
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


