

店舗PR等

丼ものやお得なセットなど様々なメニューをご用
意しております。名物「磯おろし」などお店のメ
   全            作 立   
提供いたします。生そばのご提供もございま

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食 和食 32

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食 和食 31

店舗名 戸隠   松富店
住所 静岡市葵区松富1-3-3



その他 テイクアウト取り扱い

店舗PR等

創業55年 地元 愛  続     店  
ば、天ぷら等の味はまさに絶品です。お昼はラ
ンチもやっており、ご飯ものを頼んでいただいた
方  小   蕎麦     付      
地元で愛され続けている味を皆様もご堪能くだ

その他

店舗PR等

営業時間 11 30 14 00（LO13 00）
17 30 22 00（LO21 30） 定休日

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食 和食 34

店舗名 鷹匠すだち
住所 静岡市葵区鷹匠2丁目12-1丸山ハイツ
TEL 054-221-1550 URL www.takajyo-sudachi.com/

日曜・祭日
商品 （昼）月替わり会席コース3,300円、盛り込み会席2,500円（夜）すだちコース5,000円、旬香

コース3,500円、弁当2,500円※弁当2日前迄要予約※すべて税別

老舗料亭 修業     2008年12月 鷹
匠にオープンしました。その季節でなければ味わ
う事ができない、香り・食感・風味・余韻をその
ままお楽しみいただけるよう、素材選びには心
       現在  弁当 持 帰 行  
    詳   HP御覧頂   上記電話番
号までお問合せ下さい。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 飲食 和食 33

店舗名 石ヶ谷そば店
住所 静岡市葵区昭府1-17-20
TEL 054-271-7775 URL

営業時間 11:00~14:15(L.O)
17:00~19:45(L.O) 定休日 木曜日

第3水曜の午後

商品 各種そば、うどん、丼もの



営業時間 ①11 22:00
②③11 23 00 定休日 年中無休

商品 各種天丼（テイクアウト）
その他 上記営業時間 通常営業時間 新型        影響    営業時間 変更   場合      詳   各店  問 合  下   

店舗PR等
    天  油  植物油100%    
「コレステロールがゼロ」日清Oillioから特注し、
軽い風味とサクサク感、ビタミンEが豊富に含ま
れている健康的な植物油を使用しています。

紹介営業店 草薙 飲食 和食 35

店舗名 天丼てんや ①葵タワー店、②東静岡店、③唐瀬店
住所 ①静岡市葵区紺屋町17番1号 葵   B-1     ②静岡市葵区長沼835-1

③静岡市葵区上足洗3-13-30

TEL
①054-273-1080
②054-261-1080 
③054-249-1080

URL www.talk-in.co.jp

営業時間 10:00 17:00 定休日 日曜日
商品 鶏ステーキ弁当、生姜焼き弁当、大人の海苔弁 など

その他 ・注文は同種2つ以上から・とみ井特製弁当は前日までの予約制・配達10個以上から承ります

店舗PR等

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 36

店舗名 とみ井
住所 静岡市葵区常磐町1丁目2-7
TEL 054-274-0666 URL http://tomi-i.jp/



営業時間 11:00 23:00 定休日 日曜日
商品 お弁当
その他 前日14:00    注文 翌日11:00  引渡     頂    

ご予算に応じてお弁当仕出し等承ります。

店舗PR等

予約お持ち帰り弁当

懐石弁当 4,000円(税込)
穴子飯弁当 1,500円(税込)
まぐろちらし弁当 1,200円(税込)
二色弁当(鶏そぼろ)  1,000円(税込)

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 37

店舗名 割烹 辻
住所 静岡市葵区呉服町2-7-10ツボヤビル
TEL 054-221-7732 URL http://localplace.p/sp/t200303578/

営業時間 11 30~14 00
17 00~21 00 定休日 水曜日

商品 昼    900円~
にぎりのおまかせ5,000円、にぎりと肴のおまかせ8,000円等各種

その他

店舗PR等

静岡浅間神社からすぐ近くの寿し屋です。地
元駿河湾の魚介類と季節の食材を中心にし
 料理  寿司  予約   出前      
 対応 承         是非 利用 願
い致します。
ご予算などお気軽にご連絡ください。

紹介営業店 安東 飲食 和食 38

店舗名 寿し鐵おおしお
住所 静岡市葵区浅間町1-36
TEL 054-245-1381 URL



その他

店舗PR等

葵区昭和町で寿司店を営んでおります。11月
1日の寿司の日を境にお寿司が特においしい
季節になっていきます。牡蠣、白子、しめ鯖と
共においしい日本酒(開運)はいかがでしょう
か。当店ではコロナ対策としてアルコール消毒
等随時行        安心   来店  
さい。

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 40

店舗名 鮨処 陣太鼓
住所 静岡市葵区昭和町5-9
TEL 054-253-3647 URL 無し

営業時間 17 00 翌1 30 定休日 日曜、祝日の月曜
商品 寿司

営業時間 10 00 20 00
※静岡呉服町店 11 00 14 00 定休日 不定休

商品 海鮮丼 テイクアウト
その他

店舗PR等

テイクアウトの海鮮丼屋です。全種類ワンコイ
ンの価格設定でボリューム満点、原価をギリギ
リまで下げ、お客様に喜ばれる丼をお作り致し
ます。シャリ大盛600円、ネタ大盛700円、特
盛800円

紹介営業店 瀬名 飲食 和食 39

店舗名 海鮮道楽 丼丸①瀬名川店 ②静岡宮竹店 ③島田中河町店 ④静岡呉服町店

住所 ①静岡市葵区瀬名川１丁目27-36 ②静岡市駿河区宮竹1丁目13-12
③島田市中河町8947 ④静岡市葵区呉服町2-1-12富吉ビル1F

TEL 瀬名川店 054-262-1170 URL https://karakuriya-inc.com/our-business/



営業時間 11:30 20:30 定休日 水曜日
商品     飯物 季節 献立
その他 生そば、そば、丼物、テイクアウト出来ます。

店舗PR等

創業３４年 地元 愛   蕎麦屋   
手打ちで2.8そばです。季節に応じたメニューを
始  ６月   自家製 冷 麦 始   
す。テイクアウトも好評です。是非ご賞味くださ
い。

商品 そば、丼物
その他 出前での注文も可能です。

店舗PR等

当店のそばは毎朝必要分をそば粉から打って
おります。香り豊かなそばの風味と喉ごしを味
わっていただけます。名物天ざるや鴨南など豊
富な種類のメニューをご用意しております。ぜひ
 気軽  立 寄         

紹介営業店 沓谷 飲食 和食 42

店舗名 手打ち そば処 かぶと
住所 静岡市葵区川合3-11-9
TEL 054-261-9731 URL

紹介営業店 沓谷 飲食 和食 41

店舗名 そば処 田中そば
住所 静岡市葵区上土1-2-16
TEL 054-261-5677 URL

営業時間 11:00 14:30
17:00 20:00 定休日 毎週木曜日



TEL 054-252-9178 URL http://irifunesushi.net

営業時間 11:00 翌1:30 定休日 年中無休
商品 寿司・和食
その他

店舗PR等

大正元年創業 老舗鮨料理店   現在両
替町・南町・葵タワー・ドリプラ店内に合計6店
舗で営業展開、新型コロナウイルスの感染防
止を徹底し、従来通り営業をしております。テ
      宅配  予算 応  承    

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 43

店舗名 入船鮨本店
住所 静岡市葵区両替町２丁目５－３

営業時間      11 30 14 30
     17 30 21 00 定休日 日曜日

商品     750円     750円      850円     1500円 

その他 福井県産大野在来種 蕎麦種 使用     風味 香            

店舗PR等

当店は葵区日出町駅から徒歩3分の手打ちそば
亭です。
ランチは「定番3種＋日替わりから選べるそば・丼
     夜 単品 蕎麦  酒     揃   
る他、テイクアウトメニューも充実しております。
        店内     板 利用     
対策を実施しております。

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 44

店舗名 手打ちそば やお源
住所 静岡市葵区横田町2-10
TEL 054-663-2808 URL



営業時間 11:30 13:30
17:30~22:00 定休日 日曜日 祝日 年末年始

商品 日本料理   
その他 ランチタイムは定食をご用意

店舗PR等

当店 葵区呉服町   日本料理店   料理 
取扱いしております。
ランチ営業、夜営業もコロナ対策としてアクリル板設
置 随時喚起 行       
また、ふぐ鍋お持ち帰りの取扱い開始しました。前日
までにお電話でご予約の上、ご来店ください。

＜内容＞
ふぐ

野菜一式
ポン酢
豆腐
餅
薬味
だし昆布
調理説明書

紹介営業店 本店営業部 飲食 和食 45

店舗名 武蔵
住所 静岡市葵区呉服町２丁目9-４
TEL 054-252-0634 URL www.fugu-634.com


