
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

静岡市清水区 編



 Index（静岡市清水区 飲食ー和食）
店舗名 紹介営業店

1. おさかな工房 魚清 清水/折戸
2. 旬菜旬魚 八十八 清水/折戸
3. ととすけ 矢倉
4. 寿司処 グリーンハウス 矢倉
5. かん吉 清水店 大坪/月見
6. やぶ藤 大坪/月見
7. 寿し安 大坪/月見
8. 村田屋 大坪/月見
9. 東海道写楽 船越店 大坪/月見
10. 日出寿司 大坪/月見
11. 萩田そば 大坪/月見
12. 吉野寿司 高部支店 下野
13. 蕎麦玉川 清水/折戸
14. むら上 矢倉
15. 袖師寿し鐵 矢倉
16. 食彩 いっ誠 草薙
17. 大衆割烹もちづき 草薙
18. 活うなぎ橋本 大坪/月見



紹介営業店 清水/折戸 飲食 和食 1

店舗名 おさかな工房 魚清

営業時間 11:00~13:30
17:00~20:00 定休日 月曜日

商品 海鮮丼・鉄火丼その他

住所 静岡市清水区小芝町1-18
TEL 054-366-1719 URL

店舗名 旬菜旬魚 八十八
住所 静岡市清水区相生町3-22
TEL 054-352-6749 URL http://8108.deko8.jp

その他 テイクアウト・店内飲食（席の間隔空けて、少人数での営業）

店舗PR等

海鮮丼を中心に新鮮なお魚商品を取り扱って
おります。店内でお召し上がりのメニューの日替
わり定食もおすすめです。（昼1,250円 夜
1,550円）＊感染拡大防止の為、席数を減
らし、換気をしての営業とさせていただきます。

紹介営業店 清水/折戸 飲食 和食 2

その他 ランチは数に限りがありますので、ご予約がおすすめです。

店舗PR等

創業55年 老舗割烹料理店   新清
水駅周辺で同業種が多い中、他では味わ
   料理 常 考  提供      
コロナの影響でテイクアウトも始めました。
HPにテイクアウトメニューの詳細が載ってい
ます。

営業時間 12:00~13:00（    火 水 木）
17:30~22:00 (    ） 定休日 不定休日  

商品 割烹料理



紹介営業店 矢倉 飲食 和食 3

営業時間 11 00 15 00
17 00 20 00 定休日 無

商品 マグロ三色丼・海鮮丼・ととすけ揚げ 他

店舗名 ととすけ
住所 清水区島崎町149 清水河岸の市まぐろ館2Ｆ
TEL 054-364-0630 URL https://totosuke100.com/

店舗名 寿司処 グリーンハウス
住所 静岡市清水区蜂ヶ谷514-4
TEL 054-363-0158 URL

その他 店舗営業再開・テイクアウト継続中

店舗PR等

清水河岸 市   館          同館
内でも人気店である当店は、鮪専門の運送
業者直営 為 良 鮪  安  提供 名物
     揚 （鮪   ） 一度  賞味
頂   料理   

紹介営業店 矢倉 飲食 和食 4

その他

店舗PR等

元々魚市場に在籍していた店主による、
日本各地から仕入れた新鮮なネタでお寿
司が堪能できます。水・木・土に限りテイク
アウトは好評につき継続します。前日の17
時までに御予約をお願い致します。 ランチ
価格 3,000円       価格
2,000千円

営業時間 11 30 13 30
（完全予約制:水 木 金 土) 定休日 日・月・火曜日

商品 テイクアウトについては水・木・土
（各種日17:00~18:30  受取 限定）  



紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 5

営業時間 水 日 11:30~14:00
土 日 17:30~20:00 定休日 月・火曜日（祝日の場合は営業）

商品 鰻

店舗名 かん吉 清水店
住所 静岡市清水区御門台3－10
TEL 054-348-1712 URL https://kankichishimizuten.jimdofree.com

店舗名 やぶ藤
住所 静岡市清水区追分3丁目３－２３
TEL 054-365-7055 URL

その他 大変混雑が予想されますので予約をしてからのご来店をお願い致します。

店舗PR等

ひつまぶし    5,200円
うな重  5,050円
白焼き膳   5,050円
蒲焼単品    4,700円
白焼単品  4,700円
鰻半分 量  手頃価格 ｾｯﾄ       
ひつまぶし 3,000円
うな重 2,850円

紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 6

その他

店舗PR等

当店はアットホームはそば屋です。こだわりのコ
シのあるそばはオススメです。また人気メニュー
のカツ丼や親子丼とのセットメニューはお得で
す。換気等の新型コロナウイルス感染症対策
 行        安心   越      

営業時間 11:00 14:00 定休日 木曜日
商品 そば類・丼物



紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 7

営業時間 11:30 13:30
16:30 21:30 定休日 水曜日

商品 特上寿司4,570円（税込み）※テイクアウトも承っております

店舗名 寿し安
住所 静岡市清水区船越3丁目5－43
TEL 054-352-3320 URL http://www.sushi-yas.com/

その他

店舗PR等

寿司 握  55年        向 合   
 半世紀  寿 安  暖簾 構  45年 
今まで以上の味でお待ちしております。ソーシャ
ルディスタンスの確保、三密の回避等コロナ対
策をして営業しております。メニューは「特上寿
司 4,570円」だけですが、テイクアウトも承って
おりますのでお申し付けください。

店舗名 村田屋
住所 静岡市清水区木の下町10
TEL 054-353-7874 URL

紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 8

その他

店舗PR等

ランチメニューセットあります。その日の仕入具
合によって変わります。二種類のお好きな丼or
握 寿＋茶碗蒸        汁     
す。1,100円でご案内させていただいておりま
す。テイクアウトもできますのでお申し付けくださ
い

営業時間     11:30 13:30 定休日 木曜日
商品 寿司



紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 9

営業時間 9:00 17:00 定休日 第1,3木曜日
商品 持ち帰り寿司

店舗名 東海道写楽 船越店
住所 静岡市清水区木の下町277-1
TEL 054-353-5006 URL http://www.t.sharaku.jp/

店舗名 日出寿司
住所 静岡市清水区沼田町6-2
TEL 054-335-2580 URL

その他

店舗PR等

静岡市に６店舗、富士市、焼津市、藤
枝市、浜松市に各１店舗ございます。ご
予約は各店舗にお願いします。コロナ対策
にテイクアウトによる家での食事がおおすす
めです。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 10

その他 ☆完全予約制のお店です

店舗PR等

清水区沼田町にあるお寿司屋です。完全予約制
の店で、主に地元で取れた新鮮のネタを中心に提
供させて頂いています。基本は夜の営業になります
が、事前にご予約頂ければ昼のテイクアウトや食事
（店内）でも可能です。昼 テイクアウトメニュー
握りおまかせ寿司 並 1,200円＋税、上1,600
円＋税、特上2,000円＋税

営業時間 17 00 21 00 定休日 月曜日
商品 お寿司、酒類



紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 11

営業時間 11 00 14 30
17 00 19 30 定休日 毎週木曜

商品 そば、天ぷら

店舗名 萩田そば
住所 静岡市清水区月見町4-3
TEL 054-353-0577 URL

店舗名 吉野寿司 高部支店
住所 静岡市清水区大内新田13-5
TEL 054-344-2511 URL

その他

店舗PR等

清水区月見町   店 営         
   蕎麦      天   是非 召 上
        得          用意  
おります。また、従業員のマスク、マウスガード
着用      消毒 随時行       
 安心   利用     

紹介営業店 下野 飲食 和食 12

その他

店舗PR等

静岡で最古参の一つである寿司店｢吉野寿
司 高部店   地元 永年愛     吉
野寿司 味  家庭      家 吉野♪
    負              充実 
       寿司以外 一品料理等沢山 
料理            

営業時間 11:30 14:00
17:00 22:00 定休日 月曜（月二回月・火連休）

商品   （       寿司） 一品料理



営業時間 10:30 14:00 定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）
商品 蕎麦寿司ｾｯﾄ他（全 950円）
その他 期間限定のﾃｲｸｱｳﾄﾒﾆｭｰ・事前予約制

店舗PR等

40年以上続 手打 蕎麦 老舗 定番 蕎麦ﾒ
ﾆｭｰの他、先代から引継いだお寿司(ﾊﾞｯﾃﾗ）も取
扱い、天丼やカツ丼などの丼ものもお客様から好評
を得ております。
＊ﾒﾆｭｰ＊蕎麦寿司ｾｯﾄ 蕎麦  丼ｾｯﾄ 蕎麦鉄
火丼ｾｯﾄ 蕎麦天丼ｾｯﾄ 蕎麦   寿司ｾｯﾄ  
寿司ｾｯﾄ

紹介営業店 清水/折戸 飲食 和食 13

店舗名 蕎麦玉川
住所 静岡市清水区御門台1-33
TEL 054-346-4288 URL

紹介営業店 矢倉 飲食 和食 14

店舗名 むら上
住所 静岡市清水区西久保1-14-26
TEL 054-366-0770 URL

営業時間 11 30 13 30
17 00 21 00 定休日 毎週水曜日、毎月第3木曜日

商品 すし、オードブル 等
その他

店舗PR等

地元の方々に愛されている当店。
海鮮丼    一品料理   海鮮 使  
料理 新鮮 絶品   
店内営業しております。
ぜひご賞味ください。



紹介営業店 矢倉 飲食 和食 15

店舗名 袖師寿し鐵
住所 静岡市清水区袖師町517-1
TEL 054-365-5233 URL http://sushitetsu.jp

営業時間 昼 部 11 30 13 30
夜 部 17 00 22 00 定休日 毎週水曜日、第４木曜日

商品 寿司 刺身 一品料理 地酒
その他 日曜祭日は２１時まで営業しております。

出前承ります。又、お時間をご指定して頂ければ、その時間に合わせご用意致します。

店舗PR等

地元の食材にこだわり、地産地消をモットーに
気軽にご来店いただけるお店です。お寿司以
外 一品料理  力 入 地酒  用意  
     素材 力 職人 腕 生 出 味
わいを、心ゆくまでお楽しみください。

紹介営業店 草薙 飲食 和食 16

店舗名 食彩 いっ誠
住所 静岡市清水区有度本町5-27    寺尾1F
TEL 054-395-8600 URL https://issei-inari.com

営業時間 昼11:00-14:00（LO:13:00)
夜17:30-22:00(LO:21:00) 定休日 月曜日、木曜日

商品 店内飲食、お持ち帰りの彩りいなり寿司（予約制。当日予約可）
その他 ７個入り880円、14個入1,750円、そのほか単品注文もございます。

(テイクアウト17:00オーダーストップ）

店舗PR等

令和２年２月２２日            
四季料理   誠    現在 店内  営
業も昼夜再開しております。テーブル席の間隔
をあけ、カウンター席にはアクリル板を設置する
等、皆様に安心して食事を楽しんでいただける
よう努めております。テイクアウトのいなり寿司に
ついては引き続きご予約を受け付けておりま



紹介営業店 草薙 飲食 和食 17

店舗名 大衆割烹もちづき
住所 静岡市清水区草薙1丁目6-1
TEL 054-345-1194 URL

営業時間 17 00 20 00 定休日 日曜
商品 洋食弁当等 1,300円 ライス付 1,500円
その他 テイクアウトのみ

店舗PR等
草薙駅前  昭和60年創業 割烹料理店
です。地元に親しまれているお店となっていま
す。新型コロナの対策でテイクアウトを始めまし
た。お店の味を家でも味わってほしいです。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 和食 18

店舗名 活うなぎ橋本
住所 静岡市清水区庄福町7-15
TEL 054-351-3000 URL http://www7b.biglobe.ne.jp/~unagi-hashimoto/popular-menu.htm/

営業時間 11 00 14 00
17 00 売 切 次第終了 定休日 水曜日

商品 うなぎ
その他

店舗PR等

 土佐備長炭 焼 上       香      
りの鰻屋です。当店の看板メニュー「極み重」は極
上の蒲焼きと白焼きが一つの重で楽しめます。アル
コール消毒やマスクの着用等、新型コロナウイルス対
策 行       
大変混雑が予想されますので予約してからのご来
店をお願い致します。



 Index（静岡市清水区 飲食ー洋食）
店舗名 紹介営業店

1. ボン・マスダ 清水/折戸
2. YAMA no kitchen (ヤマノキッチン） 矢倉
3. カフェヤマザキ 矢倉
4. カレーハウス香琳 矢倉
5. ワイン食堂Shanti 大坪/月見
6. 喫茶杉道 草薙
7. ダイニングカフェ バオバブ 渋川
8. リストランテ ロメオ 渋川
9. Pizzeria L ape(   ｴ       ） 高部



その他

店舗PR等
平成26年4月          地元 
方々に愛されている当店。現在は店内営業も
行               行     
す。

営業時間 11 30 14 00 定休日 毎週月曜日、毎月第3日曜日
商品     料理他 600 2000円

住所 静岡市清水区宮下町10-47
TEL 054-376-6687 URL

その他 テイクアウトのみ取り扱い

店舗PR等

飲食店（フレンチ）を営んでおり、新型コロナ
ウイルスの影響により、テイクアウト弁当を始め
    東海道薬局 管理栄養士     
弁当  免疫力      食材      
使用しています。

紹介営業店 矢倉 飲食 洋食 2

商品 ディナーコースを詰め込んだテイクアウト弁当

住所 静岡市清水区江尻東1-3-15
TEL 054-395-9655 URL

店舗名 YAMA no kitchen (ヤマノキッチン）

紹介営業店 清水/折戸 飲食 洋食 1

店舗名 ボン・マスダ

営業時間 11:30~14:00
17:00~22:00 定休日 火曜日



その他

店舗PR等
地元の方々に愛されている当店。様々なトッピ
ングによりカレーを楽しむことができます。ぜひご
来店ください。店内営業、テイクアウトともに
行       

営業時間 11 ０0 14 ０0
1８ 00 21 ３0 定休日 毎週火曜日、水曜日

商品 カレー
お弁当700円 カツカレー 900円 エビフライカレー 920円 等

店舗名 カレーハウス香琳
住所 静岡市清水区八坂東2丁目1－35
TEL 054-364-0064 URL

その他 要予約

店舗PR等
地元の方々に愛されている当店。本格イタ
リアンをご堪能ください。店内の営業は席
数を減らし、営業中です。テイクアウトにつ
    利用 際  問 合       

紹介営業店 矢倉 飲食 洋食 4

営業時間 11 00 定休日 無休
商品 イタリアン

店舗名 カフェヤマザキ
住所 静岡市清水区矢倉町2－9
TEL 054-365-5709 URL

紹介営業店 矢倉 飲食 洋食 3



その他 テイクアウト(電話予約)

店舗PR等

草薙杉道 昭和61年          地
元の方々に愛されるアットホームな雰囲気の喫
茶店            調理      
    今回         一緒   
ヒー・カフェオレ・ジュースのテイクアウトも承りま
     利用     

営業時間 11 00 14 00 定休日 火曜日
商品 調理  (     ￥1,200           ￥900      ￥1,000)

ドリンク他

店舗名 喫茶杉道
住所 静岡市清水区草薙杉道2-3-25
TEL 054-346-3852 URL

その他 三密を回避できるよう対策をして通常営業しております

店舗PR等

春には満開の桜が咲き誇る、桜並木がキレイ
な川沿いの小さなお店です。体に優しいワイン
          料理       楽   
す。テイクアウトメニューがありますので、詳しくは
HP  覧     →

紹介営業店 草薙 飲食 洋食 6

営業時間     11:30 13:00 土 火
ﾃﾞｨﾅｰ 17:30 22:00 木 火 定休日 水曜日

商品     料理    

店舗名 ワイン食堂Shanti
住所 静岡市清水区西高町１－１    S  1FC
TEL 054-352-3769 URL https://www.at-ml.jp/70989/

紹介営業店 大坪/月見 飲食 洋食 5



その他 ディナーは予約制となっております。
消毒液や席の間隔を取る等、感染防止対策を徹底し営業しております。

店舗PR等

創業27年 迎  老舗    料理店   
経験・豊富なシェフが手掛けるイタリアンはどれ
 絶品   少人数  貸切  幅広   
  対応     是非 一度 来店   
い。

営業時間 11 30 13:30（L.O）
18 00 19 30（L.O） 定休日 月曜日

※不定期 火曜日休 

商品     料理

店舗名 リストランテ ロメオ
住所 静岡市清水区江尻台町1-26
TEL 054-365-6792 URL www3.tokai.or.jp/romeo/

その他 お電話・インスタDMよりテイクアウトのご注文承ります【baobab0301】

店舗PR等

        丼 900円   焼    
850円         850円        
   850円       600円 850円 
醤油麹        丼 850円 旬 野菜
      利用    料理 是非 家庭
  店内  飲食 可能    席 都合上
お電話にてご予約願います。

紹介営業店 渋川 飲食 洋食 8

営業時間
11:30 14:00
17:00 19:00
※テイクアウトのみ

定休日 日曜日＋不定休
商品        家 飯  手作  味             

店舗名 ダイニングカフェ バオバブ
住所 静岡市清水区北脇132-17
TEL 054-625-6607 URL http://diningcafebaobab.jp/

紹介営業店 渋川 飲食 洋食 7



その他

店舗PR等
新鮮 食材 作 本格      焼 立
てのピッツアが自慢のお店です。窯焼きのナ
       絶品   

営業時間     11:30 15 00
     17 30 22 00 定休日 木曜日

商品 ピッツア・パスタ・サラダ

店舗名 Pizzeria L ape(   ｴ       ）
住所 静岡市清水区蜂ヶ谷291-4
TEL 054-367-7271 URL https://www.facebook.com/PizzeriaLape/

紹介営業店 高部 飲食 洋食 9



 Index（静岡市清水区 飲食ーその他）
店舗名 紹介営業店

1. お弁当 いなば 清水/折戸
2. かあさんの味 和菜 清水/折戸
3. せいと 清水/折戸
4. そうざい楼太 清水/折戸
5. 丸金    清水/折戸
6. 居酒屋 御穂鶴（みほつる） 清水/折戸
7. 鯨のひげ 清水/折戸
8. 五郎十 清水/折戸
9. 鐘壱 清水/折戸
10. 炭火焼豚工房 康平 清水/折戸
11.         茶香茶花 清水/折戸
12. 揚げ物屋てんちょう 清水/折戸
13. かっぽれ 矢倉
14. シュクール 矢倉
15. やきとり 鳥元坊 矢倉
16. 隠れ居酒屋 頂 矢倉
17. トクナガコーヒー 矢倉
18. ワインショップ モチヅキ 矢倉
19. 丸岩ラーメン 矢倉
20. 久保田商店 矢倉
21. 魚真（うおしん） 矢倉
22. 狐狸庵（こりあん） 矢倉
23. 沢野茶店 矢倉
24. 呑美喰学遊館 すずき酒店 矢倉
25. 美味茶   中村米作商店 矢倉
26. 立花園茶舗 矢倉
27. 西陣 矢倉
28. Chinese dining 福家 大坪/月見
29. イケヤ酒店 大坪/月見
30. かずさ屋精肉店 大坪/月見
31. クヰンビーガーデン蜂蜜組合 大坪/月見
32. とり岩 大坪/月見
33. メゾン アッシュ 大坪/月見
34. やなぎだてパン 大坪/月見
35. 一心 大坪/月見
36. 近代栄養 大坪/月見
37. 酒彩アミー 大坪/月見
38. 酒処ユウキ 大坪/月見
39. 蘭蘭 大坪/月見
40. 大瀧米店 大坪/月見



41. 鳥花 大坪/月見
42. 味彩酒蔵らいず 城北
43. お好み焼き「よもぎ」 下野
44. リカーランドマツナガ 下野
45. 居酒屋・焼き鳥とのおか 下野
46. 駿河園 下野
47. 清水餃子の翁亭 下野
48. 炭火焼肉 伴 下野
49. 中華「珉味（みんみ）」 下野
50. 中華巴飯店 下野
51. 工場 北清食品 伊勢丹   一番 下野
52. 石窯パン工房 マルコ デュ パン 草薙
53. なすび庵 草薙
54. にわ・とりのすけ草薙本店 草薙
55. ブラウニー 草薙
56. 草薙バルsea-Dz 草薙
57. KOU こう月 渋川
58. 焼肉 SUMIKA 渋川
59. 中華 長太郎飯店 高部
60. ボンヌール 高部
61. 田島酒店 高部
62. 大戸屋 清水店 草薙
63. がブリチキン 草薙駅前店 草薙
64. コメダ珈琲店 草薙
65. 魚新 草薙
66. 魚彩 渋川
67. あじぶか 高部
68. 茶舗福寿園 草薙
69. アルペンブルー 清水/折戸
70. 村越くだもの店 清水/折戸
71. とうもろこし 矢倉
72. ONILABO 大坪/月見
73. 佐野米穀店 大坪/月見
74. 水野製茶 大坪/月見
75. 千番閣 大坪/月見
76. 池谷味噌店 矢倉
77. 魚茂 矢倉
78.     茶業 矢倉
79. ゆくり亭 矢倉
80. 岡本園 矢倉
81. 梅の家（清水支店） 矢倉
82. 中華 炒炒 渋川
83. 和風創菜 望花亭 渋川



84. 酒楽舎にしがや 矢倉
85.  茶 富士園 大坪/月見
86. カセ・ラ・クルート 大坪/月見
87. ワインショップにしがや 大坪/月見
88. 奥山園 大坪/月見
89. 中華料理 木川 大坪/月見
90. 呑み処 五月 大坪/月見
91. Canvas 大坪/月見
92. Co ee shop LILY 大坪/月見
93. ベーカリー フィセル 大坪/月見
94. マルキフードセンター 大坪/月見
95. やまだ 大坪/月見
96. 佐野茶舗 大坪/月見
97. 焼肉 びっくり屋 大坪/月見
98. 梅芳園 大坪/月見



紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 1

店舗名 お弁当 いなば

営業時間 10 00 17 30 定休日 日曜日

商品 お弁当

住所 静岡市清水区桜橋町10-29
TEL 054-336-3206 URL

店舗名

営業時間 10:00 18:00 定休日 日曜・祝日
商品 お惣菜

かあさんの味 和菜
住所 静岡市清水区巴町13-16
TEL 054-352-0130 URL http://www.kasannoaji-wasai.com/contents/news/

その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

当店の一番のこだわりは、煮物などのお惣菜と
味付け。素材の仕込みは毎日、さば・いわしの
削 節 羅臼産 昆布           
始まります。このひと手間が味の決め手。創業
  60余年 幅広 年代  客様  長年
愛され続ける味の秘訣です。板前修業した店
主が、家族と真心こめて一つ一つお作り致して
おります。

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 2

その他 テイクアウトもやっています。まずはご連絡ください。

店舗PR等

今  店 構      数年    惣菜店
    三代目    約30年  間 客  
からご愛顧頂いております。地元（静岡市）
の素材を中心にしたお惣菜のお店です。毎日
30種類以上のお惣菜を心を込めて手づくりし
ています。



お惣菜各種、お弁当

営業時間 11:30~14:00
17:00~21:00 定休日 月曜日・第3火曜日

商品 四川料理 中華料理

企業名 せいと
住所 静岡市清水区港南町1-10
TEL 054－355－8668 URL

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 3

営業時間 11 00 17 30 定休日 土、日
商品

店舗名 そうざい楼太
住所 静岡市清水区松井町16－6
TEL 054－355－2797 URL

その他 店内飲食・テイクアウト

企業PR等
 定番 四川料理 中華料理店 本格的 
四川料理 楽    店        始 
             際 事前 予約 
必要        注意  

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 4

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

【上品な健康バランスの考えられたお惣菜の
店 老舗料亭 修行 積   主人 作  
惣菜が提供されます。お弁当として、毎日の食
卓のプラスワンとして、上品な健康バランスの考
えられた品を召し上がって下さい。店舗前には
3台分 駐車           



営業時間 平日10:30~14:00/17:00~21:00
土日10:30~15:00/17:00~20:00 定休日 水曜日・月1回水木の連休あり

商品      中華料理

店舗名 丸金    
住所 静岡市清水区宮加三728-10
TEL 054－334－4160 URL marukin-1966.com

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 5

営業時間 11:30 13:30
17:30 20:00 定休日 水曜日

商品 親子丼、天丼、鮪漬丼、フライ盛合せ、天ぷら盛合せ 等

店舗名 居酒屋 御穂鶴（みほつる）
住所 静岡市清水区三保1026
TEL 054-334-0709 URL ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.facebook.com/mihotsuru

その他 店内飲食・テイクアウト

店舗PR等
 地元清水 愛       店 丸金  
            愛  続  味 
  家庭  味        ※事前予
約必要です

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 6

その他 テイクアウトは平日及び日曜日のみのご提供となります。

店舗PR等

元酒蔵を改装した居酒屋で、地酒・地魚に拘ったメ
ニューがお勧めです。店舗での飲食も再開しました。
今回コロナウイルスの影響があり、テイクアウトを始め
ました。丼物から人気のフライ・天ぷら盛合せ等のあ
つまみもご提供させていただきます。電話または
LINEにてご予約承ります。



営業時間 11:00~14:30（    火 水 木）
17:30~23:30（    ） 定休日 日曜日

商品 カレー・丼など

店舗名 鯨のひげ
住所 静岡市清水区入船町9-24
TEL 054-357-1592 URL

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 7

その他 テイクアウトも可能です。

店舗PR等

600ｇの特大カツが売りの清水屈指のガツ盛
り定食屋として人気があります。通常サイズは
300ｇです。
   他 海老                
ンチ焼き』にも定評があります。カツのみのテイク
              是非 利用   
い。

営業時間 11:00 14:00
17:00 20:00 定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）

商品 特大ロース・ヒレカツ定食（看板）他

その他 テイクアウトも始めました。事前予約制です。

店舗PR等
隠れ家のように楽しめる居酒屋です。店内は
落 着  雰囲気 居心地抜群      
す。ランチのカレーは大人気です。コロナの影響
でテイクアウトも始めました。

店舗名 五郎十
住所 静岡市清水区三保943-7
TEL 054-335-4966 URL

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 8



紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 9

その他                  （       不可）

店舗PR等
手作  拘      料理  召 上    
さい。カレーうどんと手作り焼き豚には拘ってま
す。5/7より店舗営業も再開しました。

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 10

営業時間 11:00 20:00 定休日 なし
商品 伝説のカレーうどん、炭火焼焼豚 等

店舗名 鐘壱
住所 静岡市清水区殿沢1丁目3-2
TEL 054-336-6555 URL

その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

元お肉屋さんが営む自家製焼き豚専門店。
焼豚は豚もも・豚バラ・豚肩ロースの3種類。1
日100本売  時     絶品 北海道 
銘柄豚「知床ポーク」を使用しており肉本来の
おいしさと、油のうまみが抜群です。

営業時間 9:00 売 切 次第終了 定休日 火曜日

商品 焼き豚

店舗名 炭火焼豚工房 康平
住所 静岡市清水区幸町11-47
TEL 054-335-4001 URL



紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 11

その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

洋食の指導をするために東南アジアや中国へ
赴任           本場 料理 覚 
帰国し開店した店。現地の味を再現するだけ
でなく、日本人向けにアレンジしているので優し
い味わい。時にはエスニックな味わいで生活に
変化をつけてみては。

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 12

営業時間 11:00 20 00 定休日 火曜日・第5月曜日（祝日の場合は翌日が休み）

商品     弁当他（780 980円）

店舗名         茶香茶花
住所 静岡市清水区駒越東町5-26
TEL 054-336-7110 URL http://chakachaka.net

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等
  場 注文     調理      出来
立  弁当 揚 物 召 上        
アウトのみで、注文してから約5分ほどお時間か
かります。

営業時間 11:00~14:00
15:30~19:00 定休日 水曜日

商品 各種弁当・天ぷら・フライ・惣菜

店舗名 揚げ物屋てんちょう
住所 静岡市清水区銀座4-8
TEL 090-7699-6211 URL



紹介営業店 矢倉 飲食 その他 13

その他 テイクアウト,店内飲食については時間短縮にて営業

店舗PR等

去年店舗改装工事 行           
 致     従来  寿司 勿論 事 新 
にとんかつなどの揚げ物を幅広く取り扱いを始
  老若男女問  食事 楽   頂   
店へ変貌致しました。是非ご来店お待ちしてお
ります。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 14

営業時間 昼11:30 14:00
夜17:00 20:00 定休日 月曜日

商品 かつ丼、揚げ物、巻物、チラシ寿司など

店舗名 かっぽれ
住所 静岡市清水区辻3丁目1-14
TEL 054-364-9889 URL

その他

店舗PR等

清水エスパルスのホームゲーム全試合に出
店 地元     使          人
気   自家製 天然酵母      厳選
素材を使用し石窯で焼いております。遠赤外
線効果で皮はパリッと中はモチっとしておりま
す。是非ご賞味ください。

営業時間 7:00~18:00 定休日 日曜、月曜
商品 自家製酵母   男性 人気      

店舗名 シュクール
住所 静岡市清水区原39-24
TEL 054-363-1152 URL http://sucre-pan.com



その他 テイクアウトのみ・お弁当のみ（要事前予約）

店舗PR等

平成26年静岡 呉服町         
た。常連さんにも愛され、惜しまれつつ地元の
清水に移転。移転してもなお人気で、客足は
変      主力 馬肉 産地      
大人気        食  価値   大
将 気    良 雰囲気  店   

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 16

店舗名 隠れ居酒屋 頂
住所 静岡市清水区辻5丁目2-14
TEL 050-1075-5783 URL

営業時間 17 00 22 30 定休日 日曜日
商品 お弁当 750円

店舗名 やきとり 鳥元坊
住所 静岡市清水区袖師町445-10
TEL 054-365-1707 URL

営業時間 11:30 21:00
  昼（11:30 14:00） 定休日 火曜日

商品 やきとり、etc
その他 商品全般テイクアウトも受け付けます

店舗PR等

今年 10月 25周年 迎  地元 愛  
るやきとり店です。焼き鳥以外にも、当店のカ
レーもつはご当地情報番組でも紹介されまし
  是非 来店 待         売 切
れの場合は、閉店時間が早まる場合がござい
ます。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 15



営業時間 平日9:30~21:00 定休日 毎週水曜日
商品 ワイン、日本酒、焼酎、チーズ、etc
その他 日曜祝日営業 10 00 20 ００ 駐車場有 （７台）

企業PR等

清水区 50年以上店 構  老舗    
ショップ。ソムリエが直接現地のワイナリーに足を
運び、口に合うものはもちろん、歴史や背景、
人に伝えるべき物語を持ったワインを厳選し、
販売しています。ワインに合うチーズ、又、地
酒 焼酎 販売       是非 立 寄
りください。

商品 コーヒー
その他 ギフトセットも承ります。

店舗PR等
本格自家焙煎珈琲豆専門店。①熱風式、
②直火式、③炭火焼式、④溶岩焼式、４つ
の焙煎方法を厳選した豆に合わせ、他店では
味わえない香りと味をお楽しみ下さい。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 18

企業名 ワインショップ モチヅキ
住所 静岡市清水区袖師町４４５－５
TEL 054-366-3829 URL http://www3.tokai.or.jp/wine-mochizuki/

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 17

店舗名 トクナガコーヒー
住所 静岡市清水区北矢部町1丁目14-12
TEL 054-351-2388 URL http://tokunagacoffee.com

営業時間 10:00~19:00 定休日 無し



店舗名 久保田商店
住所 静岡市清水区袖師町１５７５－7１
TEL 070-6558-6890 URL kubotashoten.com

営業時間 月木金8:00
火水10:00~16:00 定休日 日曜日、祝日

商品 干物、海産物
その他 直販     通信販売 行      在庫 都合上 来店   際  電話 頂   幸    

店舗PR等

久保田商店  魚 向 合 続  １００年以
上 長 歴史 中 培  手法 受 継    
  味 特徴 １ 半   食感 ２ 脂 乗 
方 違    ３        重   口   
瞬間、素材のうま味に驚き、干物のイメージもがらり
 変   思      一度 賞味下      
んと言っていただければサービス致します。

TEL 054-376-6687 URL http://www.maruiwa.com/

営業時間
平日 11 00 13 45
     17 00 19 15
土日祝 11 00 19 15

定休日 毎週月曜日、毎月第3火曜日
＊月曜日が祝日の場合はお昼のみ営業

商品      他 800 1500円
その他

店舗PR等

昭和5年創業 老舗     店   味  
だわり、秘伝の透き通った透明感のあるスープ
はもちろん、チャーシューやメンマなどラーメンの
具材も手間暇をかけ自家製で作り上げていま
  現在 店内営業 行          
     行           賞味   
い。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 20

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 19

店舗名 丸岩ラーメン
住所 静岡市清水区袖師町1575-75



商品 そば、うどん、丼物、定食、カレー、ラーメン、チャーハン
その他 近所であれば出前もやります（夜のみ）

店舗PR等

 手頃           豊富  食事
処      日替  定食550円 700
円。感染対策に気を付けながら、席は間を空
けて対応しております。※写真は人気の「狐狸
庵定食」935円

その他

店舗PR等

地魚 刺身 取 揃         
    清水     火曜 水曜  
   特売日 手           
よ。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 22

店舗名 狐狸庵（こりあん）
住所 静岡市清水区宮代町10-3
TEL 054-364-1020 URL

営業時間 昼11 00 14 00
夜17 00 19 30 定休日 日曜日

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 21

店舗名 魚真（うおしん）
住所 静岡市清水区江尻東3丁目2-1
TEL 054-365-7316 URL

営業時間 9 30 19 00 定休日 日曜日
商品 鮮魚



TEL 054-366-5773(代表) URL http://sake054.com

営業時間 10:00~18:00 定休日 水曜日 不定休
商品 地酒 酒粕       茶 etc
その他 酒店     呑 処    利用       日本酒     教室       

店舗PR等

美味しい地酒や酒粕など品揃えが豊富です。平日
 １０時~１８時         １１時４５
分からは自家製の大吟醸酒粕漬けの肉や魚の定
食      営業       又 １４時 １
７時 間       茶           利
用いただけます。呑み処としては１８時からスタート
です。（予約制）２階ではフリースペースとして貸
切 出来   

営業時間 9:00 18:00 定休日 土曜午後、日曜、祝日
商品 日本茶 etc
その他

店舗PR等

当店 静岡市清水区袖師町   日本茶 
専門 販売    老舗   銘柄     
初摘  特選茶 特上茶 上煎茶 高級煎
茶 特選  北茶 深蒸 茶 焙茶 棒茶 
玄米茶 玉露粉茶     茶  取 扱  
    是非 当店  茶 心安  素敵 
時間をお過ごし下さい。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 24

店舗名 呑美喰学遊館 すずき酒店
住所 静岡市清水区西久保５２２

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 23

店舗名 沢野茶店
住所 静岡市清水区袖師町1081
TEL 054-366-7007 URL



商品 静岡茶 抹茶 各種煎茶 番茶
その他 地方発送も承ります。

店舗PR等
地元 静岡茶 販売 清水         
ボ商品も各種取扱があります。オリジナルの水
出 緑茶        

店舗PR等

創業明治１０年   客様 喜    茶 作 
たい」を一心で努める先代の姿を記憶に刻みなが
ら、２代目、３代目、現在は４代目まで。伝統を
守    次郎長    地 清水 茶店    時
代  客様 求    新  魅力  届 致  
す。おいしいはもちろん、安全で安心できる当店のお
茶     賞味     

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 26

店舗名 立花園茶舗
住所 静岡市清水区辻5丁目1-1
TEL 054-367-1633 URL

営業時間 9 00 18 15 定休日 日曜・祝日

店舗名 美味茶   中村米作商店
住所 静岡市清水区西久保531
TEL 054-366-0501 URL http://www.cha-nakamura.jp

営業時間 平日8:30~18:00 定休日 日曜、祝日土曜9:00~16:00

商品 日本茶  茶菓子 贈答 etc
その他 通販 HP   利用      電話   注文 0120-33-0501   願     

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 25



TEL 054-351-1564 URL
営業時間 11:30~13:30

17:00~21:00 定休日 定休火曜 及 不定休
商品 中華料理
その他

店舗PR等

清水区大沢町  中華料理店 営     
す。気軽な値段で本格中華の味を楽しみたい
方、ぜひ当店へお越しください。当店では新型
コロナウイルス感染症対策として、テーブルのア
ルコール消毒、従業員のマスク着用、強アルカ
リイオン電解水を使った店内の常時加湿を
行       

営業時間 17 00 23 00 定休日 月曜日、第三火曜日
商品 串焼  130円          750円     風焼    600円 等

その他 当日予約可能 昼        行       

店舗PR等
地元 方々 愛     当店  自宅
で居酒屋気分を味わえるメニューになって
います。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 28

店舗名 Chinese dining 福家
住所 静岡市清水区大沢町4-1 久保田ビル１F

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 27

店舗名 西陣
住所 静岡市清水区袖師町258－4
TEL 054-364-8878 URL



その他 事前予約限定となりますが、貴重な飛騨牛ローストビーフのご用意もあります
100g＝1,700円

店舗PR等

清水区内 老舗肉屋   特 牛肉    
わりがあり、県内でも珍しい飛騨牛の和牛専
門店です。
外出自粛が続くなか、家での贅沢に是非当店
の飛騨牛はいかがでしょうか。新型コロナウイル
ス感染症対策もしておりますので安心してお越
しください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 30

店舗名 かずさ屋精肉店
住所 静岡市清水区桜橋町１０－３９
TEL 054-366-3677 URL

営業時間 10:00 17:00 定休日 日曜・月曜・祝日
商品 牛肉、豚肉、鶏肉（食肉販売）

店舗名 イケヤ酒店
住所 静岡市清水区北矢部町1丁目15-22
TEL 054-352-5764 URL

営業時間 9:00~17:00 定休日 水曜日
商品 ワイン、その他酒類
その他

店舗PR等

昭和21年  70年以上続 老舗酒小売
店 近年 代表者自     日本酒    
ト等を手掛けています。現地にワインの買付も
行             現地買 付    
の店」としてブログで発信しています。店主おす
        自宅 堪能         
うか。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 29



TEL 054-346-2166 URL
営業時間 土曜日

8:00 17:00 定休日 日曜 祝日(月 金 卸  ）
商品 鶏、豚、牛肉の販売、及び惣菜の持ち帰り販売
その他

店舗PR等

小中学校  卸売          良質 
安全なお肉を厳選して仕入れています。その
場 調理            食卓  届
      土曜日   販売   時間 
よっては少々混雑します。コロナ対策は万全を
期しておりますが、余裕をもってお越しいただき
ますようお願い申し上げます。

営業時間 10:00 16:00 定休日 土 日 祭日 年末年始
商品 蜂蜜・ローヤルゼリー・メイプルシロップ
その他

店舗PR等

1931年創業 南 鹿児島  北 北海道   
季節 合  蜂蜜 収穫 生産 販売 行   
ます。蜂蜜・ローヤルゼリーは多くのスポーツ選手が
利用    通  日々 激           
 疲労 蓄積  身体       回復 為 栄
養素   役立       健康 維持 増進 
美容 広 利用        

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 32

店舗名 とり岩
住所 静岡市清水区有東坂1丁目２１３－５

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 31

店舗名 クヰンビーガーデン蜂蜜組合
住所 静岡市清水区今泉89-6
TEL 054-345-6217 URL www.qbg.co.jp



その他

店舗PR等

種類豊富なパンを取り揃えております。新商品
も随時提供しています。営業時間も朝早くから
開店している為、お仕事の前に寄って頂いても
大丈夫です。定休日は基本毎週月曜日です
が、「やなぎだてパン」Facebookに月の休みを
記載しています。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 34

店舗名 やなぎだてパン
住所 静岡市清水区村松１丁目3-83
TEL 054-368-4318 URL

営業時間 7 00 16 00 定休日 月曜日
商品 パン・サンドイッチ・ラスク

店舗名 メゾン アッシュ
住所 静岡市清水区川原町1-11
TEL 054-351-9455 URL

営業時間 10 00 18 00 定休日 日曜・隔週月曜
商品 パン
その他

店舗PR等

清水区川原町にてパンのお店を営んでおりま
す。季節にあわせた様々なパンを販売しており
    是非一度 立 寄      食  
もご好評いただいております。また、コロナウイル
ス感染症対策として従業員のマスク着用、消
毒を随時実施しております。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 33



営業時間 9:00 16:00 定休日 日曜、祝日
商品 ココア粉末、だし三昧、健康食品
その他

店舗PR等

昭和29年  栄養 食品 関  研究所 
立 上  正  栄養 食品 開発 商品販
売 行      楽天市場    
 Dessert Cocoa  名称 通販 行   

商品 中華料理
その他

店舗PR等

店内での飲食のみの取扱いであった胡麻
味噌     名物 中華料理屋 今回
新たにテイクアウトを開始した。外出自粛
 続    家庭 中華料理      
  従業員    着用     新型 
ロナウイルス感染症対策には努めておりま
すので安心してお越しください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 36

店舗名 近代栄養
住所 静岡市清水区沼田町６－１４
TEL 054-334-5307 URL

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 35

店舗名 一心
住所 静岡市清水区春日2丁目4-33
TEL 054-354-5280 URL

営業時間 11:00~14:00
17:00~19:00 定休日 月曜日



店舗名 酒処ユウキ
住所 静岡市清水区大坪２丁目1-1
TEL 054-347-3014 URL

営業時間 12:00~24:00 定休日 火曜日
商品 居酒屋
その他

店舗PR等

アットホームな居酒屋です。新型コロナウイルス
感染症に負けず通常営業しております。消
毒、換気を初め新型コロナウイルス感染症対
策には努めておりますので安心してお越しくださ
い。

住所 静岡市清水区相生町9-26
TEL 054-352-6155 URL

営業時間 11:30~14:00
18:30~24:00 定休日 木曜日

商品 飲食
その他

店舗PR等

新清水駅前  永年        営業    
ケ完備の個室もあるため、大人数の宴会にもおスス
メです。今回新たにランチ営業弁当配達を始めまし
  手作              子様  年配
 方  幅広  年齢 方 安心   召 上  
いただけます。従業員マスク着用等、新型コロナウイ
ルス感染症対策には努めておりますので安心してお
越しください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 38

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 37

店舗名 酒彩アミー



その他

店舗PR等

主にラーメン、餃子を扱う飲食店になります。
自家製の手作り餃子を店頭販売や楽天市場
からでも購入可能であり、地方発送も承りま
す。☆店頭販売（餃子）1セット 10個入り
×4袋（40個）1,598円（税込）☆楽天
市場１ケース 40個入り×2袋（80個）
3,196円（税込)

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 40

商品 お米
その他

店舗PR等

当店は地元のお客様を中心に数多くの種類を
取り扱っています。お世話になっている方に「お
米        無料       包装 清
水区内であれば一部地域を除き、配達も可
能です。

店舗名 大瀧米店
住所 静岡市清水区村松1丁目3-71
TEL 054-334-3209 URL

営業時間 8:30~19:00 定休日 不定休

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 39

店舗名 蘭蘭
住所 静岡市清水区向田町４－２４
TEL 054-353-5920 URL ranran.hp.gogo.jp

営業時間 11:00 22:00 定休日 不定休
商品 ラーメン、餃子



営業時間 16:30 21:50
(L.O 21:30) 定休日 日曜日

商品 精肉店、居酒屋
その他 焼き鳥・唐揚げ等のテイクアウトあります

店舗PR等
居酒屋（船越1-6-43）は営業再開してお
ります。精肉店の方でもおいしい焼き鳥・唐揚
 等        販売       山梨 
 仕入  高品質 鶏肉  堪能     

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 41

店舗名 鳥花
住所 静岡市清水区船越1丁目６－23
TEL 054-345-8900 URL

営業時間 17:00 23 00
17 00 24 00(土曜  ) 定休日 不定休

商品 刺身 静岡         煮
その他 テイクアウトもやっています。現在時間短縮対応で上記時間にて営業中。

店舗PR等
開店35年目 地酒 珍   酒 取 揃
えリーズナブルな価格でやっています。
(例)森伊蔵 白州800円 地酒500円

紹介営業店 城北 飲食 その他 42

店舗名 味彩酒蔵らいず
住所 静岡市清水区旭町７－８
TEL 054-351-1689 URL ajisaisakagura-rize.net



営業時間 11 00~18:30
(ラストオーダー) 定休日 月曜日・第2火曜日

商品 お好み焼き・焼きそばなど
その他 当店      全       可能   

店舗PR等

創業30年目         全 手
作り、甘さひかえめの「よもぎもち」、オ
リジナルの生地でふっくら仕上げた「お
好み焼き」、細めん、ソースベースの
「焼きそば」、どれもこれも美味しい「お
つまみ」など…たくさんの品数を揃えて
お待ちしております。

紹介営業店 下野 飲食 その他 43

店舗名 お好み焼き「よもぎ」
住所 静岡市清水区下野北14-1
TEL 054-367-2739 URL

営業時間 9:30 21:00 定休日 水曜
商品 全国 地酒 焼酎 厳選             取 寄 調味料 販売 配達

その他 調味料      取得

店舗PR等

創業100年 日本酒            
地酒を中心とし、ビール、焼酎、ワイン、洋酒
等 販売 配達 行       子様 家 
  外出     混 合      量販店
  行     方  清水区限定   飲
料 各種調味料 配達承    酒屋 元
来、サザエさんの「三河屋」さんが原点です。少
量  是非  電話     

紹介営業店 下野 飲食 その他 44

店舗名 リカーランドマツナガ
住所 静岡市清水区下野西3-28
TEL 054-365-3393 URL liquor-store-624.business.site/



営業時間 14:00~19:00 定休日 水・日
商品 焼き鳥・お好み焼き等
その他 店頭販売（テイクアウト）

店舗PR等

創業35年   地元 焼 鳥屋   焼
き鳥以外にも豊富なメニューを取り揃えて
います。焼き鳥及び居酒屋メニューのテイク
アウトを始めましたので、ぜひご連絡お待ち
しています。

紹介営業店 下野 飲食 その他 45

店舗名 居酒屋・焼き鳥とのおか
住所 静岡市清水区下野中1-11
TEL 054-366-5808 URL

営業時間 9:00 16:00 定休日 土日祝日
商品  茶 珈琲個別包装      
その他 当社      安価 良 商品 提供   客様 喜  頂     

店舗PR等

贈り物ギフトから業務用、飲食店、旅館、ホテ
      品  幅広  茶 珈琲等 加工
製造販売（卸売）を展開していますが、小売
販売 承     自宅   手軽 美味  
珈琲をお召し上がり下さい。

紹介営業店 下野 飲食 その他 46

店舗名 駿河園
住所 静岡市清水区飯田町3-20
TEL 054-365-0734 URL www.e-surugaen.com



営業時間 11:00~13:00
16:00~18:30 定休日 水・木曜日

商品 餃子・シュウマイ・春巻き等
その他 店頭販売

店舗PR等

当店 御門台  長年中華料理店 営
          度下野 令和2年2
月に移転オープンしました。当店自慢の餃
子を中心に中華総菜を販売しておりますの
 是非一度 電話     

紹介営業店 下野 飲食 その他 47

店舗名 清水餃子の翁亭
住所 静岡市清水区下野東10-7
TEL 070-1615-0742 URL

営業時間 17:30 22:00 定休日 月曜，火曜
商品 炭火焼肉（焼豚丼、ビビンバ、その他焼肉用味付生肉）
その他

店舗PR等

精肉業一筋35年以上 肉屋     店主 経
験 長年 業者  付 合  駆使  集  和
牛は厚くて柔らかです。おいしい和牛を食べたい方、
備長炭      待       決      
はありませんが、ご予算とお好みに合わせてオリジナ
ルコースをご用意します。テイクアウトメニューは電話
予約可で、焼肉用味付生肉25%引で販売しま
す。

紹介営業店 下野 飲食 その他 48

店舗名 炭火焼肉 伴
住所 静岡市清水区八坂北1-8-10
TEL 054-364-1611 URL www4.tokai.or.jp/YAKINIKU_BAN/index.html



営業時間 11 30 14 00
17 00 22 00 定休日 日曜日

商品 中華料理（       焼肉丼 餃子 人気   ）
その他        餃子  調理済  冷凍  用意      

店舗PR等
創業46年       静岡   紹介  
      老舗   定食 多数 用意
しています。席数を減らして営業する等、コ
ロナ対策も取っています。

紹介営業店 下野 飲食 その他 49

店舗名 中華「珉味（みんみ）」
住所 静岡市清水区銀座8-15
TEL 054-365-8355 URL

営業時間 11 00 14 00
17 00 20 00 定休日 月曜日

商品 中華料理
その他

店舗PR等

創業35年   度店内     一部    
アウト始めました。ボリューム満点の自慢の中
華料理 揃          連絡 待  
          料理 焼肉丼700円／  
ミナ丼880円／天津丼800円／マーボー丼
750円／茄子丼750円／炒飯580円／キ
  炒飯750円／  他一品料理  用意
しています。

紹介営業店 下野 飲食 その他 50

店舗名 中華巴飯店
住所 静岡市清水区蜂ヶ谷458-16
TEL 054-364-6252 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

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 51

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 ①②7 19:00
③平日9 19:00/土日8 19:00 定休日 月曜日

（月曜日が祝祭日の場合は営業し、翌日休業）

商品 各種手作りパン
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
お出しするパンは、全て一つ一つ丁寧に手作り
しています。スペインの職人によって作られた特
製の石窯で焼き上げたできたてパンをご提供
致します。

紹介営業店 草薙 飲食 その他 52

店舗名 石窯パン工房 マルコ デュ パン ①静岡聖一色店、②清水店、③焼津店
住所 ①静岡市駿河区聖一色200-5     ②静岡市清水区渋川3丁目7-18

③焼津市大覚寺3丁目15-2

TEL
①054-267-0505
②054-349-0505
③054-626-0505

URL www.talk-in.co.jp



営業時間 9 00 18:00 定休日 12/31 1/3
商品 弁当各種
その他

店舗PR等

     食 都   仕事人   料理屋 
弁当をお届けします。葵区、駿河区、清水区
  注文金額5,000円以上  客  限定
  期間限定 配送無料       実施
中 勿論 店舗   受 取  可能   
●    一例 一富士二鷹三   弁当
1,580円（税別）、羽衣の舞 九重弁当
1,250円（税別）

紹介営業店 草薙 飲食 その他 53

店舗名 なすび庵
住所 静岡市清水区富士見町5-8
TEL 054-352-1559 URL https://shizuoka-shidashi.com

営業時間 17 00 21 30 定休日 日曜日
商品 串焼 
その他

店舗PR等

当店  平成28年8月開店 焼 鳥居酒屋(     
のすけ)です。「にわ・とりのすけ」は兵庫県のティーネット㈱
が運営するフランチャイズの名称。ONE at A TIME、１
 １  一瞬一瞬 1人1人 全力   精神 頑張 
      出来 事            当店   
トーです。こんな時だからこそ、テイクアウトという形で皆様
に満足していただけるように頑張ります。ご要望などもお気
軽  問合 下    皆様 満足 為       
笑顔でお待ちしています。

紹介営業店 草薙 飲食 その他 54

店舗名 にわ・とりのすけ草薙本店
住所 静岡市清水区草薙1丁目17－19
TEL 054-368-6978 URL torinosuke.gr.jp



営業時間 10:00~19:00
(日曜 18 00) 定休日 月曜日

商品 コーヒー豆・ドリップコーヒーのテイクアウト
その他 テイクアウト・コーヒー豆の販売

店舗PR等

自家焙煎珈琲専門店です。コーヒーのテイクア
ウトとコーヒー豆の販売を承っています。コーヒー
もたくさんの種類取り扱っておりますので、お気
 入  味 必 見         利用 

紹介営業店 草薙 飲食 その他 55

店舗名 ブラウニー
住所 静岡市清水区御門台1-8
TEL 054-347-6588 URL http://www.cafebrownie.com

営業時間 11 30 13 00（水  ）
17 30 20 00（火 日） 定休日 月

商品 700 800円 日替      
その他 テイクアウトのみ（水のみ）

店舗PR等

草薙駅前  平成20年 開業     夜 
居酒屋で世界のビール・ワインを数多く揃えて
います。今回、新型コロナ対策ででテイクアウト
を開始し、ソースにこだわったお弁当の販売を
始        一度足 運       

紹介営業店 草薙 飲食 その他 56

店舗名 草薙バルsea-Dz
住所 静岡市清水区草薙1丁目5-7
TEL 054-346-6606 URL https://kusanagibarsea-dz.owst.



営業時間 8 00 16 00 定休日 日曜日
商品 仕出し・手作り弁当等ケータリングサービス
その他 当日9時までにご注文下さい。笑顔で配達承ります。

店舗PR等

昭和54年  創業 仕出   弁当店      
地元の食材にこだわり、野菜一つから丁寧に仕入
れております。日替わり弁当をはじめ、唐揚げ弁当
等、当日9時までにご連絡いただければ、笑顔でお
届     日替  弁当        250ｇ
(450円) 日替  弁当      150ｇ(400
円) 唐揚 弁当    250ｇ(470円) 唐揚
   弁当    150ｇ(420円)

紹介営業店 渋川 飲食 その他 57

店舗名 KOU こう月
住所 静岡市清水区吉川361-1
TEL 054-347-0683 URL https://kougetsu-bento.com

営業時間 定休日 第三月曜日、毎週火曜日
商品 焼肉料理 焼肉弁当等
その他

土日12時よりランチ営業
       平日15時半予約受付 17時引 渡 

土日11時半予約受付、12時引き渡し

店舗PR等

令和1年8月          東京 焼肉
店で経験を重ねたオーナーが地元の方々に美
味     知        国産黒毛和牛
A5ランクを安価で提供しています。通常営業
 加  焼肉弁当        行    
  是非 一度召 上   下   

紹介営業店 渋川 飲食 その他 58

店舗名 焼肉 SUMIKA
住所 静岡市清水区真砂町6-21-1 リュエルギンザ
TEL 054-365-6792 URL

月～木17：00～22：00 金17：00～24：00



営業時間 11 00 14 00
16 00 20 00 定休日 水・木曜日

商品 豚まん、焼売、台湾ちまき、餃子等
その他 ※テイクアウト専門店

店舗PR等

一つ一つ愛情を込めて作る手作り豚まんは多
くの著名人から絶賛され、全国から多くの方が
訪れる程の大人気商品です。外出自粛を強
    中 是非一度長太郎飯店 豚   
テイクアウトし、召し上がってみてはいかがです
か。また、通信販売も実施していますので、詳
細はホームページをご覧下さい。

紹介営業店 高部 飲食 その他 59

店舗名 中華 長太郎飯店
住所 静岡市清水区西久保309－3
TEL 054－366－2363 URL https://chotarohanten.com

営業時間 8:10~17:30 定休日 月曜日、第2・3火曜日
商品 食パン・菓子パン・惣菜パン
その他

店舗PR等

創業40年以上 地元  愛顧       
昔ながらのパン屋です。おすすめは特製のアッ
          気軽  立 寄    
い。※新型コロナウイルス対策としてお客さまに
はマスク着用・一組ずつの入店をお願いしてお
ります。

紹介営業店 高部 飲食 その他 60

店舗名 ボンヌール
住所 静岡市清水区梅ヶ谷１３－５
TEL 054-345-3831 URL



営業時間 9:00 20 00 定休日 火曜日
商品 日本酒・焼酎・ワイン・ビール
その他

店舗PR等
お手頃で美味しい、スーパー等では取扱い
のないお酒（季節の生酒等）を取り揃
  元気 明  販売中   是非  利
用     

紹介営業店 高部 飲食 その他 61

店舗名 田島酒店
住所 静岡市清水区梅ケ谷631
TEL 054-345-4785 URL

営業時間 11:00 23:00 定休日 年中無休
商品 各種お弁当（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

店内 同 大戸屋 味          弁
当  提供致    毎日   利用頂  
よう、お値打ち価格と豊富なメニューを取り揃
えております。10個以上のご注文は、事前に
お電話いただければお待たせしません。

紹介営業店 草薙 飲食 その他 62

店舗名 大戸屋 清水店
住所 静岡市清水区七ッ新屋435-1
TEL 054-344-0108 URL www.talk-in.co.jp



営業時間 17:00 翌2:00 定休日 年中無休
商品 からあげ弁当（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

テイクアウト用として、からあげ弁当、ねぎ塩か
らあげ弁当、南蛮からあげ弁当、みぞれからあ
げ弁当をご用意致しました。からあげ単品での
注文 承                金賞
受賞のからあげをご賞味下さい。

紹介営業店 草薙 飲食 その他 63

店舗名 がブリチキン 草薙駅前店
住所 静岡市清水区草薙1-8-11
TEL 054-344-3888 URL www.talk-in.co.jp



営業時間 ①②7~24:00
③④7~23:30 定休日 年中無休

商品      紅茶                  等（      ）
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

   珈琲店        紅茶       
類、トースト、サンドウィッチ、バーガー類などの
フードメニューの一部がテイクアウト可能です。
テイクアウトの方法は、①店頭で注文する、②
事前に電話予約をするのどちらかとなります。

紹介営業店 草薙 飲食 その他 64

店舗名 コメダ珈琲店 ①静岡インター店、②東静岡店、③清水インター店、④有東坂店

住所 ①静岡市駿河区緑 丘2-1      ②静岡市駿河区曲金6-378-1
③静岡市清水区八坂西町15-30      ④静岡市清水区有東坂2丁目364-1

TEL ①054-202-8181   ②054-289-1009
③054-361-5577   ④054-347-1009 URL www.talk-in.co.jp

鮮魚  刺身 盛 合  

飲食 その他 65紹介営業店 草薙

その他

店舗PR等

昭和30年 草薙駅前           
新鮮な魚をお客様に味わってもらいたいです。
前日までに予約していただければ予算に合わ
   刺身 盛 合          一度
足を運んでください。

営業時間 10 00 18 30 定休日
商品

店舗名
住所
TEL 054-345-7631 URL

魚新
静岡市清水区草薙1丁目8-20

日曜日、月曜日の祝日



紹介営業店 高部

その他

店舗PR等

    自慢 炒飯 餃子 焼豚  自宅 
楽しめます。コロナウィルス感染拡大防止の
為 営業日 限定     （事前 店長 
ログで告知あり）。また、県外からのお客様に
はテイクアウトのみでの対応とさせていただいて
います。

営業時間 11 00 14:00
17 00 20 00 定休日

商品

店舗名
住所
TEL URL

その他

店舗PR等

魚介類の卸業者です。ホテルや冠婚葬祭業
者    質      商品 提供 行  
います。また、清水漁港の河岸の市にて小売
 行        度 事務所 一部 改装
し、小売店を7/6(月)オープン。経験豊富な
職人   調理   良質 商品 自宅  
ご賞味下さい。

営業時間 10 30 18 00 定休日
商品

店舗名
住所
TEL 054-364-5563 URL

魚彩
静岡市清水区江尻東2丁目5-13

水曜日
寿司 刺身 揚 物 総菜類

寿司類は電話にて予約も可能です。

飲食 その他 66

飲食 その他 67

あじぶか
静岡市清水区梅ケ谷242-1

あじぶか店長ブログと検索

月曜日（休暇時はブログで通知あり）

ラーメン・炒飯・餃子・焼豚・ビール等
丼持参      持 帰      

紹介営業店 渋川



その他 店内飲食・テイクアウト

店舗PR等

 心落 着 古風 喫茶店 
喫茶        気   店主 
心地よい雰囲気のお店となっております。是
非 気軽  問 合    来店     

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 69

店舗名 アルペンブルー
住所 静岡市清水区迎山町2-3
TEL 054-335-0901 URL

営業時間 10:00~1900 定休日 木曜日
商品 たこ焼き・クレープ・ソフトクリーム…他

紹介営業店 草薙 飲食 その他 68

その他 なし

店舗PR等

草薙 店 構  40年 老舗 茶屋   
口当たりがまろやかで、味も色も濃いことが特
徴 深蒸 茶 専門的 取 扱       
茶 含            予防     
うです。ご家庭用、ご進物用にいかかがでしょう
か。

営業時間 9 00 18 00 定休日 なし
商品 日本茶

店舗名 茶舗福寿園
住所 静岡市清水区草薙2-3-22
TEL 054-346-7411 URL



営業時間 11 30 21 00 定休日 火曜日
商品 ラーメン、チャーハン 等
その他

店舗PR等
昔    定番中華料理 提供    当
店。麺類と飯物等のメニューは豊富です。テイ
     行                豊
富です。ぜひご賞味ください。

商品 生ジュース・クレープ等
その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

毎日仕入れた、新鮮な、生ジュースやクレープ
を手作りで販売しております。店はJR清水駅
から徒歩30秒の場所に位置しておりますの
で、ご気軽にどうぞ♪現在、イートインは閉鎖し
  持 帰    販売  行       

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 71

店舗名 とうもろこし
住所 静岡市清水区八坂東2丁目1-35
TEL 054-364-5310 URL

紹介営業店 清水/折戸 飲食 その他 70

店舗名 村越くだもの店
住所 静岡市清水区真砂町3-5
TEL 054-366-0727 URL

営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日



TEL 054-395-8317 URL instagram #onilabo_55

営業時間 10:30-13:00
14:00-18:00 定休日 水曜日

商品 おにぎり個売 ランチプレート、カフェ
その他

企業PR等
おにぎり専門店です。現在はテイクアウトのみの
営業となっております。お買い上げいただいて近
場の公園ですぐお召し上がりいただけます。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 72

企業名 ONILABO
住所 静岡市清水区有東坂14-1

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 73

企業名 佐野米穀店
住所 静岡市清水区上原１丁目１－１４
TEL 054-345-6946 URL

営業時間  19 00 定休日 日曜日
商品 米穀類、日用品、食品
その他

企業PR等
狐ヶ崎駅周辺の組合の農家さんで採れた果
実等 販売       午前中 売 切  
しまいますので早めにお越しください。



紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 74

企業名 水野製茶
住所 静岡市清水区有東坂362
TEL 054-345-4662 URL http://mizunoseicha.net/

営業時間 10:00 17:30 定休日 日曜日

営業時間 11:00~13:30(土日  )
16:30~20:00 定休日 無

商品 焼肉
その他

店舗PR等

清水の人気焼肉店。通常営業と併せて今回
新たにランチ営業とテイクアウトの取扱いを開
始しました。消毒・喚起や従業員のマスク着用
等、新型コロナウイルス感染症対策に努めてお
りますので安心してお越しください。

商品 煎茶 茎茶 玉露等
その他

企業PR等
富士山 望 自園茶畑産 茶葉 自工場 
加工、自店で販売しております。工場直売の
    込  静岡茶   一度 召 上  
ください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 75

店舗名 千番閣
住所 静岡市清水区大坪1丁目3-13
TEL 054-346-7171 URL http://senbankaku.tourmake.me



商品 鮮魚
その他 お惣菜

店舗PR等

鮮魚店ではありますが、魚から野菜まで取り
扱っています。その場で揚げたフライや、お総菜
もおススメです。
食 良        食 整体師      
かずに悩んだお顔から、みんな笑顔になって
帰っていきます

その他

店舗PR等
米は国産米。玄米で仕入れ、精米。大豆は
北海道産 使用 食品添加物 一切使用 
ません。常温で自然発酵させています。安全、
安心      念頭 日々仕込      

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 77

店舗名 魚茂（うおしげ）
住所 静岡市清水区秋吉町2-63
TEL 054-364-3311 URL

営業時間 10:00 18:00 定休日 日曜・祝日

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 76

店舗名 池谷味噌店
住所 静岡市清水区高橋4丁目13-9
TEL 054-367-1333 URL http://ikegaya-miso.info/

営業時間 8:00 18:00 定休日 日曜
商品 米   味噌   味噌 合  味噌 金山寺味噌      等



TEL 054-367-6638 URL
営業時間 8:00 12:00 定休日 水曜、日曜、祝日
商品 パン、しゅうまい
その他

店舗PR等

NPO精神障害者生活支援として、精神に障
害を持たれた方が地域で受け入れられ生活で
きるよう活動しています。
無添加素材を使用し、パンとしゅうまいを作っ
て、売っています。

営業時間 9:00 18:00 定休日 日曜・祝日
商品  茶       
その他

店舗PR等

・自社工場での製造直売。
・各種ティーパックも自社オリジナル
商品です。
・贈答品用にグラム数の個別相談
にも対応致します。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 79

店舗名 ゆくり亭
住所 静岡市清水区辻５丁目３－２３

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 78

店舗名     茶業
住所 静岡市清水区辻5丁目1-21
TEL 054-364-3737 URL https://hashimotochagyo.info



その他 おでんもあります。

店舗PR等

安心、安全を心掛け、
すべて手づくりです。

早朝からやっており、
 昼  売 切        

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 81

店舗名 梅の家（清水支店）
住所 静岡市清水区本郷町6-11
TEL 054-367-0224 URL

営業時間 6:30 12:00 定休日 毎週火曜、第三月曜
商品      助六  総菜    

店舗名 岡本園
住所 静岡市清水区高橋３丁目６－１１
TEL 054-366-1534 URL

営業時間 8:00 18:00 定休日 日曜
商品 静岡茶 抹茶 各種煎茶 番茶
その他 地方発送承ります。

店舗PR等
各種取扱あります。お客様一人一人に真心
込  対応   頂        茶菓子 
一緒にどうぞ。

紹介営業店 矢倉 飲食 その他 80



営業時間 17 00 23 00 定休日 毎週火曜日
商品 和洋折衷料理 日本酒 焼酎等各種酒類
その他 GW明          行      （14:00 ）

店舗PR等

地場居酒屋チェーンにて多くの繁盛店をプロデュースした
      店   老若男女 多  方  楽    
だけるよう、地場産品や季節ごと旬の食材を用いた和洋
折衷 多種多彩 料理  用意       酒 種類
も充実。広島の銘酒「加茂鶴」も取り揃えてあります。現
在、14時からテイクアウトを承っており17時から店舗営業
       美味  料理      贅沢 時間 過

商品 中華料理(麺類 飯物 定食    料理 一品料理)
その他 中華料理       及 出前(配達地域 制限  )

店舗PR等

2001年創業 地域 根差  中華料理店   麺類
24種、定食10種、飯物16種、一品物14種、セット6
種、スープ3種を取り揃えております。炒飯、塩ラーメン、
レバニラ定食が人気メニューですが、麻婆ラーメンにも自
信があり、常に喜ばれる商品提供を心掛けております。テ
      出前配達(地域 限   ） 行     電
話にてご注文承ります。ラーメン550円、塩ラーメン550
円、レバニラ定食800円、炒飯680円、マーボー麺850
円、その他メニュー参照ください。

紹介営業店 渋川 飲食 その他 83

店舗名 和風創菜 望花亭(もっかてい)
住所 静岡市清水区渋川２丁目１４－１４
TEL 054-345-5353 URL

紹介営業店 渋川 飲食 その他 82

店舗名 中華 炒炒( ちゃちゃ ）
住所 静岡市清水区能島245-11
TEL 054-344-7766 URL

営業時間
昼11:00 14:00
夜17:00 22:00

※日 祝日 17:00 20:00
定休日 月曜日



紹介営業店 矢倉 飲食 その他 84

店舗名 酒楽舎にしがや
住所 静岡市清水区辻2丁目12-9
TEL 054-366-5465 URL syurakusya.jp

営業時間 10 00~20:00 定休日 月曜・木曜
商品 日本酒・ワイン・本格焼酎
その他 酒器＆小物

店舗PR等

1902年創業 酒屋    薦  日本酒銘
柄、ワイン銘柄のご案内を通じてお客様に静
岡 地酒 良  広       思    
す。
当店一押  清水区由比 英君    

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 85

店舗名  茶 富士園
住所 静岡市清水区西高町9-18
TEL 054-355-5632 URL

営業時間 7:00~18:00 定休日 日曜日
商品  茶
その他

店舗PR等
当店  地元産  茶 多数取 揃    
   寒        時期 美味   茶
           対策 行       
   一度 店 方  立 寄      



紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 86

店舗名 カセ・ラ・クルート
住所 静岡市清水区下清水6-12
TEL 054-352-6828 URL

営業時間 10:30~18:00 定休日 月曜日
商品 パン
その他

店舗PR等
当店         国産小麦粉 使用 
て、パン生地に添加物を入れない、家族の健
康と安全を第一に考えるママの手作りパンで
す。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 87

店舗名 ワインショップにしがや
住所 静岡市清水区向田町8-24
TEL 054-352-6828 URL https://store-15131.business.site/

営業時間 10:30~18:00 定休日 不定休
商品 ワイン、酒類
その他

店舗PR等
当店では種類豊富なワインと日本酒、その他
酒類を取り扱っています。
令和2年10月 内装            
  一度 店 方  立 寄      



紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 88

店舗名 奥山園
住所 静岡市清水区神田町5-7
TEL 054-353-0471 URL

営業時間 8:30 19:00 定休日 日曜日
商品  茶 菓子
その他

店舗PR等

静清信用金庫 月見支店 近     地元
 遠方 方   親       茶屋   
  100ｇ  量 売       新茶（４
月末頃）やお中元、お歳暮に是非いかがで
しょうか。地方配送も承っております。新型コロ
ナ感染症予防に努めておりますので安心して
お越しください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 89

店舗名 中華料理 木川
住所 静岡市清水区村松原2丁目6-19
TEL 054-335-6843 URL

営業時間  11 00 14:00
16 00 20 00 定休日 月曜日

商品 中華料理     
その他

店舗PR等

自家製面で作るラーメンはまた通いたくなるメ
ニューが豊富です。
     一例
・ラーメン  500円
・ワンタンメン  600円
・セットマーボー丼  850円
・半チャーンラーメン 800円
・セット焼肉丼    850円



商品 居酒屋
その他

店舗PR等

清水区追分  営業 始  30年 歴史 
る居酒屋です。
店内 落 着  雰囲気        
新型コロナウイルス感染症に負けず営業してお
ります。新型コロナウイルス感染症対策には努
めておりますので安心してお越しください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 90

店舗名 呑み処 五月
住所 静岡市清水区追分2丁目14-16
TEL 054-367-6846 URL

営業時間 17:00~23:00 定休日 水曜、木曜

紹介営業店名 大坪/月見 飲食 その他 91

店舗名 Canvas
住所 静岡市清水区草薙一里山5-7
TEL 054-340-9923 URL なし

営業時間 平日10:30 18:00
土曜日9:00 17:00 定休日 日、祝日

商品 カフェ、コーヒー豆販売
その他

店舗PR等

障害   方 就労支援 行 福祉    
す。プロの焙煎士と共に一つ一つ丁寧に全て
 工程 手作業 行            
香  向   利用者   笑顔 見    
けたら、最高の喜びです。



紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 92

店舗名 Co ee shop LILY
住所 静岡市清水区堂林2丁目21-15
TEL 054-353-3780 URL

営業時間 9:30~14:00 定休日 日曜日
商品 コーヒー モーニング ランチ 冬はおしるこ
その他 店主一人でやっているので、あまり混まない様に配慮願います

店舗PR等
店主自慢              手間
暇かけて作った手作りモーニング、ランチは絶品
   冬 温       身体 温   
す。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 93

店舗名 ベーカリー フィセル
住所 静岡市清水区梅が岡7-19
TEL 054-355-5560 URL

営業時間 8:30~19:00 定休日 月曜日

商品 パン、サンドウィッチ
その他

店舗PR等
定番の食パンからフィセルオリジナルアイディアに
よる、菓子パン・デザートパンの個性的なパン
や食べ応えのあるサンドウィッチ等数多く取り揃
えております。ぜひ足を運んでみてください。



紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 94

店舗名 マルキフードセンター
住所 静岡市清水区月見町2番8号
TEL 054-352-1672 URL www.maruki-f.com

営業時間 9:00~21:00 定休日 なし
商品 スーパーマーケット・弁当
その他

店舗PR等

     消毒 常 行        安心
   来店     
当店自慢 手作 幕 内弁当 料金    
ナブルで人気商品となっておりますので是非ご
賞味ください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 95

店舗名 やまだ
住所 静岡市清水区有東坂2丁目１５５－１
TEL 054-346-4446 URL

営業時間 17 00 定休日 火曜日
（状況によって月曜日・水曜日も休む時があります）

商品 居酒屋
その他

店舗PR等

豆腐料理 自慢 居酒屋   
   対策 為      料理 取 揃    
す。
密を避けるため事前に上記電話番号にご予約いた
だいてからお越しください。
新型       対策 為間仕切 等    不
便        願 致    



紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 96

店舗名 佐野茶舗
住所 静岡市清水区神田町1-36
TEL 054-3522992 URL

営業時間 7:00~18:00 定休日 無し
商品  茶
その他

店舗PR等

清水区神田町   老舗 茶屋   種類
 豊富 量 売         茶 道具等
も販売しており、おすすめの入れ方をお教えい
たします。お祝いの贈り物にも多数の商品のご
用意しております。新型コロナウイルス感染症
予防にも努めておりますので安心してお越しくだ
さい。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 97

店舗名 焼肉 びっくり屋
住所 静岡市清水区西高町9-24
TEL 054-353-3551 URL

営業時間 5:00~21:00 定休日 水曜日
商品 焼肉全般、スープ、サラダ
その他

店舗PR等

店内では換気に気を使い、テーブルや皿の消
毒 都度行         対策 完璧 

オススメのメニューは特選カルビです。上質な脂
  含  良質  肉 用意      他 
も厳選されたお肉は「びっくり」するほど美味しい
です。是非ともご来店下さい。



営業時間 10:00~19:00 定休日 不定休

商品 高級川根茶 四季料理  弁当
その他

店舗PR等

主 店頭  川根茶 販売 2階  完全予約制 四
季料理  弁当 販売 行       
お弁当2段重 1,500円 2,000円
お弁当特2段 2,500円 3,000円
お弁当極2段 4,000円 5,000円
お弁当3段重 4,000円 5,000円
お弁当は完全予約制であり、2・3日前にTELL等でお問
い合わせください。

紹介営業店 大坪/月見 飲食 その他 98

店舗名 梅芳園
住所 静岡市清水区三光町6-35
TEL 054-351-0055 URL https://baihoen.com/blog/20181210-688/



 Index（静岡市清水区 菓子）
店舗名 紹介営業店

1. 船橋舎 清水/折戸
2. 竹翁堂 清水/折戸
3. クルル 矢倉
4. パティスリー リアン（PATISSERIE  Lien） 矢倉
5.    栗田菓子店 矢倉
6. 秋月堂 矢倉
7. シェ・ヒロ 大坪/月見
8. タツマ 大坪/月見
9. 清倖園 大坪/月見
10. 草里 大坪/月見
11. 風月堂 大坪/月見
12. 菓音(かのん) 下野
13. SUNRISE 草薙
14. マロニエ洋菓子店 高部
15. PATISSERIE MATINEE 矢倉
16. みのや総本舗 矢倉
17. 庵昇堂 矢倉



その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

 四季 和菓子 大切 時間     静岡市
清水区の和菓子屋、竹翁堂です。昔から伝わって
     創作     大切        伝統 
創作の融合」を確かな技術で実現します。竹翁堂
ではどなたでも気軽に和菓子を楽しんでいただけるよ
うに努めております。敷居は低くても確かな技術でう
そのない和菓子を提供させていただきます。

営業時間 9 00 18 00 定休日 水曜日

商品 和菓子

住所 静岡市清水区入江2丁目1-8
TEL 054-367-0345 URL chikuodo.com/index.html

その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

創業文化5年 歴史 古  現在6代目 清
水次郎長 江戸火消  新門辰五郎  縁
     伝       次郎長 船橋舎 
逸話に関連した「ゆび饅頭」を取り扱っておりま
す。他にも和洋菓子を取り揃えておりますので
 近  来 際   利用     

紹介営業店 清水/折戸 菓子 2

商品 和菓子・洋菓子

住所 静岡市清水区上2丁目1-20
TEL 054-352-6915 URL

店舗名 竹翁堂

紹介営業店 清水/折戸 菓子 1

店舗名 船橋舎 

営業時間 10 00 17 00 定休日 水曜日



その他

企業PR等

工場の倉庫をリノベーションしたケーキ屋さんと
しても有名ですが、美術大学の学生がコラボ
レーションし施工したテレビや新聞でも話題と
なったケーキ屋さんです。もちろん味も負けてい
ません。旬の果物を使ったケーキから定番ケー
キ、焼き菓子など季節ごとに楽しめます。

営業時間 10:00~19:00 定休日 毎週水曜日
商品 ケーキ、焼菓子

企業名 パティスリー リアン（PATISSERIE  Lien）
住所 静岡市清水区辻4丁目3-13
TEL 054-357-7720 URL https://ｗｗｗ.patisserie-lien.com

その他 お誕生日ケーキも注文に応じお作り致します。

店舗PR等
季節に合わせて商品を変えています。当店名
物は「王様シュークリーム」通常のシュークリーム
 ３倍 大        看板 目印   

紹介営業店 矢倉 菓子 4

営業時間 9 30 19 00 定休日 火曜日
商品 ケーキ、焼菓子、洋菓子

店舗名 クルル
住所 静岡市清水区秋吉町2-64
TEL 054-366-3625 URL

紹介営業店 矢倉 菓子 3



その他 天王店8 30 17 30（無休）

店舗PR等

明治4年  続 老舗    客様 幸  
運ぶお菓子を求めて今まで作り続けてまいりま
した。あぱれいゆを始め、ロールケーキやチーズ
大福などもございます。ぜひご賞味ください。な
お、感染予防対策も徹底しております。

営業時間 西久保本店 8 30 19 ００
（水曜日８ ３０ 17 30） 定休日 年中無休

商品 和洋菓子 等

店舗名 秋月堂
住所 静岡市清水区西久保520
TEL 054-364-4670 URL http://www.apareiyu.co.jp/

その他

店舗PR等
清水 西久保   和菓子 老舗 一 一
つ丁寧に作られた和菓子をお手頃な値段で
買うことができます。ぜひご賞味ください。なお、
感染予防対策も徹底しております。

紹介営業店 矢倉 菓子 6

営業時間 8 00 19 00頃 定休日 水曜日
商品 和菓子 等

店舗名    栗田菓子店
住所 静岡市清水区西久保1丁目5-1
TEL 054-366-5652 URL

紹介営業店 矢倉 菓子 5



その他

店舗PR等
干し芋のタツマでは、特に丁寧に作ってくれる
農家の美味しい干し芋をお客様に提供してい
   一度食   後 引      干 芋 
是非一度 試      

営業時間 9:00 17:00 定休日 日曜・祭日
商品 干し芋

店舗名 タツマ
住所 静岡市清水区木の下町328-2
TEL 054-354-1733 URL www.tatuma.co.jp

その他

店舗PR等

業歴 永 市民  人気   洋菓子店 
す。なかでも1番人気はシュークリームです。外
出自粛 続    自宅  是非     
  店内  感染予防 努  飛沫防止
    使用       

紹介営業店 大坪/月見 菓子 8

営業時間 10:00~19:00 定休日 月曜日・火曜日
商品 洋菓子

店舗名 シェ・ヒロ
住所 静岡市清水区鶴舞町1-23
TEL 054-371-9101 URL

紹介営業店 大坪/月見 菓子 7



その他

店舗PR等

清水  長 市民 愛    手作     
楽   喫茶店          中心  
が店内でも席の間を空けるなどの新型コロナウ
   感染症対策 行      全 手作 
でフルーツなどは毎日仕入の地産地消を心が
        子    年配 方  幅広 
楽しんでいただけると思います。

営業時間 10:00~21:00 定休日 火曜日
商品 洋菓子

店舗名 草里
住所 静岡市清水区春日2-2-13
TEL 054-352-4446 URL https://www.zoree.net

その他 駿河区内セントラルスクエアでも販売しております

店舗PR等

昭和48年創業 昔 味 大切      若 人
達にも喜ばれるよう、低価格で美味しいお菓子作り
をしています。≪おすすめメニュー≫生どら焼き（小
豆・苺）140円、（プリン入）140円、船越堤
（梅 栗）184円           626円 季
節の和菓子各140円

紹介営業店 大坪/月見 菓子 10

営業時間 10 00 19 00 定休日 水曜日
商品 和洋菓子

店舗名 清倖園
住所 静岡市清水区有東坂4-6
TEL 054-345-9076 URL

紹介営業店 大坪/月見 菓子 9



商品 ケーキ・洋菓子・ランチ
その他

店舗PR等

創業10年     洋菓子店   季節
のてんこ盛りタルトや、ゼリー等ご用意して
      度           （540
円+税）も始めましたので、是非お待ちし
ています。

054-364-2391 URL
営業時間 10:00~19:30 定休日 水曜
TEL

紹介営業店 下野 菓子 12

菓音(かのん)店舗名
住所 静岡市清水区下野西1-1

その他

店舗PR等

当店自慢 銘菓 次郎長笠 （      
焼き）がおすすめです。東名富士川サービスエ
リア（下り）、富士市の道の駅 富士川楽
座、清水区エスパルスドリームプラザにて販売し
      次郎長笠1 880円   他商品
も事前に電話またはFAXにて問い合わせでき
ます。

営業時間 9 00 19 00 定休日 水曜日
商品 和菓子（どら焼、焼菓子）、ゼリー

店舗名 風月堂
住所 静岡市清水区三光町2-4
TEL 054-352-9845 URL https://shimizu-fugetsudo.com

紹介営業店 大坪/月見 菓子 11



その他

店舗PR等

物語に出てくるようなお菓子屋さんをコンセプト
 昨年     外出自粛 続 中 退屈 
日々をケーキやお菓子で華やかに彩ってみては
       Birthday＆Anniversary
    予約受付中   是非  利用   
い。※来店時はマスクの着用をお願い致しま
す。

営業時間 火 土 10 00 17 00
日 10 00 15 00 定休日 月曜日・祝日

商品 ケーキ、焼菓子

店舗名 マロニエ洋菓子店
住所 静岡市清水区押切1760
TEL 054－340－3338 URL インスタグラム（ｐ_marronnier)で検索

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

2019年 草薙一里山            
チ専門店です。具材によって使い分ける自家
製パンと、「野菜ソムリエ」が季節ごとに厳選し
         人気         手土
産  ＃   時間   最適      越
しください。

紹介営業店 高部 菓子 14

営業時間 11:00 無   次第終了 定休日 不定休
商品         調理   

住所 静岡市清水区草薙一里山22-8
TEL 054-340-5005 URL http://www.sandwich-sunrise.com

紹介営業店 草薙 菓子 13

店舗名 SUNRISE



営業時間 9:00 19:00 定休日 不定休
商品 和菓子
その他 シュークリーム

店舗PR等

JR清水駅前ロータリーに昔からある和菓子屋
さん。
和菓子がメインですが、シュークリーム等もあり
ます。
    寄         

紹介営業店 矢倉 菓子 16

店舗名 みのや総本舗
住所 静岡市清水区真砂町2-33
TEL 054-367-0888 URL

紹介営業店 矢倉 菓子 15

店舗名 PATISSERIE MATINEE
住所 静岡市清水区西久保227-9
TEL 054-659-8409 URL www.patisserie-matinee.com

営業時間 10:00~19:00 定休日 毎週木曜日、第1・３・５週水曜日

商品 ケーキ、お菓子
その他 駐車場     

店舗PR等

         記念日          
ケーキ等のオーダメイドケーキ、結婚式の引き
出物等も受け付けております。詳しくはお電話
にてご確認ください。皆様のご来店を心よりお
待ちしております。



営業時間 8 00 19 00 定休日 水曜日
商品 和菓子 等
その他

店舗PR等
昭和6年創業 地域 密着  伝統 基 
味・香・姿に新しい技を注ぎ真心をこめて吟味
製造しております。清水名物「ちいちい餅」をぜ
ひご賞味ください。

紹介営業店 矢倉 菓子 17

店舗名 庵昇堂
住所 静岡市清水区庵原町1781
TEL 054-366-7109 URL 【ブログ】anshoudou.eshizuoka.jp



 Index（静岡市清水区 その他）
店舗名 紹介営業店

1. 伏見縫製 清水/折戸
2. フラワー雑貨 小春日和 矢倉
3. 美容室ホリイケ 矢倉
4. coran(コラン） 大坪/月見
5. hair design HISAYORI 大坪/月見
6. HAIR MAKE beans 大坪/月見
7. Lecoeur 大坪/月見
8. Photo Prise studio suwa 大坪/月見
9. St.Flora 美容室 大坪/月見
10. フィオーレ田代 大坪/月見
11. 出光 神田町SS 中山石油 大坪/月見
12. 美容室 Room-1 大坪/月見
13. 富士ゴム産業 下野
14. Tabi（タビ） 草薙
15. ラブラブ 草薙
16. 花勇 草薙
17. 後藤紙店 草薙
18. 和漢薬局さかき自然館 草薙
19. 美容室 ユニヴァース 渋川
20. フラワーサロン フルールさわ 高部
21. 絵本と手作りのお店 童家 高部
22. 手作り工房 FUJITA 高部
23. 美容室 M2 高部
24. ヒーリングサロン和らぎ 大坪/月見
25. CPサロン すみれ 大坪/月見
26. hair and healing RASA 大坪/月見
27. アトリエ・プレジール 大坪/月見
28. うさみ花店 大坪/月見
29. ファッション深澤 大坪/月見
30. ワークショップイサミ 大坪/月見
31. 茜工房 大坪/月見
32. 清野画荘 大坪/月見
33. 美容室 Ａrt 大坪/月見
34. Cover Girl 大坪/月見
35. HairSalonTODA 大坪/月見
36. アジアンリラクゼーション ヴィラ 清水有東坂店 大坪/月見
37. いしざき美容室 大坪/月見
38. オートプロショップ安竹 大坪/月見
39.     鈴屋 大坪/月見
40. ビューティサロンしむら 大坪/月見
41. プラザナカムラ 大坪/月見
42. プリンティングササキ 大坪/月見
43. 育根花店 大坪/月見
44. 久米タイヤサービス 大坪/月見
45. 小泉商会 大坪/月見



46. 成岡ふとん店 大坪/月見
47. 田村モータース 大坪/月見
48. 美容室 グロウスイック 大坪/月見
49. スリー 大坪/月見
50. 若杉畳店 大坪/月見
51. 理容馬場 大坪/月見



紹介営業店 清水/折戸 その他 1

店舗名 伏見縫製

営業時間 8:30~16:55 定休日 土・日・祝
商品 布製マスク・ガーゼマスク

住所 静岡市清水区宝町1-5
TEL 054-367-0243 URL

店舗名 フラワー雑貨 小春日和
住所 静岡市清水区矢倉町3-6
TEL 054-376-6951 URL

その他 店頭販売のみ

店舗PR等

当社 長年培  縫製技術 生    現在
布製及びガーゼ製マスクを製造し、店頭にて
販売しております。お近くにお越しの際は、是
非 立寄      ＊店外     掲示  
おり、3密を避けて販売しております。

紹介営業店 矢倉 その他 2

その他 小春日和オリジナルオムツケーキ・フラワーアレンジメント等

店舗PR等

お客様皆さまに可愛がっていただける地域密
着型の小売店を目指しております。手作り小
物に趣を置き、ユニークな雑貨およびご予算に
応じたフラワーアレンジメント等を取り扱っていま
す。新型コロナウイルス感染症に負けないよう
に、手作りガーゼマスクを安価にてご提供してお
ります。

営業時間 10 00 18:30 定休日 月曜日
商品 手作りガーゼマスク



紹介営業店 矢倉 その他 3

営業時間 8 30 18 00 定休日 月曜日、第3日曜日
商品 カット、パーマ、シャンプー 等

企業名 美容室ホリイケ
住所 静岡市清水区辻4-11-9
TEL 054-366-2734 URL

店舗名 coran(コラン）
住所 清水区有東坂363-1
TEL 376-4181 URL

その他

企業PR等
地域 方々   利用     美容室 店
内  換気 行  施術後 器具 消毒  
等感染予防対策を徹底しております。
ぜひご来店ください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 4

その他

店舗PR等
取引       協力   洗  夏  
スク（ナツノマスク）入荷しています。暑い
夏    対策 是非 利用下   （3
枚組・白・660円（込））

営業時間 11 00 17 00 定休日 毎週木曜
商品 婦人衣料



紹介営業店 大坪/月見 その他 5

店舗名 hair design HISAYORI

商品
その他

住所 静岡市清水区川原町2-17
TEL

営業時間 9:00~20:00 定休日 月曜・第３日曜
054-352-2696 URL

店舗名 HAIR MAKE beans
住所 静岡市清水区神田町6-11
TEL 0120-42-3105 URL http://www.beans-shimizu.com/

カット、パーマ、カラー

店舗PR等

昨年11月                 美
容室です。小さなお店ですが、髪がサラサラに
なるよう丁寧な仕事を心掛けており、カットの持
  良         体感     当店 
は空間除菌、道具の紫外線殺菌、お客様同
士が重ならないように予約調整しております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 6

その他

店舗PR等

月見支店様  隣 営業         
る美容室です。当店は髪にも肌にも負担をか
けないヘアカラーとしてヘナを使用します。天然
成分100％のヘナを使うので髪を痛めることな
  染    最中        刺激    
快適なカラータイムをお過ごし頂けます。お一
人様 利用毎     消毒 行      
  安心   利用     

営業時間 9:00~18:00 定休日 月 第三日曜 不定休
商品 カット、カラー



紹介営業店 大坪/月見 その他 7

営業時間 10:00 20:00 定休日 月曜日
商品 美容院

店舗名 Lecoeur
住所 静岡市清水区大坪1丁目９－１５
TEL 054-348-7501 URL

店舗名 Photo Prise studio suwa
住所 静岡市清水区庄福町3-1
TEL 080-3638-9263 URL https://photoprisestudiosuwa.com

その他 予約のお客様を優先し、お客様同士が接触しないよう対応しています。
消毒等 感染予防 徹底  行      

店舗PR等

予約のお客様を優先し、お客様同士が接
触しないよう対応しています。当然、消毒
等 感染予防 徹底  行      笑
顔でお帰りいただくために、カウンセリングを
重視しております。南国のリゾート空間のよ
  店内              利用
いただけます。

紹介営業店 大坪/月見 その他 8

その他

店舗PR等

ウェディング写真の撮影館を営んでおります。当
店では海岸・お花畑などでのロケーション撮影
            静岡県内  綺麗  
ケーションがたくさんありますので是非ご相談くだ
さい。また、You Tubeを使ったリモート結婚式
(4月12日の静岡新聞に掲載されました)のご
提案 可能   

営業時間 10:00~21:00 定休日 無し
商品 ウェディングフォト



紹介営業店 大坪/月見 その他 9

営業時間 9:15 18:00 定休日 毎週月曜、第1水曜、第3日曜
商品 カット、パーマ、カラー、トリートメント

店舗名 St.Flora 美容室
住所 静岡市清水区岡町３－６ ロビーシティ１F
TEL 054-351-4155 URL

店舗名 フィオーレ田代
住所 静岡市清水区西高町1-17
TEL 054-352-7588 URL https://www.fiore-tashiro.com

その他 予約制で1名様ずつの対応としています

店舗PR等

当店はアットホームな美容室です。髪のツヤ・コ
シ・くせ毛等でお悩みの方は是非当店一押し
のLUSHトリートメントをお試しください。また美
容     利用  客   限  格安   
ルネイル施術をさせていただきます。コロナ対策
     一人様 利用  道具      
コール消毒をしております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 10

その他

店舗PR等

記念日      適  生花 取扱店   
今年 母 日 始        時    
影響により、製作済と予約のみの販売を店外
 特設     行 予定    自宅用 
花 用意      是非       従
業員もマスク着用をしており新型コロナウイルス
感染症予防に努めておりますので安心してお
越しください。

営業時間 9:30~18:30 定休日 木曜日
商品 生花小売



紹介営業店 大坪/月見 その他 11

営業時間 7:00 20:00 定休日 なし
商品 ガソリンスタンド

店舗名 出光 神田町SS 中山石油
住所 静岡市清水区神田町６－１
TEL 054-352-2548 URL

店舗名 美容室 Room-1
住所 静岡市清水区有東坂２－２７－１
TEL 054-347-7448 URL

その他

店舗PR等

静清信用金庫月見支店様   近     
ンスタンドを営んでおります。出光の看板が目
印        他 車検 対応     
    気軽  立 寄      給油  
ルフですが、コロナ対策として、給油ノズルのア
ルコール消毒は随時実施していますので、安
心   利用      

紹介営業店 大坪/月見 その他 12

その他 完全予約制

店舗PR等
アットホームなお店です。大きなお店が苦手な
方       落 着  雰囲気   完全
予約制  換気 都度      消毒等 
しっかりとコロナ対策をしております。

営業時間 9:30 19:30 定休日 月曜日、第3日曜日
商品 カット、カラー、パーマ、ストレートパーマ、トリートメント



紹介営業店 下野 その他 13

営業時間 9 00~17 00 定休日 土日休日
商品 飛沫感染防止フェイスシールド（大人用、子供用）

店舗名 富士ゴム産業
住所 静岡市清水区八坂北1丁目21-37
TEL 054-364-4416 URL www.fujigomu.co.jp

店舗名 Tabi（タビ）
住所 静岡市清水区谷田18-20
TEL 054-348-5357 URL https://tabi2.eshizuoka.jp/

その他

店舗PR等

医療従事者 接客業      人 対面 
る機会が多い方等、顔全体を覆えるウレタン
付 組立式         飛沫感染 防
止。（高透明PP0.3mm）1セット10枚
（大人用@200円、子供用@190円税
別）

紹介営業店 草薙 その他 14

その他 8/1より第二弾セール実施中。
詳しくは上記URLブログにて日々情報を発信中

店舗PR等

1991年 JR草薙駅前          2013年谷
田 移転 大人 女性              一人
お一人の悩みを丁寧にお聞きしながらコーディネイトを提
案           素敵 女性         気
持  大切              取 入    長
く愛用していただける商品を提供しています。コロナ対策と
して、アルコール消毒の実施、扉を開放して換気を実施、
入店制限を設け3密回避を徹底しております。

営業時間 10 00 19 30 定休日 毎週水曜日
商品 婦人服、小物（雑貨）



紹介営業店 草薙 その他 15

営業時間 10 00 16 00 定休日 水曜、日曜
商品 手作り布マスク 400円（税別）、婦人服、手作り小物 等

店舗名 ラブラブ
住所 静岡市清水区草薙1丁目15-3
TEL 054-346-1139 URL 無し

その他

店舗PR等

昭和57年 草薙駅前  店舗 構  地元
のお客様を中心に愛されたお店です。手作りの
バッグ 等の小物を取り揃えています。今回お客
様から多くの要望があって手作り布マスクの販
売 開始        一度足 運     
い。

紹介営業店 草薙 その他 16

営業時間 10 00 18 00 定休日 不定休
商品 花束、フラワーアレンジメント

店舗名 花勇
住所 静岡市清水区草薙1丁目7-1イチカワビル1F
TEL 054-348-9773 URL 無し

その他

店舗PR等
草薙駅前  平成5年 開業      客
様 要望 合            行   
ます。このような時期だからこそ家にお花を飾っ
てはいかがでしょうか。



店舗名 後藤紙店
住所 静岡市清水区草薙一里山4-3
TEL 054-345-6617 URL http://gokami.sakura.ne.jp

紹介営業店 草薙 その他 17

その他 なし

店舗PR等

草薙一里山 店 構  54年      文
具・事務用品・和紙・洋紙等の販売の他、印
刷・ゴム印・ラミネートなどの加工も致します。お
探し物がありましたら、お気軽にお声がけくださ

営業時間 9:00 19:00 定休日 日曜日
商品 文房具/事務用品/印刷/ゴム印加工サービス/大判印刷



店舗名 和漢薬局さかき自然館
住所 静岡市草薙一里山10-11
TEL 054-345-0005

(FAX 054-348-7365) URL http://www.kanpousakaki.com/

紹介営業店 草薙 その他 18

その他 なし

店舗PR等

平成3年 一里山 開業  漢方薬 主体
にした薬局です。体に安心で早く効く漢方薬
(煎 ) 薬草 扱      薬草茶 気軽 
飲    鼻    冷 性 皮膚      
どの相談からお客様に合った漢方と健康食品
  提案    

紹介営業店 渋川 その他 19

営業時間 10 00 17 00 定休日 日 祝(不定休)
商品 漢方薬/薬草/健康食品/自然化粧品

営業時間 9:00 15 00 定休日 月曜・第三日曜日
商品 カット、カラー、パーマ、美容一般

店舗名 美容室 ユニヴァース
住所 静岡市清水区吉川575-3
TEL 054-346-3607 URL

その他 駐車場2台完備

店舗PR等

業歴45年 老舗美容室       子様
   年配 方  幅広 客様 対応 可能
です。カット3000円、パーマ4500円より承りま
す。客席1席のため、ご来店前にご予約頂ける
と助かります。



紹介営業店 高部 その他 20

営業時間 9:00 18 00 定休日 火曜日
商品 生花販売

店舗名 フラワーサロン フルールさわ
住所 静岡市清水区押切62－1
TEL 054-348-2165 URL ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.kazkikaku.co.jp/

店舗名 絵本と手作りのお店 童家
住所 静岡市清水区押切1760
TEL 054-347-8470 URL https://warabeya.amebaownd.com

その他

店舗PR等

新型コロナウイルスの影響により外出自粛が続
く中、おうちの中で楽しめる盆栽で癒されません
  新感覚 手軽盆栽 BONSAI乙女  
大人気です。
是非 来店       

紹介営業店 高部 その他 21

その他 手作りの着せ替え人形、優しい手触りの布オモチャや小物

店舗PR等

外出自粛のおうち時間、お子様に心温まる絵
本の読み聞かせをして過ぎしませんか。数ある
絵本 中  年齢     絵本選   提
案・サポートします。家族みんなで楽しめるゲー
ムもあります。

営業時間 10:30 17:00 定休日 水曜日、日曜日
商品 絵本、手づくり人形、手づくり布オモチャ



紹介営業店 高部 その他 22

営業時間 10 00 17 00 定休日 月曜・日祝日
商品 手作りマスク・オリジナル雑貨・洋服

店舗名 手作り工房 FUJITA
住所 静岡市清水区押切792-10
TEL 054-347-6701 URL https://www/rakuten.co.jp/fujita-craft

店舗名 美容室 M2
住所 静岡市清水区梅ケ谷13-5
TEL 054-348-9666 URL http://m2.shizuoka-shop.com

その他   他 学童用品 取 揃      

店舗PR等

大人気の手作りマスク、様々な柄で取り揃え
ています。手作りならではのやさしさと温かさに
     店          販売  利用
ください。エスパルスドリームプラザ クラフトマー
ケットも営業中です。

紹介営業店 高部 その他 23

その他

店舗PR等

 客様 不安解消         毎日検
温を実施し、結果をボードにて公表していま
す。スタッフはマスク着用、お客様もマスク着用
しての施術可能です。安心してご来店くださ
い。

営業時間 定休日 月曜日・第3月火曜日
商品 カット・カラー・パーマ



店舗名 ヒーリングサロン和らぎ
住所 静岡市清水区船越3丁目１－５
TEL 054-352-5835 URL なし

紹介営業店 大坪/月見 その他 25

店舗名 CPサロン すみれ
住所 静岡市清水区北矢部町2丁目9-21    N103

営業時間 完全予約制 定休日 なし
商品 美容、ヘアシャンプー、フェイスマッサージ等
その他

店舗PR等

40年続    美容室 一旦閉       客様  
頂いた数々のお声に応えるべく、少人数完全予約制で
復活       
自宅 一室 改装     対策 万全 上 営業  
おります。美容に関しては、お客様の状態を把握し、お体
に一番ストレスがない施術をご提供させていただいておりま
す。予約は取りづらい状況になっておりますが、お気軽にご
連絡いただければと思います。宜しくお願い致します。

紹介営業店 大坪/月見 その他 24

TEL 054-352-6828 URL
営業時間 11 00 20 00 定休日 月曜日、第2、第4日曜日、祝祭日

商品 エステサロン,化粧品販売
その他

店舗PR等

丁寧なカウンセリングと確かな技術でお客様の
お肌の悩みをお聞きし、サロンに通ってよかった
と思っていただけるよう誠心誠意取り組んでい
ます。いつも笑顔でお帰りいただけるよう、おも
    心 大切 皆    待      
  化粧品 販売 行       



紹介営業店 大坪/月見 その他 26

店舗名 hair and healing RASA
住所 静岡市清水区有東坂263-1
TEL 054-348-5823 URL

営業時間 10:00~19:00 定休日 月曜、第1火曜、第3日曜・火曜
商品 カット、パーマ、カラー
その他

店舗PR等

美容院です。
カット、パーマ、カラー等にて心身ともにリフレッシュな
気分        
密を防ぐため事前の電話予約も承っております。新
型コロナウイルス感染症予防に努めておりますので
是非1度 来店         一同皆様  越 
を心よりお待ちしております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 27

店舗名 アトリエ・プレジール
住所 静岡市清水区入江3-2-4
TEL 054-365-4183 URL

営業時間 9:00~18:00 定休日 日曜、第1火曜、第3日曜
商品 美容院
その他

店舗PR等

店内     落 着  雰囲気    客
様それぞれの髪の悩みを解決し、気持ちもリフ
レッシュして頂ける様に接客を心がけておりま
す。感染症対策もしておりますので安心してご
来店下さい。



営業店名 大坪/月見 その他 28

店舗名 うさみ花店
住所 静岡市清水区追分3-4-3
TEL 054-366-5866 URL

営業時間 9:00 19:00 定休日 木曜日
商品 生花小売
その他

店舗PR等

記念日      適  生花 取扱店   
 自宅用 花 用意      是非     

店内もシーズンに合わせたイベント仕様のデザインや
レイアウトになっております。
従業員もマスク着用をしており新型コロナウイルス感
染症予防に努めておりますので安心してお越しくださ
い。

紹介営業店 大坪/月見 その他 29

店舗名 ファッション深澤
住所 静岡市清水区大坪2丁目10-19
TEL 054-346-7711 URL

営業時間 10:00~19:00 定休日 日曜、祝日
商品 婦人服等小売
その他

店舗PR等

業歴 長 歴史  洋服屋     女性向
  洋服 他         利便性抜群
な小物等も多数取り揃えております。
また店内も常時喚起しており新型コロナウイル
ス感染症予防に努めておりますので安心してお
越しください。



営業店名 大坪/月見 その他 30

店舗名 ワークショップイサミ
住所 静岡市清水区高橋南町4-9
TEL 054-270-6283 URL

営業時間 平日7:00~19:00
日曜10:00~18:00 定休日 土曜・祝日

商品 小売業
その他

店舗PR等

作業着 工具      近年流行    
いるカジュアル洋服や靴等を販売しています。
店内も常時喚起しており新型コロナウイルス感
染症予防に努めておりますので安心してお越し
ください。

営業店名 大坪/月見 その他 31

店舗名 茜工房
住所 静岡市清水区西高町2-3
TEL 054-351-0661 URL http://www.akanekoubou-co.jp/sp/

営業時間 10:00~18:00 定休日 月曜・第3日曜
商品 宝石販売 修理
その他

店舗PR等

指輪      等 宝石取扱店   
修理 承       誕生日 記念日 際 大
切 方  思 出 残       是非    

新型コロナウイルス感染症予防に努めておりますの
で安心してお越しください。



紹介営業店 大坪/月見 その他 32

店舗名 清野画荘
住所 静岡市清水区上清水町11-16
TEL 054-352-1177 URL

営業時間 10:00~18:00 定休日 火曜、水曜、第3日曜
商品 額縁、絵画、画材、デザイン用品
その他

店舗PR等

額縁専門店   創業30年       絵 写
真、思い出の品や宝物を額装して楽しい気分にな
             感染症    自宅 過
ごすことが増えたいま、新しい趣味の1つとして絵を
描               着用 喚起   
おり新型コロナウイルス感染症予防に努めております
  是非1度 来店     

紹介営業店 大坪/月見 その他 33

店舗名 美容室 Ａrt
住所 静岡市清水区青葉町3-6
TEL 054-353-5777 URL

営業時間 9:00~17:00 定休日 月曜日、第3日曜日
商品 カット、パーマ、カラー
その他

店舗PR等

明るくてアットホームな美容院です。
カット、パーマ、カラー等にてリフレッシュな気分になり

密を防ぐため事前の電話予約も承っております。マ
スク着用、喚起も定期的にしており新型コロナウイル
 感染症予防 努        是非1度 来
店ください。スタッフ一同・看板犬も皆様のお越しを
心よりお待ちしております。



店舗名 HairSalonTODA
住所 静岡市清水区上力町2-7
TEL 054-334-3821 URL https://ameblo.jp/hair-toda/

営業時間 9 00 19 00
（日曜 18 00  ） 定休日 月曜日

商品 カット カラー パーマ
その他

店舗PR等

店内  洒落 雰囲気       男女問
  幅広 層  客様  利用       
ます。カットは伸びてもバランスが崩れず持ちが
いいとご好評をいただいております。店にて心身
                    感染
症対策も徹底しておりますので安心してご来
店下さい。

紹介営業店 大坪/月見 その他 34

店舗名 Cover Girl
住所 静岡市清水区大沢町1-10
TEL 0543-351-0151 URL

営業時間 8:00 18:00 定休日 月曜日
第２火曜日 第３日曜日

商品 カット・カラー・パーマ・顔剃り・バリカンアート
その他 当店 理髪店内    感染症管理者 資格  

店舗PR等

メンズカットは手入れが楽で似合うスタイルに男
女問  幅広 年齢  客様 愛     
ンです。バリカンで模様を描くバリカンアートも
やっています。新型コロナウイルス感染症対策
にも取り組んでおりますので安心してお越しくだ
さい。

紹介営業店 大坪/月見 その他 35



営業時間 9:00~16:00 定休日 月曜日
商品 カット、パーマ、カラー
その他

店舗PR

永年皆様 愛            美容院 
す。カット、パーマ、カラー等にてリフレッシュな気分に
       密 防   事前 電話予約 承 
ております。マスク着用、喚起も定期的にしており新
型コロナウイルス感染症予防に努めておりますのでご
安心ください。。看板犬も皆様のお越しを心よりお
待ちしております。

紹介営業店 大坪/月見 その他 37

店舗名 いしざき美容室
住所 静岡市清水区川原町16-22
TEL 054-352-9525 URL

営業時間 10:00~22:00 定休日 なし
商品 リラクゼーションマッサージ
その他 www.instagram.com/villa.shimizuutouzakaten

店舗PR等

全室完全個室制で毎回の消毒、換気等も併せて
コロナ対策を万全にした上で運営をしております。
密を避けるために新たに部屋数を増やしました。
ストレスで溢れかえったコロナ禍の日常を忘れられる
空間                        

紹介営業店 大坪/月見 その他 36

店舗名 アジアンリラクゼーション ヴィラ 清水有東坂店
住所 静岡市清水区有東坂1丁目248-21
TEL 054-346-8885 URL www.asian-relaxation-villa.com/salon/shimizu.html



営業時間 10:00 18:00 定休日 月曜日・木曜日
商品 各種贈答品
その他

店舗PR等
当社はシャデイとの特約店です。お歳暮・お中
元・結婚祝い等様々な贈答品のご用意をして
おります。コロナ対策として店内の換気を随時
行       是非   来店下   

紹介営業店 大坪/月見 その他 39

店舗名     鈴屋
住所 静岡市清水区大坪２－１－２６
TEL 054-346-2301 URL

営業時間 9:00~19:00 定休日 不定休
商品    販売 修理
その他

店舗PR等

昭和57年開業    販売 修理業者   
主 新車 中古               等 
店頭に並べております。主に店頭には125CC以下
     展示         修理    用品
販売、バイク買取りなどバイクのことならお任せ下さ
い。迅速な対応、購入後のアフターフォローも1つ1
 丁寧 行    心       

紹介営業店 大坪/月見 その他 38

店舗名 オートプロショップ安竹
住所 静岡市清水区岡町1-9
TEL 054-353-3705 URL



営業時間 9:00 19:00 定休日 水曜日
商品 電化製品 リフォーム 
その他

店舗PR等

家電     何   任  
購入  設置  全部当社 行       
コロナ対策にお勧めの空気清浄機能付エアコ
  加湿機等 取 揃          立
ち寄りください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 41

店舗名 プラザナカムラ
住所 静岡市清水区船越3丁目１４－８
TEL 054-351-0202 URL http://www.plazanakamura.com/

営業時間 9:00~
(お客様の都合に合わせて） 定休日 月・第３日曜

商品 カット カラー パーマ
その他

店舗PR等

お肌の強い人から弱い人まで、全てのお客様
が満足して頂ける美容院です。「日本弱酸性
美容協会」に所属しており、独自の美容法で
お客様のお肌を労りながら丁寧に施術しま

紹介営業店 大坪/月見 その他 40

店舗名 ビューティサロンしむら
住所 静岡市清水区神田町1-7
TEL 054-352-2511 URL



営業時間 10:00~17:00 定休日 不定休

商品 花類
その他

店舗PR等

昭和38年開業 生花販売店     永年
 経験   目利      客様     
花を提供させて頂いております。お誕生日・各
種お祝いやプレゼント、お悔やみ、お供え等の
お花の贈り物。ご用途に応じたフラワーギフト等
を、心を込めておつくりさせていただきます。

紹介営業店 大坪/月見 その他 43

店舗名 育根花店
住所 静岡市清水区向田町9-14
TEL 054-334-3616 URL

営業時間 9 00 18 00 定休日 土曜日・日曜日
商品      T    名刺     DM    等
その他

店舗PR等

価格仕上   自信   
印刷全般 任      1枚   少量印刷 1
万枚以上 大量印刷等一括  承       
   見積依頼 待           対策 
為メール、電話でのやり取り、ご要望等あればお申
し付けください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 42

店舗名 プリンティングササキ
住所 静岡市清水区上原2丁目５-10
TEL 054-345-6363 URL https://www.printing-sasaki.jp/company



営業時間 9:00 19:00 定休日 水曜日
商品     原付 自転車
その他

店舗PR等

昭和2年創業 老舗   店   
コロナ禍の移動手段で改めて注目を浴びている原
付 売      新車 原付 関      
現在          海外   輸入 物流遅
延により入手状況困難となっておりますので事前に
 連絡                立 寄   
さい。

紹介営業店 大坪/月見 その他 45

店舗名 小泉商会
住所 静岡市清水区有東坂2丁目２９４－１
TEL 054-345-0148 URL http://mm-koizumi.co.jp/guide.html

営業時間 8:30~17:15 定休日 日曜・祝日
商品 タイヤ全般
その他

店舗PR等

乗用車  大型車     修理 交換 
行      笑顔溢  従業員 元気一
杯 真心込  丁寧 対応         
ルス感染症対策も徹底しておりますので安心
してお越しください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 44

店舗名 久米タイヤサービス
住所 静岡市清水区南矢部564-1
TEL 054-352-1773 URL



営業時間 8:00 19:00 定休日 火曜日
商品 バイク
その他

店舗PR等

バイク好きが集うバイク屋です。ハーレーダビットソンを中心
   旧車 取扱           現在 新型   
   物流 遅延    禍 気分転換        
イク人気再燃による依頼受注が殺到しており、お時間を
いただいてしまう可能性がございます。1台1台丁寧に対
応           理解 程      願 致  
す。

紹介営業店 大坪/月見 その他 47

店舗名 田村モータース
住所 静岡市清水区半左衛門新田１５２－３
TEL 054-291-4432 URL

営業時間 8:00 19:00 定休日 日曜日
商品 寝装品全般
その他

店舗PR等

昭和7年 静岡市清水区（旧:清水市）  創
業した寝装品店です。生地や綿の質にこだわった当
店のオリジナル商品と豊富に取り揃えられた寝具の
中  自分 合  最高 快眠     見   
  老舗    店      禍 溜      
ス解消法の一つとして注目を浴びております。ぜひ
一度当店  立 寄      

紹介営業店 大坪/月見 その他 46

店舗名 成岡ふとん店
住所 静岡市清水区平川地６－７５
TEL 054-345-7624 URL https://d--member.com/sales/nariokafuton



営業時間 8:30 18:00 定休日 月曜日・第３日曜日

商品 カット・カラー・パーマ
その他

店舗PR等

清水区大沢町にある美容院です。特にカットではお
客様           決    持  良    
好評をいただいております。シャンプー等の物品の販
売 行           着用      消毒 
店内の除菌等コロナウイルス感染対応に努めており
ますので安心してお越しください。

紹介営業店 大坪/月見 その他 48

店舗名 美容室 グロウスイック
住所 静岡市清水区大沢町16-12
TEL 054-353-0589 URL

紹介営業店 大坪/月見 その他 49

店舗名 スリー
住所 静岡市清水区西高町11-6
TEL 054-352-5868 URL https//www.three-first.com

営業時間 9:00 17:00 定休日 土曜日・日曜日・祝日
商品 各種コーティング剤及びクモストップ（忌避剤）
その他 フェイスガード

店舗PR等

当社は害虫忌避剤のクモストップを始めとしたコー
    剤     対策商品 販売 法人様 個
人様 行    先   今般 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ 抗
原検査    取 扱  始     金額 1箱
税込み3,500円となっております。詳細については
お電話いただければ誠心誠意対応いたします。よろ
しくお願いします。



紹介営業店 大坪/月見 その他 50

店舗名 若杉畳店
住所 静岡市清水区庄福町7-16
TEL 054-352-9510 URL http://www.big-advance.site/s/124/1371

営業時間 8:30~17:00 定休日 日曜日

商品 畳の張替え
その他 電話でのご相談受け付けております

店舗PR等

 畳 10年 目安              長持
ちさせることができます。畳の状態をみて、お客様に
ご希望に合った種類やデザインを相談承っておりま
  年々減    和室 畳        畳 
は消臭効果、ダニ防止をはじめ、お部屋の雰囲気
 合  豊富        魅力        
     利用     

紹介営業店 大坪/月見 その他 51

店舗名 理容馬場
住所 静岡市清水区河原町3-5
TEL 054-352-9036 URL

営業時間 8 00 18 00 定休日 月曜 第二火曜日 第三日曜
商品 カット、パーマ
その他

店舗PR等

地域 方々  長年愛     理容店   花
みずき通りにあり、一目でわかる看板が特徴です。
男性カットとパーマをやっております。新型コロナウイ
ルス感染症対策も徹底しておりますので、安心して
 利用     


