
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。


