
静岡市駿河区 編



Index （静岡市駿河区　飲食ー和食）

店舗名 紹介営業店

1. 蕎麦屋 八兵衛（静岡店） 八幡

2.    丼 海鮮  店 次郎丸 用宗/用宗駅前

3. 貴乃 用宗/用宗駅前

4. 寿司国本店 用宗/用宗駅前

5. 用宗港　地酒、地魚　おおいし 用宗/用宗駅前

6. そば半 登呂/中田

7. かん吉静岡店 東新田

8. 地磯 東新田

9. 一幸鮨 丸子/向敷地

10. 寿司徳 丸子/向敷地

11. がたろう寿司 高松

12. 駿菜みさご 八幡

13. ととのや　権吉 丸子/向敷地

14. 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

15. 清見   登呂店 高松

16. そば処　志ほ川 本店営業部

17. IYAU 用宗/用宗駅前



住所 静岡市駿河区小黒1丁目7番14号（    1F）

TEL 054-284-1331 URL

紹介営業店 八幡 飲食　和食　1

店舗名 蕎麦屋 八兵衛（静岡店）

その他 天丼のテイクアウト

店舗PR等

昭和50年創業 蕎麦屋 ”味      
「心」「気持ち」のご満足を提供いたします。”コ
ロナウイルスの蔓延を防ぐため、”天丼”のテイク
アウトも実施しています。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　和食　2

営業時間 11:00 21:00 定休日 年中無休

商品 蕎麦 天丼

営業時間 11:00 14:00
17:00 19:00 定休日 水曜日

商品 海鮮丼、生しらす丼（天候による）、まぐろ丼、桜えびかきあげ　他一品

店舗名    丼 海鮮  店 次郎丸

住所 静岡市駿河区用宗2丁目17－2（みなと横丁）

TEL 054-256-4649 URL

その他 テイクアウト可

店舗PR等

寿司職人歴50年 親方 真心   作
ります。新鮮な用宗産しらすを始め、地元
食材 活用  海鮮料理 楽      
らす丼、マグロ丼、サクラエビのかき揚げ丼
         始      気軽  
連絡     



店舗名 貴乃

住所 静岡市駿河区広野4丁目12-8

TEL 054－258－2818 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　和食　3

その他 一部丼物 一品料理       対応  

店舗PR等

昔    定食      新  割烹料理  
ニューに加え、お客様のお好み一品をご提供させて
頂           席6席     席14 
16席
季節  料理 手頃 価格 提供      宴
会  法事   利用頂       料理   
フグコース（冬季限定）は事前予約にて承ります。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　和食　4

営業時間 11:30 13:00
17:00 22:00 定休日 木曜日

商品 定食 割烹料理

営業時間 11:30~20:00
※テイクアウト、出前受付時間 定休日 水曜

商品 寿司、海鮮

店舗名 寿司国本店

住所 静岡市駿河区用宗2丁目13-13

TEL 054-259-2719 URL

その他       始     出前 可能   

店舗PR等

用宗港   老舗寿司店 静岡 弟子
達が看板を掲げる、「寿司国」の本店で
     自宅 本格派  寿司 味  
        連絡 待        



店舗名 用宗港　地酒、地魚　おおいし

住所 静岡市駿河区用宗1丁目34-21

TEL 054-259-6557 URL https://m.facebook.com/DeJiuDeYuOoishi

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　和食　5

その他 一部の商品のテイクアウト有（要予約）

店舗PR等

1968年 地元用宗      52年間 地元 
県内外から多くのお客様にご来店頂いております。
漁師さんから直接鮮魚を買い取りし常に新鮮な魚
料理 提供      
＊担当者より＊
桜    揚          丼      蕎麦
               如何    大   
サクサクでとても美味しいです♪

紹介営業店 登呂/中田 飲食　和食　6

営業時間 11:30 14:00
17:30 都合   定休日 毎週月曜日、第1・3火曜日

商品    丼 桜    揚 丼他 海鮮料理全般（900 1,800円）

営業時間 11:00 17:00 定休日 火曜日

商品 【グルテンフリー弁当】天重、鴨ステーキ重、十割そば　等

店舗名 そば半

住所  登呂本店 静岡市駿河区登呂6丁目2-1  馬渕店 静岡市駿河区馬渕4-5-23

TEL 054-286-6333 URL sobahan.com

その他 一品料理      

店舗PR等

「健康で美しい体を作る」と人気のグルテンフリー。そ
ば半はお客様の健康増進をサポートするグルテンフ
リーレストランです。天重（500円、1,000円）、
鴨    重（1,200円 ） 十割  （500
円）、天重、鴨ステーキ天重はプラス450円でおそ
ばとセットにできます。写真は天重＋そばセット。ご
要望があれば、何なりとおっしゃって下さい。



店舗名 かん吉静岡店

住所 静岡市駿河区東新田4丁目19-5

TEL 054-258-2455 URL http://kankichi-shizuokaten.com

紹介営業店 東新田 飲食　和食　7

その他 免疫力   食材

店舗PR等

主に地元吉田産の鰻を使用し、蒸さずに炭火
で一気に焼き上げ、「外はカリッと中はふんわ
     関西風   鰻 食   免疫力  
      負    

紹介営業店 東新田 飲食　和食　8

営業時間 11:30~13:30
17:30~20:00 定休日 月・火曜日

商品 うな重 4,000円 ／蒲焼きのみ 3,700円（お弁当を同価格で販売しています）

営業時間 11:30~14:00
17:00~23:00 定休日 月曜日

商品 寿司 海鮮料理 天  等

店舗名 地磯

住所 静岡市駿河区東新田4-2-38

TEL 054-258-6154 URL

その他  土産寿司 1,000円  取 扱      ⾧田地区内 出前OK 

店舗PR等
手ごろな価格でお寿司が食べれるお店で
す。天ぷら、フライ、煮魚、海鮮サラダ等の
料理 楽     



店舗名 一幸鮨

住所 静岡市駿河区丸子3丁目4-1

TEL 054-259-0894 URL

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　和食　9

その他 完全予約制

店舗PR等

創業  30年以上 今      常連   
お越しいただいているお店です。新鮮なお魚を
惜しみなく使った握り・巻物・ちらし寿司いかが
      当店  新型       対策 
して、テイクアウト・出前販売を始めました。

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　和食　10

営業時間 11:30~20:00 定休日 水曜日

商品 握り・巻物・ちらし

営業時間 定休日 毎週水曜日

商品 お寿司

店舗名 寿司徳

住所 静岡市駿河区丸子3丁目7-4

TEL 054-259-3333 URL

その他 ランチならワンコインから購入可能（テイクアウト）

店舗PR等

夫婦二人三脚 ⾧年営業     寿司屋
さん。ワンコインランチもあり、お手軽価格なの
 魅力 一  値段以上          
     用意      近  通 際 一
度訪          現在   対策  
て店内には消毒液を設置し、定期的に消毒を
行      



店舗名 がたろう寿司

住所 静岡市駿河区高松1-16-25

TEL 054-237-3755 URL

紹介営業店 高松 飲食　和食　11

その他

店舗PR等

寿司                刺身 天
        （2 3人向 金額要相
談）も販売しています。*オードブルの場合は
事前にＴＥＬをお願いします。*毎週月曜日
お持ち帰り限定で海鮮バラチラシ丼の販売も
行       

営業時間 11 00 14 00
17 00 21 00 定休日 火曜日

商品 寿司　オードブル

紹介営業店 八幡 飲食　和食　12

店舗名 駿菜みさご

住所 静岡市駿河区八幡5丁目6－21

TEL 054-281-0578 URL

営業時間 17:00 23:00 定休日 水曜日

商品     握  海鮮        弁当等（600円 1500円）

その他 お持ち帰りメニュー・お弁当始めました（ご注文は前日まで）

店舗PR等

昭和51年開業 平成27年新装      
寿司 魚介海鮮料理店   先代 父 一
緒に2代目が地域の皆様へおいしい寿司と魚
介海鮮料理 提供       ※ 弁当 
ご予算に応じた対応が可能です。



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　14

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/

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　和食　13

店舗名 ととのや　権吉

住所 静岡市駿河区向敷地132-1　第１松本コーポ102号

TEL 054-257-3904 URL

営業時間 11:15 14:00
17:30 22:30 定休日 月曜日

商品 鮮度抜群 魚料理       店

その他

店舗PR等

魚の旨さを知り尽くした職人が、自信をもって
鮮度抜群 魚料理 提供致       昼
に提供するラーメンも人気メニュー。海鮮丼等
とあわせてお楽しみください。オードブル（内容
は季節・仕入状況により変動）、手作りスコー
ン等テイクアウトメニューもあります。



営業時間 11 00 15 00
17 00 20 00 定休日 木曜日

商品 そば、うどん

その他

店舗PR等

静岡駅南にてそば処を営んでおります。冬季
限定   南蛮蕎麦      定食   
め、リーズナブルな定食やセットメニュー等も多
数取り揃えております。またテイクアウトのお蕎
麦 丼類  用意         是非 越
しください。

紹介営業店 本店営業部 飲食　和食　16

店舗名 そば処　志ほ川

住所 静岡市駿河区南町５－３２

TEL 054-285-6455 URL

紹介営業店 高松 飲食　和食　15

店舗名 清見   登呂店

住所 静岡市駿河区高松1丁目17-25

TEL 054-238-1155 URL

営業時間 11 00 14 00
17 00 20 00 定休日 木曜日

商品 麺類（そば・うどん）丼もの

その他

店舗PR等

丼メニューのテイクアウトを始めました。なお、従
来通  出前         利用下   
＊出前は店舗周辺に限ります＊丼ものテイク
アウトは電話での予約も受け付けています



紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　和食　17

店舗名 IYAU（イヤウ）

住所 静岡市駿河区用宗５－１８－１０

TEL 054－266－6892 URL iyau.shizuoka

営業時間 11 30 13 30
17 30 21 00 休診日 日曜日

商品 地元野菜と魚のこだわり和食

その他 ご予約はお電話で承っております。（要予約）

店舗PR等

恵 豊  静岡 食材 様々 魅力   
れています。一期一会の食材が持つ、一瞬の
味   丁寧 調理  献立        
  伝統的 日本料理   工夫加    
 懐   優  料理 心 尽        
いたします。



 Index（静岡市駿河区　飲食ー洋食）

店舗名 紹介営業店

1. DEGAS(ドガ) 用宗/用宗駅前

2. Eat & Stay ROMEY 用宗/用宗駅前

3. Restaurant Sperare －レストラン　スペラーレー 用宗/用宗駅前

4. サリーズカフェ 用宗/用宗駅前

5.     料理          池田

6. なみへい食堂 西脇

7. MARUSAN CAF (マルサンカフェ） 東新田

8. プチレストラン サオリ 東新田

9. En  Terrasse 小鹿

10. California Diner JACKAL 池田

11. 炭焼きハンバーグ＆お野菜　グラッチェ 池田

12. レストラン　コムシェヴー 丸子/向敷地

13. TERRACOSTA 高松

14. P's　restaurant 用宗/用宗駅前



その他        行      

店舗PR等

2019年11月              
海を眺めながら食べることのできるお店で
す。また、ゲストハウスも完備しております。
ネパールテイストのカレー、タンドール釜で焼
くセクワ、ナンが人気です。ご来店、お待ち
しております。

営業時間 11:00 20:00 定休日 月曜日、火曜日

商品 バターチキンカレー、スペアリブカレー、チーズナン、カスミリナン

店舗名 Eat & Stay ROMEY

住所 静岡市駿河区石部２７－１１

TEL 090－2923－2702 URL eat_stay_romey

その他

店舗PR等

創業40周年 迎  老舗 人気    
ランキング第3位のパンプキンスープは常連
様の多くが来店時に頼む知る人ぞ知る名
物料理 是非 来店  際   賞味 
てみてはいかがでしょうか。また、アルコール
消毒や席の間隔を空けて営業しております
ので、ご安心してご来店ください。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　洋食　2

営業時間 AM11 00 PM3 00
PM6 00 PM9 30 定休日 火曜(夜)、水曜

商品         32種  780円 

住所 静岡市駿河区下川原5丁目34-23

TEL 054-258-4966 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　洋食　1

店舗名 DEGAS(ドガ)



その他 デリバリーも可(静岡市駿河区広野・用宗・石部のみ)

店舗PR等

 海 感   風 感    静岡市駿河区
用宗にある犬同伴OKのカフェです。用宗漁港
名産のしらすや地元の野菜などをふんだんに
使  料理         始      
ザートもテイクアウトメニューとしてご用意してお
りますのでランチ以外でもご来店お待ちしており
ます。

営業時間 9:00 17:00 定休日 火曜日

商品 洋食     等 400円 2,500円

店舗名 サリーズカフェ

住所 静岡市駿河区広野5-11-15

TEL 054-259-9961 URL sarrys-caf .com

その他       11 30 14 00 18:30 20 00（L.O19:30)

店舗PR等

能登から取り寄せた珪藻土の窯で焼いたピザ
がおすすめです。自家菜園の野菜を取り入れ
たピザやパスタはお子様でも召し上がりやすい
味付けとなっています。みなさまのご来店をお待
ちしております。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　洋食　4

営業時間 11:30~14:00
18:00~21:30（L.O20 00） 定休日 日曜日

商品 ピザ、ハンバーグ、カレーライス　など

店舗名 Restaurant Sperare －レストラン　スペラーレー

住所 静岡市駿河区下川原4丁目19－16

TEL 054-659-5674 URL instagram.facebook有り

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　洋食　3



その他 完全予約制    購入 予約不要   

店舗PR等

家庭的な雰囲気を大事に繊細なフレンチ
をお手軽価格で提供いたします。

シェフのラスクは甘系から塩味系ラスクと幅
広 年代 対応     多数 種類  
りそろえています。

営業時間     12 00 13 : 30
     18 00 19 30 定休日 火曜日

商品     料理         (多数 種類 取 揃     )

店舗名     料理          

住所 静岡市駿河区聖一色471-5

TEL 054-263-2918 URL www.provence.jp

紹介営業店 池田 飲食　洋食　5



その他 〈テイクアウトメニュー〉トマトとレンズ豆のオリジナルカレー\800、ミートボールパスタ￥800、カルツォー
ネ フリット \450・・etc.

店舗PR等

素材      調味料  手作       
身体にやさしいメニューと出会えるお店です。
「熟成ローストビーフ丼」もおススメですが、「1
日10食限定の日替わりおうちカフェ定食」は、
            食事 免疫力    
   

営業時間 11:30~15:00
LO14:30 定休日 日・月曜日

商品 カフェ

店舗名 MARUSAN CAF (マルサンカフェ）

住所 静岡市駿河区東新田2-15-20

TEL 054-270-9310 URL

その他 テイクアウト可能です。（テイクアウトメニュー20種類以上）

店舗PR等

開業20年   洋食店           
バーグ・スパゲティーを提供しております。オスス
                      大
盛無料等                  
    充実         是非 利用  
さい。

紹介営業店 東新田 飲食　洋食　7

営業時間 11 30 14 00
17 30 21 00 定休日 月曜日

商品 なみへいオムライス（￥900）、煮込みハンバーグ（￥1,000）等

店舗名 なみへい食堂

住所 静岡市駿河区西島847-1

TEL 054-280-5855 URL

紹介営業店 西脇 飲食　洋食　6



その他 テイクアウトは完全予約制。
2日前までのご予約、4個以上のご注文で承ります。

店舗PR等

1996年3月          田舎 一軒家       静
岡市郊外の高台にあるフレンチレストランです。旬の地の魚介、
新鮮 地 野菜 取 入       健康       料理
を心掛けています。【 テイクアウトBOX 】1,500円(税込1,620
円)   料理2種 副菜1品        1品        
自家製   2,000円(税込2,160円)   料理2種 副菜
２品・カップデザート1品・焼菓子・サンドイッチ・自家製パン、
2,500円(税込2,700円)   料理３種 副菜３品     
ザート1品・サンドイッチ・自家製パン

営業時間 11 30 14 00
18 00 20 30 定休日 木曜日・第3水曜日

商品 テイクアウトBOX

店舗名 En  Terrasse

住所 静岡市駿河区小鹿1413－1

TEL 054－289-3223 URL http://www.enterrasse.com

紹介営業店 小鹿 飲食　洋食　9

その他 写真掲載      盛 合  （     自家製              鶏  肉     等）
2名様用　￥2,500(税別）

店舗PR等

女性    作 地元 野菜      
使  優  味   料理 楽    店
です。現在、ランチとテイクアウトのみ営業し
てます。

営業時間
    11:00~15:00
       2日前    予約  願    （受
取 14:00~17:30）

定休日 日曜・祝日・第3木曜日

商品             盛 合                  

店舗名 プチレストラン サオリ

住所 静岡市駿河区東新田2-15-18＃103

TEL 054-256-9155 URL http://www.r-saori.com/

紹介営業店 東新田 飲食　洋食　8



紹介営業店 池田 飲食　洋食　10

店舗名 California Diner JACKAL

住所 静岡市駿河区聖一色421-3

TEL 054-297-5018 URL http://dinerjackal.seesaa.net/

営業時間     11 30 15 00
     17 30 23 00 定休日 月曜日

商品 ハンバーガー(100マイルバーガー1,530円他)、ホットドッグ等

その他 アメリカンクラフトビールも提供できます

店舗PR等

静岡 中心街 営業後 2016年 同
地 移転      本場     料理
がたべられるダイナーです。人気の看板メ
ニューは牛肉100％のビックサイズのハン
バーガー。ハンバーガーの種類も豊富で
す。
コロナ対策しておりますので、是非お越しく
ださい。

紹介営業店 池田 飲食　洋食　11

店舗名 炭焼きハンバーグ＆お野菜　グラッチェ

住所 静岡市駿河区聖一色486-1

TEL 054-395-5454 URL http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/yasai_grazie/

営業時間     11 00 14 00
     17 00 20 00 定休日 水曜日

商品 グラッチェハンバーグ、カレーライス、グラッチェハンバーガー等

その他 テイクアウトOK(ご予約いただいた方が確実です)

店舗PR等

2018年11月 草薙総合運動場近
くにオープン。
      黒毛和牛        
ス牛を合わせ、「トリプルB」のビーフ
100％です。脂っこくなく肉肉しさが感
じられる一品です。



店舗PR等

ランチ、ディナー共に予約できます。テイクアウト
の際は来店30分前にご連絡いただければ待
    渡          1,500円  
    2,000円 

営業時間 11 00 15 00 定休日 なし17:00 21:00

商品 ピッツァ、前菜盛り合わせパック、ガーリックなど

その他

紹介営業店 高松 飲食　洋食　13

店舗名 TERRACOSTA

住所 静岡市駿河区高松3039-33

TEL 054-238-1126 URL http://terracosta.jp

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　洋食　12

店舗名 レストラン　コムシェヴー

住所 静岡市駿河区向敷地132-1　第１松本コーポ103号

TEL 054-669-7919 URL https://www.instagram.com/comme_564e

営業時間 11:30 14:00
17:30 19:00 定休日 水曜日

商品        弁当 冷凍     等          

その他 現在はテイクアウトのみの営業・電話でのご予約をお願いします。

店舗PR等

店名の「コムシェヴー」はフランス語で「あなたの
お家のように」という意味です。人気商品はレン
  入       1度食         
ること間違いなしの定番メニューです。コムシェ
弁当・プチコムシェ弁当・オムライス・お惣菜や
おやつ等テイクアウトメニュー承ります。



紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　洋食　14

店舗名 P's　restaurant（ピーズレストラン）

住所 静岡市駿河区下川原2丁目1-5

TEL 054-257-7776 URL https://w.psrestaurant.net

営業時間      11 30 15 00
     18 00 21 00 定休日 毎週木曜日

商品      料理（自家製       畑直送 野菜等 使用  創作料理）

その他 テイクアウト始めました。
（ローカーボランチBOX　20種近い1日分の野菜が採れる糖質を抑えた体に優しいランチBOX）

店舗PR等

NO.1よりONLY.1
季節や地元にこだわった食材を使用し、最高
の美味しさを演出。人を和ませるような温かい
レストランであり、ホスピタリティー溢れるお店で
す。
アルコール消毒、お客様同士の間隔を十分に
空ける等の感染症対策をしてお待ちしておりま
す。



 Index（静岡市駿河区　飲食ーその他）

店舗名 紹介営業店

1. Caf  de Brun（カフェド　ブラン） 八幡

2. kirkekafe bakeri(シリケカフェバーケリ) 八幡

3. くらしかる 八幡

4. ゴードンこーひー 八幡

5. とんかつ　かつ祥 八幡

6. めん処いしがみ 八幡

7. 週一ラーメン 八幡

8. 静岡醤油合資会社 八幡

9. おでん　しま 用宗/用宗駅前

10. かねいち干物店 用宗/用宗駅前

11. カネナカ商店 用宗/用宗駅前

12.     喫茶＆         用宗/用宗駅前

13. しらすの平安 用宗/用宗駅前

14. パン・惣菜・おにぎり　ｙａｍａｙｏ 用宗/用宗駅前

15. まどか 用宗/用宗駅前

16. マルカイ　本店 用宗/用宗駅前

17. 喫茶店      用宗/用宗駅前

18. 金太 用宗/用宗駅前

19. 芝原商店 用宗/用宗駅前

20. 酒の二階堂 用宗/用宗駅前

21. 十和田 用宗/用宗駅前

22. 中華料理 成華 用宗/用宗駅前

23. 虹 輪     用宗/用宗駅前

24. 八百鉄商店 用宗/用宗駅前

25. 用宗港お食事処　幸八 用宗/用宗駅前

26. 用宗三笑亭 用宗/用宗駅前

27. お米のみうら 馬渕

28.     魚to畑 馬渕

29. 銀平・山形農園 馬渕

30. 増田焼豚本舗 馬渕

31. 中国飲茶館 馬渕

32. 梅ヶ島くらぶ 登呂/中田

33. 文田商店 登呂/中田

34. NICORI 大里

35. とんかつ宇田川 大里

36. 慶州 大里

37. 三幸 大里

38. 戸塚酒店 池田

39. 池田の森ベーカリーカフェ 池田

40. Le Parc　「ルパルク」 西脇



41.  茶     西脇

42. フカザワ食品 西脇

43. ベーカリー・ハンナ 東新田

44. 居酒屋　団楽　東新田店（だんらく） 東新田

45. 魚誠 東新田

46. 手づくりパン　ベーカリー「ラプンツェル」 東新田

47. 旬彩大食坊　ごっちゃあん 東新田

48. 静岡西部食糧 東新田

49. ダン・グループ 東新田

50. 麺 ｓ Ｈｏｕｓｅ（      ） 東新田

51. 麺家　八丸 東新田

52. しらい酒店 丸子/向敷地

53. 大屋養蜂園 丸子/向敷地

54. ⾧倉物産 丸子/向敷地

55. 高級煎茶 本山茶専門店 渡辺商店 丸子/向敷地

56. 味ひろ 丸子/向敷地

57. とり福 小鹿

58. マムうるし畑商店 小鹿

59. とんかつうんの 高松

60. ピーターパン 高松

61. ヒシダイ大石商店 高松

62. マルナカ水産 用宗/用宗駅前

63. Quatre　Fr res Kojima(小島屋) 駒形

64. ちちんぷいぷい 丸子/向敷地

65. わした静岡　(沖縄県の公式アンテナショップ) 高松

66. 野中酒店 丸子/向敷地

67. 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 草薙

68. からやま 草薙店 草薙

69. 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有東坂店草薙

70. 大阪王将 静岡下川原店 草薙

71. カナディアン静岡 用宗/用宗駅前

72. 居酒屋　伸兆 用宗/用宗駅前

73. スーパーおさだ 丸子/向敷地

74. 喫茶    用宗/用宗駅前



営業時間 11:30 18:00 定休日 水曜日 日曜日 不定休

商品                 等（300円 500円）

住所 静岡市駿河区八幡5丁目26－25

TEL 054-285-3347 URL

紹介営業店 八幡 飲食　その他　1

店舗名 Caf  de Brun（カフェド　ブラン）

営業時間 12:00~18:00 定休日 月・火・水・日曜日

商品 北欧               食材 雑貨

店舗名 kirkekafe bakeri(シリケカフェバーケリ)

住所 静岡市駿河区大和1-4-20

TEL 090-8472-3929 URL https://kirkekafe.crayonsite.info

その他       利用    

店舗PR等

八幡神社の斜め前のお店です。気軽に食
べられるクレープを中心にホットドック、ドリン
クを販売しております。食事系のクレープ、
ガレットも提供しております。

紹介営業店 八幡 飲食　その他　2

その他

店舗PR等

 健康 食 物 健全 明日 作 出  
素材      栄養価 高 全粒粉 種 
使用     販売等 行         
   癒   元気        心   願
いを込めて焼いています。コロナ対策として、入
店者 制限 行       



営業時間 9:00 19:00 定休日 日・祭日

商品 茶        他食品 350円 

店舗名 くらしかる

住所 静岡市駿河区有東1丁目7-29

TEL 054－288－3882 URL http://www.clasicall.com

紹介営業店 八幡 飲食　その他　3

営業時間 平日10:00 19:00
土 日 祝10:00 17:00 定休日 水曜日

商品     豆                （        ） 1,000円 

店舗名 ゴードンこーひー

住所 静岡市駿河区小黒1-10-37

TEL 054-270-7792 URL www.godoncoffee.com

その他

店舗PR等

常  鮮度  大切       県内産 有名茶
産地 新茶     健康茶         
     健康 良 商品 取 揃       
コーヒー部門は世界中の約25種類の生豆を毎日
焙煎しています。最近人気のドリップコーヒーも自家
製造で販売しております。ヨーロッパから輸入した菓
子 宇治抹茶 好評 頂         賞味 
ださい。

紹介営業店 八幡 飲食　その他　4

その他

店舗PR等

新型コロナウイルスの影響により、なかなか外
出    今 家庭 自宅 誰  簡単 楽
しめるコーヒーを取り扱っております。コーヒーで
暮らしが豊かになれば幸いです。それぞれのライ
フスタイルに寄り添う、さり気なく上質でアット
ホームなコーヒーでありたいと願っています。ぜひ
お楽しみください。



営業時間 昼10:30 18:30
(TEL予約） 定休日 月曜日、火曜夜

商品 とんかつ　

店舗名 とんかつ　かつ祥

住所 静岡市駿河区八幡２－１６－８

TEL 054-285-5218 URL

紹介営業店 八幡 飲食　その他　5

営業時間 9 00 14 00
15 30 19 00 定休日 毎週月曜日

※月曜祝日の場合は火曜定休

商品 静岡県内 食材 使  淡麗系中華  

店舗名 めん処いしがみ

住所 静岡市駿河区大和1丁目4-1

TEL 054-270-5100 URL

その他       商品 国産豚 銘柄豚 使用      弁当

店舗PR等

TEL予約後商品受け渡し時間は店舗営業
時間内 昼 11:30 14:00  夜 17 30
（土日17:00） 19 30      
営業時間内はイートインメインになりますのでお
時間    場合      冷  美味  
当店自慢のとんかつをぜひご賞味ください。

紹介営業店 八幡 飲食　その他　6

その他

店舗PR等

豚や丸鶏・軍鶏から丁寧に出汁をとり作られた
無化調スープが自慢です。家に帰って来たよう
なあたたかみのある店内でほっとするような一杯
をぜひご賞味ください。



営業時間 下記に記入 定休日 月曜・祝日

商品 ラーメン

店舗名 週一ラーメン

住所 静岡市駿河区曲金4-15-16

TEL 054-288-8003 URL

紹介営業店 八幡 飲食　その他　7

営業時間 9 00 17 00 定休日 土・日・祝日

商品            調理                           

店舗名 静岡醤油合資会社

住所 静岡市駿河区小黒1丁目4番30号

TEL 054-282-7141 URL http://www.shizuoka-syouyu.co.jp

その他 火 土曜日 11 00 14 00  17 00 20 30
日曜日 7 00 14 00

店舗PR等

”一週間に一回、お客様に思い出して頂けるよ
うなラーメンを創りたい”という想いから「週一
ラーメン」と名付けました。”一週間に一回、あ
      食    ” 思  頂     
日々精進  行    思          
 感染拡大防止    席   仕切  設
置 営業 行      

紹介営業店 八幡 飲食　その他　8

その他 大切 方  贈 物  各種詰合 承   

店舗PR等

厳選  原材料 丹精込  仕込  美味
しいしょうゆをご賞味ください。塩分1/3カットし
た二回繰り返し仕込み旨味も多く美味しい再
仕込み醤油や、使って重宝、和食に欠かせな
 万能調味料 調理           
コロナウイルス感染拡大防止のため、公式HP
     通販 行       



営業時間 11 00 16 00 定休日 日・月・火・祝日

商品 おでん・焼きそば・お好み焼き・おむすび等

店舗名 おでん　しま

住所 静岡市駿河区用宗1丁目22－2

TEL 054-258-4047 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　9

営業時間 9 00 17 00 定休日 水曜日

商品 こだわりの干物

店舗名 かねいち干物店

住所 静岡市駿河区石部５－１０

TEL 054－259－5647 URL http://ｗｗｗ.himonoyasan.jp

その他 駐車場3台  

店舗PR等

”静岡    店”黒     牛       
んにゃく・厚揚など20種類ほど取り扱っておりま
   好  青     粉 特製     
てお持ち帰り頂けます。通常営業時はしそ
ジュースや梅ジュース、コーヒーゼリーも人気で
す。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　10

その他 バーべキュースペースもあり、干したての干物をいただけます。

店舗PR等

かねいちの干物は、その日仕入れた魚をすぐに
捌  干      保存料    酸    
 C等 添加物 一切使用       仕
入れる魚の状況に応じて天日干しします。とて
も手間がかかる仕事ですが、「お客様においし
い干物を届けたい」との思いで頑張っています。



営業時間 9:30 17:00 定休日 日曜午後 祝日（不定休）

商品 釜あげしらす、ちりめん、たたみいわし、たたみいわしの佃煮

店舗名 カネナカ商店

住所 静岡市駿河区石部４

TEL 054-259-2625 URL http://www.sirasu.jp/

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　11

営業時間 13 00 0 00 定休日 月曜

商品 カラオケ1曲90円　焼きそば700円　お好み焼き700円　たこやき600円

店舗名     喫茶＆         

住所 静岡市駿河区下川原5丁目32-14

TEL 054-259-0125 URL

その他 お電話やFAXでもご注文頂けます。

店舗PR等

大正十年創業 釜揚          
いわし各種取り扱っています。たたみいわし
は、厳選された生しらす（いわしの稚魚）
を伝統的な製法で板状に乾燥させ、しら
す本来の味・風味をより凝縮させた逸品で
す。おつまみに、お子様のおやつに、手軽に
お楽しみ頂けます。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　12

その他 料理  持 帰  可

店舗PR等

気軽 日中  楽      喫茶＆ 
          料理  酒 飲   
ら皆さんんで楽しく過ごしましょう。マイク等
 消毒等 衛生管理 十分行     
すので安心してご来店ください。希望があ
  料理  持 帰  行        
問い合わせお待ちしております。



営業時間 9:00~17:00
しらす売れ具合で早く閉める可能性有り 定休日 日曜・祝日

商品 釜揚げしらす　生しらす　ちりめん　しらすの佃煮　干物　その他海鮮

店舗名 しらすの平安

住所 静岡市駿河区用宗1丁目27-12

TEL 054-259-2398 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　13

営業時間 7:00 売 切 次第 定休日 日 月 祝（他 不定休  ）

商品   類 90 600円（税抜） 惣菜類 80 500円（税抜）

店舗名 パン・惣菜・おにぎり　ｙａｍａｙｏ

住所 静岡市駿河区石部１８

TEL 090-3500-3911 URL https://ameblo.jp/yamayopanonigiri/

その他 生しらすは、漁で獲れなければ販売出来ない可能性有り

店舗PR等

鮮度 良 商品 取 扱       当店
が昔から作り続ける、しらすの佃煮（山椒やく
るみ入り等）は、少し甘さを感じる味に調整し
ており、お酒のおつまみにも、子供のごはんにも
喜      家族一緒  家庭  楽  
ください。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　14

その他 テイクアウトのみ、イベント多数出店あり

店舗PR等

用宗海岸の目の前にあるのんびりしたお店です。パンは、全品
北海道産小麦 毎日製造      当店人気       
お好きなフィリング（具材）を選んで頂き、オーダーでお作りもし
ています。惣菜は、日替わりでていねいに手作りしています。どれ
も毎日飽きのこないものばかりです。
＊担当者  ＊ 値段  手頃 気軽 立 寄      
年代   愛     食 易 味  ♪      包装  
ていますので、安心してお買い求め頂けます。



営業時間 13:00~15:00
18:00~24:00 定休日 木曜日

商品 4日間煮こんだカレーライス 800円

店舗名 まどか

住所 静岡市駿河区広野6丁目3-18

TEL 054-259-6615 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　15

営業時間 10:00 16:00 定休日

商品 釜      生   （天候   ）  刺身 干物  惣菜

店舗名 マルカイ　本店

住所 静岡市駿河区用宗5丁目20－20

TEL 054-259-2329 URL

その他

店舗PR等

昭和61年広野5差路角開店 34年皆様 
愛されて感謝で一杯です。愛情をもって全部
 手料理   当店     寄 下   
せ。新型コロナウイルス対策の為、室内の換気
や座席間隔を設けるなどしております。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　16

その他 産直（宅配可）

店舗PR等

用宗港のしらす加工工場の直売店です。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。



営業時間 11:00 17:00 定休日 火曜日

商品 ランチ（デザート、コーヒー付、土日祝日もOK）1,400円

店舗名 喫茶店      

住所 静岡市駿河区石部１５７２

TEL 054－259－8366 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　17

店舗名 金太

住所 静岡市駿河区広野2丁目21-13

TEL 054-257-1135 URL

その他 店内から駿河湾を眺めてみて下さい。

店舗PR等

静岡方面より、大崩海岸の途中にありま
す。海岸へ張り出した全面窓に囲まれた
店内からの駿河湾の眺めはおすすめです。
コーヒーを飲みながら、ゆっくりとくつろいでく
ださい。ご来店、お待ちしております。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　18

その他 一部テイクアウト可能

店舗PR等

　「キムチ鍋」は多くのお客様からご注文を頂く
当店 名物               串物
等 一部商品        行       
で、ご連絡お待ちしております。

営業時間 17 00 23 00 定休日 月曜

商品    鍋(一人前700円 )    各種 串物



店舗名 芝原商店

住所 静岡市駿河区用宗1丁目4-5

TEL 054-258-1864 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　19

店舗名 酒の二階堂

住所 静岡市駿河区桃園町9－18

TEL 054－259－3226 URL

その他 お弁当・惣菜等お持ち帰り限定

店舗PR等

1985年  用宗       町    屋 
    近隣 方 憩  場   現在   
    方 親         毎年夏   
    桃 梨 販売 行        昔
懐        味   一度 堪能   
けたらと思います。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　20

営業時間 9:00~17:00 定休日 月曜日

商品 弁当 惣菜 青果

その他

店舗PR等

町の酒屋さんです。おいしいキムチなどの食
料品 手作     販売        
地域のお酒を多数取り揃えておりますので
  一度 来店下   

営業時間 8 00 20 00 定休日 不定休

商品 酒類、食品、雑貨



店舗名 十和田

住所 静岡市駿河区下川原6丁目26-11

TEL 054-257-7868 URL https://www.10wada.com

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　21

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　22

中華料理 成華

054－258－7222

店舗名

住所 静岡市駿河区下川原6-26-13

その他 テイクアウトメニューあります

店舗PR等

昭和49年  地域 方々 親      
ラーメンとお好み焼きのお店です。お好み焼き・
     冷       一品料理等    
アウトメニュー充実しています。ご来店、テイクア
ウトお待ちしております。

営業時間
11:00~22:00
21:30（L.O） 定休日 木曜日

商品 ラーメン・お好み焼き・やきそば等

商品 創作ラーメン・焼き肉・各種セットメニュー

その他 ランチ営業あり

店舗PR等

駿河区下川原6丁目   中華料理  
店。バラエティー豊かにメニューを取り揃えていま
  店内   各種中華料理    創作
ラーメンも数多くあり、焼き肉など多数取り揃え
        一度 成華  食事    
           

URL

営業時間 10:30 18:00 定休日 水曜日

TEL



紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　23

店舗名 虹 輪     

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

住宅街 一角        小    屋   身体 優  
   材料 使    心掛            丁寧 …
(＾∪＾)大   店     客様      大切      
お客様のリクエストから決めたり、店主の気まぐれです♪是非お
越 下     ☆

＊担当者より＊コッペぱんは好きな具材を選ぶと、その場でサン
            系  惣菜系     ♪  日  
ニューはURLからご確認頂けますので覗いてみて下さい☆

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　24

営業時間 11:00 売切  定休日 日 水（SNS 確認）

商品 パン、サンドイッチ、焼菓子

住所 静岡市駿河区下川原南10－18

TEL 054-374-4488 URL https://m.facebook.com/nijinowa.pan/
https://www.instagram.com/rainbow_circle_bakery/

その他

店舗PR等
用宗街道を入った通りに、昔ながらの店舗があ
ります。旬な野菜、果物が並ぶ店内は地元の
人で賑わっています。ぜひ、ご来店ください。

営業時間 9:00 18:00 定休日 日曜日

商品 野菜・くだもの

店舗名 八百鉄商店

住所 静岡市駿河区用宗４丁目４－４－１１

TEL 054－259－2403 URL



紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　25

その他

店舗PR等

1978年 創業以来 地元用宗 皆様 支
えられて続けてきました。日々の仕入れによって
内容 変      弁当   刺身盛 (金
土日のみ）、マグロのカマ塩焼き、釜飯なども
お持ち帰りいただけます。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　26

営業時間 11 30 13 00
17 00 22 00 定休日 月曜日・木曜日

商品  昼 定食880円     餃子440円

店舗名 用宗港お食事処　幸八

住所 静岡市駿河区用宗1－28－9

TEL 054－258-6603 URL https://www,at-ml,jp/72736/

その他

店舗PR等

毎日新鮮なお肉を取り揃えております。お客さ
まから支持されている焼き豚、ポテトサラダ、ス
ペアリブはお店の看板商品です。ご来店、お待
ちしています。

営業時間 8:00 18:00 定休日 日曜日、祝日

商品 焼き豚、ポテトサラダ、スペアリブ

店舗名 用宗三笑亭

住所 静岡市駿河区用宗４丁目４－３６

TEL 054－259－2445 URL



紹介営業店 馬渕 飲食　その他　27

その他

店舗PR等

五 星 米      店主  田   見 
選んだ20種以上のお米の中から、あなたのお
好みのお米を選び、おいしいご飯を炊くお手伝
いをさせていただきます。エリア内であれば配達
も可能ですので、お問い合わせください。

紹介営業店 馬渕 飲食　その他　28

営業時間 9:00 19:00 定休日 水曜日

商品 精米・玄米・もち米　など

店舗名 お米のみうら

住所 静岡市駿河区宮本町4-5

TEL 054-285-6271 URL http://www.okomenomiura.com

その他

店舗PR等

無添加 砂糖不使用         健康料理 提供 
まんぞく弁当　800円
ヘルシーワンコイン弁当　500円
オードブルセット　大（4名様用）3,780円
オードブルセットハーフ（2名様用）1,880円
日替り晩酌セット　1,000円
 刺身盛合  1,490円
ミニサラダ　200円、サラダ大　730円
※価格は全て税込です。

営業時間 電話受付15 00 18 00
弁当引 渡 16 00 19 00 定休日 日曜日・祝日

商品 健康居酒屋が作る手作り弁当

店舗名     魚to畑

住所 清水区横砂中町28-15（店舗 静岡市駿河区南町13-3ＴＫ  Ｂ1階）

TEL 054-283-8680 URL Facebook・インスタあり



紹介営業店 馬渕 飲食　その他　29

その他

店舗PR等

宇津 谷峠 栽培  無農薬 静岡茶 
ご賞味ください。

【おすすめ】
  上    茶 180ｇ:1,296円
　※100ｇ:540円から、ご注文承ります。
　　　価格は全て税込です。

紹介営業店 馬渕 飲食　その他　30

営業時間 9:00 18 00 定休日 不定休

商品 無農薬 栽培  深蒸 茶 紅茶

店舗名 銀平・山形農園

住所 静岡市駿河区宇津ノ谷691-1

TEL 054-268-1108 URL www.ginpei.jp

その他 ※焼豚販売 9:30        次第終了      

店舗PR等

創業昭和29年 増田焼豚本舗  代々受 継
がれてきた秘伝のタレと静岡の食材にこだわって作っ
た手作り焼豚を販売しております。焼豚以外にも店
内ではお弁当やお惣菜を販売しておりますのでお昼
時 夕食時  是非 立 寄        配送
も承っています。※コロナウイルスによる影響を加味
し、焼豚の販売については1人ずつの入店でお願い
します。

営業時間 11:00 18:30 定休日 日曜日・祝日

商品 焼豚・お弁当

店舗名 増田焼豚本舗

住所 静岡市駿河区馬渕4丁目16-16

TEL 054-287-1599 URL



紹介営業店 馬渕 飲食　その他　31

その他 水餃子、お鍋、杏仁豆腐等のテイクアウトはタッパ、お椀等をご持参ください。

店舗PR等

中国飲茶館 本格的 中華料理 常連   始
め、初めてのお客様にもご好評を頂いております。ま
 一切化学調味料 使  油 控       
 料理  提供        料理 中  唐揚
げは絶品で、ほとんどのお客様にご注文いただいてい
 人気           現在        力
を入れていますので、ご注文お待ちしております。

紹介営業店 登呂/中田 飲食　その他　32

営業時間 11:00 14:00
17:00 20:00 定休日 月曜日・火曜日

商品 中華料理

店舗名 中国飲茶館

住所 静岡市駿河区新川2丁目4-20

TEL 054-284-4190 URL

その他         100g（10 12杯） 紅茶       茶    抹茶    → 1,200円

店舗PR等

過疎化が進む梅ヶ島地区の活性化を目指
  放棄茶園 再生 無農薬 無化学肥料 
良質 安全 茶 認知度 高  目的 起
業 放棄茶園 再生 茶葉生産 山間地 
伐採竹 活用  有機肥料製造 紅茶製
造 紅茶加工      製品 開発  現
在は一般個人・飲食店への販売が中心となっ
ている。

営業時間 9:00~17:00 定休日 土日

商品         紅茶11包 紅茶   10包    茶   10包 → 900円
      紅茶5包 紅茶   4包    茶   4包 → 500円

店舗名 梅ヶ島くらぶ

住所 静岡市駿河区中田2丁目３-12

TEL 080-3711-3112 URL https://umegashima.love/



紹介営業店 登呂/中田 飲食　その他　33

その他 ドレッシングや焼肉のタレも販売しております

店舗PR等

創業  50年以上続 老舗焼肉店  本場韓国
 焼肉 家庭料理 楽      持 帰  
     用意       黒毛和牛   
（950円） 黒毛和牛   （1,000円） 牛 
 塩（1,200円） 黒毛和牛   弁当
（1,700円）、牛ハラミ弁当（2,200円）　等、
値段は全て税込み価格です。詳しくはHPをご覧くだ
さい。

紹介営業店 大里 飲食　その他　34

営業時間 10:00~23:00 定休日 無休

商品 焼肉用のお肉、焼肉弁当、チヂミ等

店舗名 文田商店

住所  本店 静岡市駿河区登呂2丁目18-13  谷田店 静岡市駿河区谷田33-6

TEL 054-282-6419 URL https://www.fumitashoten.com

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

静岡市駿河区中原 喫茶店       
が厳選した豆を使用した挽きたてのコーヒーを
提供しております。コーヒーのほかに、手作りの
    販売          立 寄    
い。

営業時間 9 00 19 00 定休日 毎週火曜日

商品     300円 

店舗名 NICORI

住所 静岡市駿河区中原862-1

TEL 054-203-7889 URL



紹介営業店 大里 飲食　その他　35

その他 前日までに要予約

店舗PR等

静岡市      言      人気老舗 
んかつ屋「宇田川」にてこの時期だけランチメ
ニューのテイクアウトを提供しております。ボ
リュームたっぷりでおいしいとんかつを召し上がれ
 

紹介営業店 大里 飲食　その他　36

営業時間 11:00 13:00 定休日 火曜日

商品               丼        丼       850円

店舗名 とんかつ宇田川

住所 静岡市駿河区中野新田303－５

TEL 054－281－7759 URL

その他 炭火で焼きますので2時間ほど前にはご連絡を頂きたいです。※ランチは休日のみ。

店舗PR等

創業  40年 地域 愛   店    親
子3代にわたって通ってくる常連も多い。店の
売りは何と言っても牛肉の質。慶州で使用して
いるのは、A4・A5ランク。上質な牛肉を味わっ
て欲しいという気持ちからできる限り価格を下
げて提供しています。コストパフォーマンスで選
ぶなら間違いなくこのお店。

営業時間 平日17:00 24:00
土･日･祭日11:30 24:00 定休日 水曜日

商品 炭火焼き弁当・丼ぶり・手作り一品

店舗名 慶州

住所 静岡市駿河区緑が丘町11-1

TEL 054-281-7770 URL keisyu.owst.jp



紹介営業店 大里 飲食　その他　37

その他

店舗PR等

常連客     老舗 居酒屋 秘伝 
たれの手羽先は外はカリッ、中はふんわり
ジューシー。
ハス焼650円、手羽先380円、しいたけ
280円、ぼんじり200円、ししとう170円、
砂肝170円、ねぎま150円、とりかわ130
円

紹介営業店 池田 飲食　その他　38

営業時間 17 00 23 00 定休日 火曜、第3月曜日

商品 手羽先 串物

店舗名 三幸

住所 静岡市駿河区中原787-1

TEL 054-281-9918 URL

その他

店舗PR等

静岡市の街の酒屋。日本酒・焼酎・梅酒・ワインな
どの種類はもちろん、当店オススメのおつまみも多数
ご用意しております。
大切 人         頑張  自分   褒
美に、味わい豊かなお酒をご賞味ください。お子様
も楽しんでいただけるよう、店内一角に駄菓子コー
ナーを設けてあります。こまめな消毒と3密回避等、
新型   対策 実施          立 寄 
ください。

営業時間 8 30 21 00 定休日 月曜日

商品 酒類 飲料品 駄菓子他

店舗名 戸塚酒店

住所 静岡市駿河区聖一色665-1

TEL 054-262-5259 URL www.sake-totsuka.com



紹介営業店 池田 飲食　その他　39

その他

企業PR等

日本平動物園に程近いベーカ
リー＆カフェ。店内には天然酵
母 国産小麦 使  体  
さしいパンがずらりと並んでいま
す。

紹介営業店 西脇 飲食　その他　40

営業時間 9:30 18:00 定休日 火曜日

商品 天然酵母  各種

企業名 池田の森ベーカリーカフェ

住所 静岡市駿河区池田1263

TEL 054-262-5580 URL https://www.ikedanomori.com./cafe/

その他 ※コンテナ式移動カフェ 　2021/03/31まで営業予定

店舗PR等

グラマラスなピクニック「グランピック」をコンセプト
にした新しいスタイルのコンテナカフェ「Le
Parc」(ルパルク）。デイキャンプやBBQも楽し
めます。(要予約)

営業時間 10:30~17:00 定休日 instagram・Facebookでご確認下さい

商品 ハンバーガー、チャパタ、フライドポテト、スムージー、各種ドリンク(セットメニュー有り)

店舗名 Le Parc　「ルパルク」

住所     緑地公園内 静岡市葵区赤松2-1

TEL 090-7305-0342 URL instagram Facebook         検索



紹介営業店 西脇 飲食　その他　41

その他 当社HPからネット販売・FAXでの申込も可能です。

店舗PR等

 茶      契約農家    土作   
    茶園  茶作          1番
茶   使用  1番茶   味    新緑
       深蒸 茶 力強 味   満
喫できる逸品です。

紹介営業店 西脇 飲食　その他　42

営業時間 9 00 17 00 定休日 土・日曜日

商品 牧之原産  深蒸 茶 

店舗名  茶     

住所 静岡市駿河区西脇292

TEL TEL 054-202-2442
FAX 054-280-4700 URL http://ochanomochizuki.jp/

その他 ※当社の商品はフードマーケットマム等でも販売しています。

店舗PR等

水 南     伏流水100％ 大豆 北海道
産100%     室戸海洋深層水100％   
    食品     材料       職人 豆
腐」。伝統のこころと技を受け継ぐ、おいしい豆腐を
作      出来立  商品 工場 直販致  
す。尚、コロナウイルス対策として、事前にHPをご覧
いただきTELにてご注文をお願い致します。

営業時間 13:00~16:00 定休日 毎週木・土・日曜日

商品 豆腐・油揚げ・がんも（工場で直販いたします）

店舗名 フカザワ食品

住所 静岡市駿河区西脇914

TEL 054-285-7637 URL https://www.fukazawa-shokuhin.com



紹介営業店 東新田 飲食　その他　43

その他 少人数入店制限あり

店舗PR等

おいしさをリーズナブルな価格でお届けします。
本場で極めたパンたちがスタッフ共々あなたをお
待ちしております。手間をかけてじっくり焼いた、
ハンナならではのパンをご賞味下さい。

紹介営業店 東新田 飲食　その他　44

営業時間 07:30 18:30 定休日 月曜日

商品 パン

店舗名 ベーカリー・ハンナ

住所 静岡市駿河区東新田4丁目19-50

TEL 054-256-4456 URL

その他 　 テイクアウト

店舗PR等

       個室  料理⾧      
素材 活   様々       創作料
理 舌鼓              （食
べ残しのお持ち帰り）が出来ます。

営業時間
火 金 11:30~14:00
      17:00~23:00
日 祝  17:00~22:00

定休日 月曜日

商品 居酒屋

店舗名 居酒屋　団楽　東新田店（だんらく）

住所 静岡市駿河区東新田4-9-45

TEL 054-257-7011 URL



紹介営業店 東新田 飲食　その他　45

その他           （   ） 580円 

店舗PR等

その日に水揚げされた地場の魚を確かな
目利  仕入    特     刺身 
自信があります。お造りも承りますのでぜひ
ご来店ください。

紹介営業店 東新田 飲食　その他　46

営業時間 10:00~18:30 定休日 月曜日

商品 鮮魚 刺身

店舗名 魚誠

住所 静岡市駿河区東新田4丁目17-6

TEL 054-259-2569 URL

その他 　 ※入店人数制限あり　※マスク着用必須

店舗PR等

当地  永年営業 続     地元 
方からパン好きの方まで、定番ものも季節
限定ものもどれを食べてもおいしいと評判の
パン屋です。

営業時間 10 00 19 00 定休日 日曜・祝日

商品 菓子   揚    調理   天然酵母    20種以上

店舗名 手づくりパン　ベーカリー「ラプンツェル」

住所 静岡市駿河区東新田2丁目16－20

TEL 054-257-4308 URL



紹介営業店 東新田 飲食　その他　47

その他 事前に電話をお願い致します

店舗PR等

千代 富士        力士   活躍 
 一方 料理 腕 評価       ⾧  
務      元力士 作      鍋  勿
論    国産豚 使用   炭火   焼
豚」も絶品。「炭火つるし焼豚」は、お持ち帰り
可.

紹介営業店 東新田 飲食　その他　48

営業時間 11:30~14:30
17:30~22:30 定休日 火曜日定休+月1回不定休  

27日、28日のランチは休み

商品 炭火つるし焼豚　（目安468円税込み/100ｇ）

店舗名 旬彩大食坊　ごっちゃあん
住所 静岡市駿河区東新田3丁目1－8

TEL 054-259-8931 URL

その他 静岡市内 無料配達（一部地域除 ）30㎏   買  千円引 

店舗PR等

産地直送のこだわりのお米。健康志向で玄米
 食     方 勿論    白米好   
 場 無料精米        美味   安
心なお米が手頃な価格で手に入る、お得感
満載のお店です。

営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜、祝日

商品 米

店舗名 静岡西部食糧

住所 静岡市駿河区みずほ1丁目４-8

TEL 054-259-0252 URL



紹介営業店 東新田 飲食　その他　49

その他

店舗PR等

皆様ご存じの県内に10店舗営業展開す
 地元 密着  老舗 飲食店    
イクアウトでどんぶりやおつまみ等のメニュー
の販売を開始しました。お仕事帰りに是非
 立 寄              料理
  自宅          

紹介営業店 東新田 飲食　その他　50

営業時間 詳細はＨＰにて 定休日

商品 テイクアウトメニューはじめました

店舗名 ダン・グループ

住所 静岡市駿河区八幡2丁目7-13

TEL 054-203-3535 URL http://dan-group.com

その他         一部商品 除   持 帰       気軽  電話     
※東新田支店おすすめ　　味噌らーめん　630円

店舗PR等

喫茶店          外観    
地元 愛  40年 王道 変  種  
楽しめるお店です。現在は、時間短縮にて
営業中

営業時間 11:30~14:00 17:00~22:00
日曜11:30~21:00 定休日 火曜日

商品 ラーメン・餃子

店舗名 麺 ｓ Ｈｏｕｓｅ（      ）

住所 静岡市駿河区東新田2-6-9

TEL 054-257-1100 URL



紹介営業店 東新田 飲食　その他　51

その他        餃子

店舗PR等

同じメニューでも日々研究を重ね｢進化する
ラーメン」に挑戦します。常に進化し続けたい自
分 成⾧   客様 喜           
店          落 着     一人様
でもお子様連れでもお気軽にご来店下さい。
餃子      控          女性向
                自宅   楽 
みください。

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　52

営業時間 7:00 10:00
11:00~15:00 定休日 木曜日

商品 ラーメン・餃子その他

店舗名 麺家　八丸

住所 静岡市駿河区東新田2丁目16-35　シャトレー東新田101

TEL 054-257-6076 URL

その他 「鞠子の宿」1.8 　2420円（税込）300 　525円（税込）　「赤梅物語」　140ｇ入　324円（税込）

店舗PR等

広 駐車場    店内       買物頂    静
岡県内 地酒（主 高砂 若竹 志太泉 天虹） 販
売しています。当店オリジナル酒「鞠子の宿」は我が家の
井戸水 静岡酵母 静岡 酒米 使用  造     
に地酒という商品です。食中酒として最適ですので、お食
事のお供におすすめです。丸子産の梅と静岡の「あらし
お」と掛川の赤紫蘇を使用し、昔ながらの漬け方で作りま
した。「おばあちゃんが昔漬けていた味と同じ」とお客様に
言って頂ける懐かしい味です。

営業時間 8:30 19 30 定休日 毎月第3日曜日

商品 当店オリジナル酒「鞠子の宿」・「赤梅物語」昔ながらの手作り梅干し

店舗名 しらい酒店

住所 静岡市駿河区丸子7丁目3－29

TEL 054－259-5511 URL http://sanshuya.way-nifty.com/



紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　53

その他

店舗PR等

    専門店 1959年 創業  50年以
上続いてるお店。このお店は国産はちみつのみ
にこだわっております。健康食品としても人気の
       一度購入          
  

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　54

営業時間 8:00~18:00 定休日 年中無休

商品 はちみつ

店舗名 大屋養蜂園

住所 静岡市駿河区北丸子２丁目39-9

TEL 054-259-7861 URL

その他 みずほ2丁目にて販売中。

店舗PR等

椎茸 主力商品   乾物卸業   近年 健康
志向や和食回帰といった傾向の中で、低カロリーで
栄養豊富な椎茸は根強い人気があり、食卓に欠か
              現在 卸売     
   小売      作業場  行      低
コストかつ様々な用途に合わせたサイズで販売して
       感染予防 為 外  販売 行  
いますので、ぜひお越し下さい。

営業時間 8:30 12 00
13 30 17 30 定休日 土曜、日曜、祭日

商品 乾物椎茸 海苔 黒木耳

店舗名 ⾧倉物産

住所 静岡市駿河区みずほ2丁目16-4

TEL 054-258-0202 URL



紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　55

その他         自粛期間自宅  茶 楽      

店舗PR等

先代 昭和45年    地 製茶業 営
 老舗  茶 関        強  知
識豊富   新茶      是非 自
宅  茶 堪能      

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　56

営業時間 通常9 00 17 00 定休日

商品 日本茶販売店

店舗名 高級煎茶 本山茶専門店 渡辺商店

住所 静岡市駿河区向敷地800-1

TEL 054-259-2762 URL

その他

店舗PR等

地元 人気 中華料理店     感満点 
クセになる餃子が丸子支店営業係の中でも人
気   通     際     買 求  
    現在 新型       対策  
て、以前からやっていたテイクアウトのメニューの
バリエーションも豊富にしました。

営業時間
10:00~13:30
16:30~19:00 定休日 月曜日

商品 中華料理

店舗名 味ひろ

住所 静岡県静岡市駿河区鎌田69-10

TEL 054-259-124 URL



紹介営業店 小鹿 飲食　その他　57

その他 定食・焼鳥・おでん・酒類

店舗PR等

当地 40年以上愛   食堂   昼 定
食、夜は宴会コース等も取り揃えております
  現在         影響    自宅 
の飲食が増加している為、焼き鳥やフライ系の
テイクアウトにも対応しております。

紹介営業店 小鹿 飲食　その他　58

営業時間
11:00 13:20
17:00 21:00 定休日 水曜日

商品 食堂・居酒屋

店舗名 とり福

住所 静岡市駿河区小鹿2-40-20

TEL 054-281-1029 URL

その他

店舗PR等

小鹿   地元 方 ⾧年愛  続    
お惣菜屋。新鮮食材にこだわった、店主手作
りのお惣菜・お弁当の販売をしております。品
揃えも豊富で揚げ物がとても人気の品です。コ
ロナウイルス感染防止のため、入店時にアル
   消毒  願         了承   
い。

営業時間 8 30 19 30 定休日 土日

商品 弁当・惣菜

店舗名 マムうるし畑商店

住所 静岡市駿河区小鹿351-2

TEL 054-286-7243 URL



紹介営業店 高松 飲食　その他　59

その他

店舗PR等

とんかつうんのでは全商品のテイクアウトが可能
です。
 自宅          味  楽     
   
＊                (820円 税
別）の中からお選びいただけます、容器代を
別途50円いただきます

紹介営業店 高松 飲食　その他　60

営業時間 11 00 14 00 定休日 不定休17 00 20 30

商品 とんかつ

店舗名 とんかつうんの

住所 静岡市駿河区高松2丁目1-10

TEL 054-237-4518 URL http://tonkatsuunno.com/

その他

店舗PR等

季節限定の商品や新商品など70種類以上
取 扱      人気商品        
   回数券※ 購入 1 無料      
       賞味     ※10個購入回
数券で1つプレゼント

営業時間 ① ③7:30~18:30
 ④  9:00~19:00 定休日 ① ③火曜日 ④無休

商品 パン

店舗名 ピーターパン

住所 ①静岡市駿河区敷地1丁目16-1（するが工房） ②静岡市葵区大岩町11-37（あおいの杜）
③焼津市焼津1丁目10-26（小麦市場）④藤枝市五十海353-2（Ｆ 富士屋藤枝五十海店）

TEL ①054-260-7820②054-297-3327
③054-620-8200④054-631-7618 URL www.peaterpan.jp



その他

店舗PR等

駿河湾   用宗漁港 漁師 漁協   協力  水
産加工業 営       徹底的 鮮度     漁
法としらすの味を最大限に引き出す加工技術、手間を惜
    大量生産        抜  味 日々 追求
しております。是非当社の味をご堪能下さい。
.釜揚げしらす、生しらす、」天日干ちりめん、しらす佃煮、
生しらす漁師漬け、生桜えび、釜揚げ桜えび、桜えび天
日干                金目鯛等 各種干
物

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　62

店舗名 マルナカ水産

住所 静岡市駿河区広野3丁目24－5

TEL 054－257-3820 URL nakasui0926@yahoo.co.jp

営業時間 9:00~17:00 定休日 日曜日・祝日

商品 しらす・桜えび・こだわりの干物等

紹介営業店 高松 飲食　その他　61

その他 その他、「生しらす」、「ギフトセット」等の取扱もしております

企業PR等

創業1948年 伝統 製法    釜揚   
  釜揚 桜   絶品    生    
販売は、しらす漁の出漁により、取扱いがない
日      店舗隣   昼食時     
工房(飲食店)の営業をしております。

営業時間 7 00 16 30 定休日 不定休

商品 ・釜揚げしらす(132ｇ　500円)　　・釜揚げ桜エビ(85ｇ　750円)　等

企業名 ヒシダイ大石商店

住所 静岡市駿河区高松3258

TEL 054-237-2246 URL http://hishidai-oishi.jp/



住所 駒形店 静岡市葵区駒形通4丁目4-5
西脇店 静岡市駿河区西脇298-1     松富店 静岡市葵区松富3-1-1

TEL 駒形店 054-252-2449 URL www.qf-kojima.com/company/

営業時間 8:30~20:00 定休日 火曜日

商品 パン・菓子パン・ケーキ・ギフト

その他 電話 西脇店 054-289-6633 松富店 054-251-6959

店舗PR等

駒形通   老舗  屋   駒形 西脇 松富 
3店舗で営業しており、焼きたてのおいしいパンが魅
力的   遅 時間  売切          
ば。当店では感染症対策で入店時消毒のお願い
や、レジ周辺での飛沫防止シートの設置など、コロ
ナウイルス対策は万全ですので、ご安心ください。外
食 控      今 自宅    贅沢    
            

紹介営業店 駒形 飲食　その他　63

店舗名 Quatre　Fr res Kojima(小島屋)

その他

店舗PR等

向敷地 地元民 愛   喫茶店 店内 
は絵画や写真が飾られており、アットホームな
雰囲気 喫茶店以外  ﾌﾞﾃｨ ｸｽﾍﾟｰｽ  
り、洋服、カバンなど販売しています。コロナウイ
ルスの影響もあり、テイクアウトができる商品等
       感染対策 念入  行    
     安心   立 寄      

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　64

店舗名 ちちんぷいぷい

住所 静岡市駿河区向敷地1746

TEL 054-257-6333 URL

営業時間 9 00 18 00 定休日 日曜、祭日

商品 コーヒー、カレー、オムライス等



その他

店舗PR等

当店は日本酒・本格焼酎・梅酒・果実酒に特化した品
揃  特 日本酒 力 注      仕入  日本酒
 品質管理 確認 利 酒能力 鍛錬 踏  試飲 
繰返し販売拡充に努めています。飲みやすいもの・変わり
種・熱燗向けと様々なタイプの品揃えで皆様に日本酒の
世界観を広げて頂ければと思っております。来店頂けるお
客様に少しでも安心してお買い物が出来るよう、レジ前に
はアルコール消毒及び飛沫防止シートを施して感染拡大
防止にも努めております。

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　66

店舗名 野中酒店

住所 静岡市駿河区鎌田96－1

TEL 054－259－8903 URL http://nonakasaketen.eshizuoka.jp/

営業時間 平日9 00 20 00
日祝9 00 19 00 定休日 なし

商品 日本酒・本格焼酎・梅酒・果実のお酒

その他 ちんすこう、紅いもタルト、サーターアンダギー、　等

店舗PR等

当店は沖縄県の特産物を扱うお店で、静岡
地区では『第1号店』になります。お酒、お菓子
   魅力    沖縄物産品 販売    
    店 行  沖縄 気分 感      
是非  立        

紹介営業店 高松 飲食　その他　65

店舗名 わした静岡　(沖縄県の公式アンテナショップ)

住所 静岡市駿河区小黒3-11-12

TEL 054-203-4717 URL https://www.washita.co.jp > info > shizuoka

営業時間 10:00~19:30 定休日 無

商品 【沖縄特産物】　泡盛1,500円　オリオンビール243円　ブルーシールアイス294円



営業時間 10 30 23:00 定休日 年中無休

商品 からあげ定食他各種定食、丼、お惣菜（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

「からやま」は、日本人の好きなものランキング
で常に上位にランクインする「からあげ」をお手
軽価格でたっぷり召し上がって頂けるからあげ
専門店です。定食、丼、お惣菜等全商品お
持ち帰りできます。秘伝の「特製漬け込みダ
レ」と「極ダレ」を常時用意し、からあげを最後ま
で美味しく堪能することができます。

紹介営業店 草薙 飲食　その他　68

店舗名 からやま 草薙店

住所 静岡市駿河区聖一色194-6

TEL 054-267-1009 URL www.talk-in.co.jp

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　67

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 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

   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　69

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

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

テイクアウトご希望のお客さまは、お電話での
注文 承    宅配 始     1,500円
以上  注文  承     宅配範囲 下川
原4、5、6丁目、下川原南、桃園町

紹介営業店 草薙 飲食　その他　70

店舗名 大阪王将 静岡下川原店

住所 静岡市駿河区下川原5-36-38

TEL 054-268-1504 URL www.talk-in.co.jp

営業時間 11:00 23:30 定休日 なし

商品 焼餃子 五目炒飯等各種中華料理（      ）



紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　71

店舗名 カナディアン静岡

住所 静岡市駿河区下川原5丁目30-12

TEL 054-258-6607 URL www.canadian.jp

営業時間 9:00 17 00 定休日 日曜、祝日

商品 サラダティー・コーヒー

その他 取 寄  行       詳細 HP 

店舗PR等

           茶葉         
      茶   飲 心地      
  抹茶風味 臭       皆様飲 
でいただけます。上記住所の店舗で飲んだ
  取 寄  行        是非 賞
味ください。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　72

店舗名 居酒屋　伸兆

住所 静岡市駿河区下川原6丁目23-17

TEL 054-689-5323 URL

営業時間 17:00 23:00 定休日 木曜日

商品 一品料理等一部      可能

その他 事前にお問い合わせ下さい

店舗PR等

下川原公園 北側   居酒屋 伸兆 安 
 気軽 立 寄         店内  酒
にあうメニューを中心に用意した居酒屋です。
その時々の旬の新鮮な魚介類を仕入れて、提
供いたします。現在はコロナウイルスの影響等
        営業 行         是
非 一度 立 寄      



営業時間 10:00 19:00 定休日 日曜日

商品 食料品 日用雑貨

その他

店舗PR等

地域のみなさまに愛されるスーパーマーケットです。
毎週月曜 青果 日 毎週火曜  魚 日  米
の日、毎週水曜は牛乳の日・お花の日、毎週木曜
 数量限定野菜詰 放題 毎週金曜 玉子  
ンの日、毎週土曜は夕方頃タイムサービス。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の為、入口での消毒液
設置等行         安心   買 物   
い。

紹介営業店 丸子/向敷地 飲食　その他　73

店舗名 スーパーおさだ

住所 静岡市駿河区向敷地８７－１

TEL 054-259-1575 URL

その他 用宗にお越しの際は気軽にご来店ください。

店舗PR等
JR用宗駅前交差点かどにあります。コーヒーを
飲みながら、ゆっくりとくつろいでください。ご来
店、お待ちしております。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 飲食　その他　74

店舗名 喫茶    

住所 静岡市駿河区用宗４－３－２７　大三ビル　１F

TEL 090－9937－7699 URL

営業時間 9 30 18 00 定休日 水曜日

商品 濃厚       （400円 税込）



 Index（静岡市駿河区　菓子）

店舗名 紹介営業店

1. 松木屋 横内

2. ぷるみえーる 用宗/用宗駅前

3. 焼菓子工房　アンジェ 用宗/用宗駅前

4. 神尾きんつば店 用宗/用宗駅前

5. 和菓子・洋菓子　保昇軒 用宗/用宗駅前

6. canari caramel (カナリーカラメル) 馬渕

7. 伊奈製菓 馬渕

8. 郷土和菓子処小松屋 馬渕

9. 一富士製菓 大里

10.     製茶 雅正庵 丸子/向敷地

11. 鞠子の宿本舗　月ヶ瀬 丸子/向敷地

12. とらや＆caf 小鹿

13. Chouman 高松

14. パティスリー＆カフェ　MARU MER（マル・メール） 用宗/用宗駅前

15. canari caramel (カナリーカラメル) 馬渕

16. リュバン 池田



その他

店舗PR等

本場    修行        人気    半
熟チーズケーキ、半熟ぷりん、ふんわりシュークリーム
などなど、豊富な種類をご用意しております。旬の食
材 取 入      魔法            
のお菓子をどうぞお楽しみ下さい。
       各店舗     本店 紺屋町店 
 静岡パルコ店、新静岡セノバ店、 静岡パルシェ食
彩館店、イトーヨーカドー静岡店 ※営業時間は各
施設   異    

営業時間
みずほ本店

9:30 19:30 定休日 年中無休

商品 洋菓子

住所 静岡市駿河区みずほ3-6-1（みずほ本店）

TEL
みずほ本店

054-258-9565 URL http://premier.moo.jp/

その他

店舗PR等

江戸時代駿河 三大名物（安倍川餅 追
分羊かん、うさぎ餅）の1つうさぎ餅を製造販
売しているお店。その他いちご大福、みたらし
団子、桜餅等和菓子の人気商品を多数取り
揃       老舗 味 是非 堪能頂  
い。テイクアウト販売。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　2

紹介営業店 横内 菓子　1

店舗名 松木屋

営業時間 9:00 18 00 定休日 水曜日

商品    大福    餅 栗  焼     団子 桜餅 和菓子 他

住所 静岡市駿河区西脇1058－1

TEL 054－284-2955 URL

店舗名 ぷるみえーる



その他 しばらくの間はテイクアウトのみです。

店舗PR等

当店 創業70年以上 老舗 地元 皆様  愛  
続            自家製 粒   使用    
す。ほんのりヨモギが香る生地は厚みがありモチモチをした
食感  丁度良 甘         入      静
岡    販売 行      小腹 空  時    
に是非ご賞味下さい。
＊担当者  ＊焼 立          美味   
   自宅 召 上  場合   電子   500W 
30秒程温   焼 立  美味   ☆

営業時間 9:00 16:00
（売 切 次第閉店） 定休日 毎週月曜日・第2日曜日

商品 きんつば120円・おでん各種60円

店舗名 神尾きんつば店

住所 静岡市駿河区用宗3丁目6－19

TEL 054-259-2019 URL

その他 キャラチョコケーキとキャラロールケーキは10日前までに要予約。

店舗PR等

当店 洋菓子屋 始  創業40年 用宗 店舗 構
  今年 10年      現在 焼菓子 中心 常
時30 40種類 季節   取 揃       生  
  4 5種類 少      早  時間  越   
さい。バースデーケーキ、焼菓子のラッピングや箱詰め等は
お早めに御予約ください。
＊担当者より＊用宗産しらすサブレ・しらすガレットは甘
味     塩味        種類 豊富 珍  味
の焼菓子もあるので選ぶのが楽しいですよ♪

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　4

営業時間 10:00 18:30 定休日 木曜日

商品 焼菓子・生ケーキ・クロワッサン　チョコレート（冬季のみ）

店舗名 焼菓子工房　アンジェ

住所 静岡市駿河区用宗２丁目８－４

TEL 054-259-2106 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　3



その他

店舗PR等

        誕生日 記念日  祝     
   
12センチ　2,650円
15センチ　3,900円
18センチ　4,900円
21センチ　6,650円
生クリームデコレーションケーキ、またはチョコレート
ケーキ

営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日・第1、３水曜日

商品 キャラクターケーキ・似顔絵ケーキ・焼菓子

店舗名 canari caramel (カナリーカラメル)

住所 静岡市駿河区緑が丘町1-63

TEL 054-284-5888 URL http://www.canari.biz/

その他 地域内      行事等  出店      

店舗PR等

定番   焼           国内 良
質 材料   毎日手作          
めのレモン大福は、おもちの生地にレモン果汁
と皮を擦って練りこんであり、さっぱり風味のオリ
   商品      一度食    下 
い。

紹介営業店 馬渕 菓子　6

営業時間 9 00 18 30 定休日 火曜日

商品 レモン大福・塩窯

店舗名 和菓子・洋菓子　保昇軒

住所 静岡市駿河区用宗４丁目５－２５

TEL 054－259－2553 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　5



その他 季節ごとの商品

店舗PR等

定番の和菓子や季節限定の商品など幅広く
扱っています。コロナウイルス対策として、消毒
液 設置 店舗内 換気 常 行    
す。基本お持ち帰りのみとなっております。

営業時間 10:00~17:30 定休日 月曜日

商品 和菓子・あんぱん

店舗名 郷土和菓子処小松屋

住所 静岡市駿河区馬渕2丁目10-30

TEL 054-285-4944 URL http://www.godan1896.net

その他

店舗PR等

昭和26年 創業以来(令和3年 70周年） 昔
ながらの手作りを続けてきた、あられ・おせんべいを販
売しております。厳選した地元のお米の風味を活か
し、一枚一枚丁寧に作るオリジナルのせんべいで
す。日常のおやつ・お使いものに素朴な美味しさをお
楽しみください。また現在コロナウイルスによる影響か
ら地方発送を実施しております。

紹介営業店 馬渕 菓子　8

営業時間  9 00 19 00
（4月までは18:00） 定休日 日曜日

商品 あられ・せんべい

店舗名 伊奈製菓

住所 静岡市駿河区馬渕3丁目13-30

TEL 054-281-6978 URL inasennbei.com

紹介営業店 馬渕 菓子　7



その他  新型       感染拡大防止    営業時間 短縮等行       
　詳細はHPにてご確認ください。

店舗PR等

上記住所     製茶本店    <雅正庵>
千代田本店　　静岡市葵区千代田7丁目1-47、
焼津西小川店 焼津市西小川6丁目5-1 ﾍﾞｲ
ﾄﾞﾘｰﾑ清水店 静岡市清水区駒越北8-1 1階 
深蒸 製法        製茶 銘茶  静岡
抹茶 使  雅正庵 抹茶      堪能   
         販売 行         利用 
ださい。

営業時間 月 土8:30 17:30
日祝 10:00 17:30 定休日 無休（元旦等例外  ）

商品     製茶 厳選静岡茶 雅正庵 抹茶    

店舗名     製茶 雅正庵

住所 静岡市駿河区向敷地1198-1

TEL 054-259-6786 URL http://www.oyaizu.co.jp

その他 工場直売。1個からご購入いただけます。

店舗PR等

平成元年創業 全国 観光   菓子 製
造販売 中心 主力商品        全
国菓子大博覧会にて「全菓博栄誉大賞」受
賞。幅広いお客様から好評を得る人気商品で
す。

紹介営業店 丸子/向敷地 菓子　10

営業時間 10 00 17 00 定休日 平日

商品 全国 当地      70円/個  箱菓子        饅頭 300円/箱 

店舗名 一富士製菓

住所 静岡市駿河区中原881

TEL 054-282-9118
0120-29-9118 URL www.ichifuji-seika.jp

紹介営業店 大里 菓子　9



その他 むかごろう・とろろ饅頭

店舗PR等

丸子はとろろが名物の地区。そこでこのお店で
はとろろと米粉を練り上げた生地でこしあん巻
き芯にして『むかごろう』という商品があります。
おうち時間に召し上がってみてはいかがですか。
コロナ対策としてネット販売と配送サービスを始
めました。

営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日

商品 和菓子・洋菓子

店舗名 鞠子の宿本舗　月ヶ瀬

住所 静岡市駿河区丸子２丁目1-1

TEL 054-259-1762 URL www.s-tsukigase.jp

紹介営業店 丸子/向敷地 菓子　11

紹介営業店 小鹿 菓子　12

店舗名 とらや＆caf 

住所 静岡市駿河区小鹿３０７-７

TEL 054-204-4801 URL Instagram ＠toraya_cafe

営業時間 9 00 19 00
      9 00 12 00 定休日 月曜日

商品 ケーキ・焼き菓子・食事メニュー等

その他 喫茶            越      
Set Menu          同時注文 100円 値引 

店舗PR等

ケーキ・焼き菓子の通常販売に加え、テイクア
       充実              
メニュー】パフェ　750円（とろとろプリンパフェ・
いちごパフェ）、ドリンク　420円（とらやブレン
            紅茶        
ス）、ドリンク　470円（ウインナー珈琲・カフェ
オレ）



営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日

商品 エクレア各種、ドリンク、皿盛りデザート、パフェ、ピザ、ベーグル

その他 テイクアウト可

店舗PR等

カラフルなエクレアとアシェットデセールのお
店です。季節のフルーツをふんだんに使った
新感覚のエクレアと皿盛りデザートやパ
フェ、ピザ、ベーグル、バースデイケーキの予
約も承ります。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　14

店舗名 パティスリー＆カフェ　MARU MER（マル・メール）

住所 静岡市駿河区用宗2丁目17－2（みなと横丁）

TEL 054-256-4919 URL

紹介営業店 高松 菓子　13

商品 【定番】シュークリーム 140円(税抜)

その他 ケーキ(生菓子)、焼き菓子(ガトー)、バームクーヘン

店舗PR等

平成11年創業    等 洋生菓子 中心
にバームクーヘン、クッキー等の焼き菓子の製
造販売をしております。一品物から、ホール
ケーキまで、幅広い取り扱いをしております。甘
  菓子 自宅  時間  楽     
   

店舗名 Chouman

住所 静岡市駿河区高松2丁目8-27

TEL 054-238-6800 URL https://www.chouman.jp

営業時間 10:00~18:30 定休日 火曜日



←トイケーキ

ニャンぱんち→

紹介営業店 馬渕 菓子　15

店舗名 canari caramel (カナリーカラメル)

住所 静岡市駿河区緑が丘町1-63

TEL 054-284-5888 URL http://www.canari.biz/

営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日・第1、３水曜日

商品 キャラクターケーキ・似顔絵ケーキ・焼菓子

その他

店舗PR等

        誕生日 記念日  祝   
     
12センチ　2,650円
15センチ　3,900円
18センチ　4,900円
21センチ　6,650円
生クリームデコレーションケーキ、またはチョコレー
トケーキ

紹介営業店 池田 菓子　16

店舗名 リュバン

住所     日本平店 静岡市駿河区栗原35-2
    青葉     店 静岡市葵区両替町2-1-16

TEL 日本平店 054-264-2626
青葉     店 054-254-2726 URL cake-ruban.com

営業時間 日本平店 10:00 18 30
青葉     店 11 00 20 

定休日 日本平店 水曜日
青葉     店 不定休

商品 ケーキ・生菓子・焼き菓子

その他

店舗PR等

★静岡市にある可愛いケーキ屋さん★
・お子さんのバースデイケーキにトイケーキ
                
・人気商品の「ニャンぱんち」「スマイル
シュー」「凍らせシュー」にシールド乳酸菌を
配合     免疫力 活性  身体 
     



 Index（静岡市駿河区　その他）

店舗名 紹介営業店

1.     堂接骨院 曲金院 八幡

2. 前田工業 八幡

3. 増田生花店 八幡

4. カットハウスもも 用宗/用宗駅前

5. 花のプレリュード 用宗/用宗駅前

6. S'APPUR NAIL-private salon 馬渕

7. 花仕事ヴェルデ 馬渕

8. アークリーセット 大里

9. 生活の森 大里

10. LaLaDress心踊る手しごと店 池田

11. トコラマイ　TokoRamai 西脇

12. ジャクソン 西脇

13. 家具屋　校倉 西脇

14. 栗田洋品店 西脇

15. 大和接骨院 西脇

16. 天翔整体 西脇

17. MAHOROBA（マホロバ） 西脇

18. Beauty Saron ABatick(ｱﾊﾞﾃｨｯｸ） 東新田

19. h＠ir　Club　HEADS（ヘア クラブ　ヘッズ）　　　　　 東新田

20. ジェイズ・ヘアー 東新田

21.         ⾧田東店 東新田

22. 宝石メガネのフジ 東新田

23. hair life Axia 丸子/向敷地

24. ヘアースタイリング　エフ 丸子/向敷地

25. 美容室Heal 丸子/向敷地

26. 歩登夢（ポトム） 丸子/向敷地

27. ベイウォッチャー静岡 草薙

28. Dolce-ka.yu.ka.wa（ドルチェカユカワ） 小鹿

29. Fitness＆Table ELK 小鹿

30. 七色鍼灸接骨院 小鹿

31. 美容室アクール 小鹿

32. グリーンスペースまこと 高松

33. 綿久リビング 伝馬町新田/安倍口

34. MikouJapan 大里

35. FIVE SEASONS（ファイブシーズンズ） 小鹿

36. マイシューズストーリー 小鹿

37. 丸小園芸 小鹿

38. fu. (フー) 本店営業部

39. Trainer Room　あおい空接骨院 用宗/用宗駅前

40. 藤本歯科医院 用宗/用宗駅前



その他 驚くほど柔らかい日本製革靴を10,000円前後にて。

店舗PR等

当社では新型コロナウイルス対策としてマスクの販売や混雑時の入
場制限 通気性 良 環境作 等 実施  安心  靴 購入 
きる取り組みを実施しています。【商品PR】触れて実感、驚く革の柔
    履  感動 柔   一枚革 作         優   
ザインのシューズブランド「レシピ」。静岡の工場で製造する日本製
靴 全部品 日本国内 調達 加工 組立    純     
     日本人 足 合 木型 作   靴          
   ⾧  愛用頂    仕事 日常          足元 彩
れるフラットシューズなども揃っております。指足部分に縫い目や重な
     革1枚 柔    優  足        履 心地  試
しください。

営業時間 平日9:00 16:00（昼休有）
第1.3土曜日10:00 15:00 定休日 日、祝日、第2.4.5.土曜日

商品 国産革靴      9,000円  

店舗名 前田工業

住所 静岡市駿河区八幡2丁目9番14号

TEL 054－282－1035 URL http://www.footwear-maeda.co.jp/

その他 2F、パーソナルトレーニングジム

店舗PR等

プロスポーツ選手も多数来店、静岡県フットサ
ル協会推奨の接骨院です。コロナウイルス蔓
延防止のため、スタッフのマスク着用、検温、除
菌の徹底、こまめな手洗い、喚起等の対策を
しております。他のお客さまとの接触を避けるた
め、事前予約をお願い致します。

紹介営業店 八幡 その他　2

営業時間 8:30~12:00
15:00~19:00 定休日 日曜・祝祭日（水曜・土曜は午前のみ）

商品 接骨院

住所 静岡市駿河区曲金1丁目7-12-1

TEL 054-266-6177 URL

紹介営業店 八幡 その他　1

店舗名     堂接骨院 曲金院



その他

店舗PR等

当店 平成1６年 広野         
た。座席数が2席となっております。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の為、お客様の同時対
応         緊急事態宣言発令時 
原則予約にて対応をさせて頂いています。

営業時間 9 30 17 00 定休日 日・月曜日

商品 理容室

店舗名 カットハウスもも

住所 静岡市駿河区広野４丁目8-18

TEL 054-257-0662 URL

その他 花 事       相談下    配達    

店舗PR等

「花の事なら何でもご相談下さい」をコンセプト
に花束やアレンジメント、ブライダル装花など、
お客様に喜んで頂けるようにニーズに合わせた
花 心掛         一度 相談下  
（電話でも可）、配達もします。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 その他　4

営業時間 8:30 18:00
 (火曜 日曜 祝日 16 00 定休日 無休

商品 生花（花束        ） 2,000円 

店舗名 増田生花店

住所 静岡市駿河区小黒3丁目5－14

TEL 054－285－7669 URL

紹介営業店 八幡 その他　3



その他 各種ケア用品

店舗PR等

              落 着  空間
で、ネイリスト1級保有者がお客間おひとりに合
わせ丁寧に施術いたします。コロナウイルス対
策として、施術台にビニールカーテンを設置して
います。外出を自粛されているお客様のため
    用品 充実      提携駐車場 
ご用意があります。

営業時間 10:00~20:00
最終受付18:30 定休日 月曜日

商品 ジェルネイル・マニキュア

店舗名 S'APPUR NAIL-private salon

住所 静岡市駿河区泉町2-5　クレセントコート静岡404

TEL 054-654-1881 URL http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000471618/

その他

店舗PR等

御祝の花(開店祝、誕生日祝など）、御
供の花(ご葬儀、法事、など）お客様のご
要望をお聞きして、お作りしています。(鉢
物 花束          )  一度 
来店お待ちしております。

紹介営業店 馬渕 その他　6

営業時間 9 00 18 30 定休日 日曜日

商品 生花、園芸

店舗名 花のプレリュード

住所 静岡市駿河区用宗1－30－1

TEL 054－257-0040 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 その他　5



紹介営業店 馬渕 その他　7

店舗名 花仕事ヴェルデ 

住所 静岡市駿河区宮本町5-9

TEL 054-340-2587 URL http://hanashigoto-verde.com

営業時間 9:30 18:30 定休日 火曜日

商品 生花(花束・アレンジメント・祝花等)  鉢物

その他 イベント、店舗の花やグリーンのディスプレイ

店舗PR等

ギフトとしての花束やアレンジメントの制作
にとどまらず、イベントや店舗の空間装飾を
メインに結婚式のフラワーコーディネート等
を手掛けます。このような時だからこそ、ご
自宅  花      置       
と、癒しになると思います。

紹介営業店 大里 その他　8

店舗名 アークリーセット

住所 静岡市駿河区中野新田723-222

TEL 054-202-9660 URL https://www.akuriset.com

営業時間 9:00~18:00 定休日 日曜日

商品 飛沫感染防止アクリルボード

その他 1個から注文可能

店舗PR等

新型コロナウイルスの感染拡大の防止として個
人用の飛沫感染防止用のアクリルボードの販
売を実施しました。1個から注文可能ですので
是非ご注文ください。



紹介営業店 大里 その他　9

店舗名 生活の森

住所 静岡市駿河区中原787-1-6

TEL 054-281-4356 URL

営業時間 10 00 17 00 定休日 火曜日

商品 生活用品販売

その他 予約販売のみ

店舗PR等

自然にも、人にも優しい素材を使った商品を
数多く取り揃えています。洗濯用石鹸とは、
JIS規格で定められた「純石鹸分95％以上」
という規格に合った無添加石鹸を取扱っていま
す。環境にやさしい石鹸で手を洗ってコロナウイ
ルス予防をしましょう。

紹介営業店 池田 その他　10

店舗名 LaLaDress心踊る手しごと店

住所 静岡市駿河区池田244－1

TEL 054-294-7681 URL https://laladress.jp

営業時間 10:00~17:00 定休日 日曜日

商品 生地販売・ギフトブランド・マスクなど

その他

店舗PR等

アパレルの生地を取扱うお店です。デザイン
のご提案など洋裁に関するアドバイスをさし
上げております。現在は、デザインにも配慮
したマスク・マスクポーチも販売中です。



紹介営業店 西脇 その他　11

店舗名 トコラマイ　TokoRamai

住所 静岡市駿河区中島407-2 

TEL 090-4260-4615 URL www.tokoramai2.com

営業時間 12 00~20:30 定休日 不定休

商品 アウトドアウェア・アウトドアグッズ・エスニックウェア

その他 リバーシブルの洗える手作り布マスクあり　各種キャッシュレス支払対応

店舗PR等

トコラマイは、アウトドアウェア、アウトドアグッズ、
エスニックウェアを中心にセレクトした商品を扱っ
     人気 CHUMS TITICACA多数
      HP                
  気楽  利用          商品詳
細     

紹介営業店 西脇 その他　12

店舗名 ジャクソン

住所 静岡市駿河区敷地1-20-15

TEL 054-238-0223 URL http://www.jackson.jp

営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝他

商品 釣具

その他 釣具店のイシグロ様他、全国の釣具店にて購入できます。

店舗PR等

1980年創業 釣具       釣 人 
「楽しさ」の変化を捉え、いつの時代にも感動を
提供できる製品をつくることをモットーとしており
ます。



紹介営業店 西脇 その他　13

店舗名 家具屋　校倉

住所 静岡市駿河区中島2811

TEL 054-286-3203 URL http://www.aze-kura.com/

営業時間 10:00~17:00 定休日 水曜日

商品 木製家具（テーブル・チェア・生活小物）

その他 中島店舗・自社HPの他、「家庭画報」通販での取扱い有り

店舗PR等

1946年創業 家具製造 小売業 営   
    国内産 広葉樹 指物家具 職人 
一貫生産しております。オーダー家具・セミオー
ダー家具も承っております。

紹介営業店 西脇 その他　14

店舗名 栗田洋品店

住所 静岡市駿河区中島991

TEL 054-285-4397 URL

営業時間 10:00 17:00 定休日 不定休

商品 オリジナルレースマスク 1枚550円（税込）

その他

店舗PR等

婦人服・学校指定用品を中心に取り扱ってお
りますが、各種マスクの取扱いも始めましたので
 利用     洗  布    色柄等  
います。



紹介営業店 西脇 その他　15

店舗名 大和接骨院

住所 静岡市駿河区下島188-1

TEL 054-260-7253 URL kajikazu_yamara@yahoo.co.jp

営業時間 9:00~17:00(予約優先)
17:00~19:00(予約  ) 定休日 水曜日・土曜午後・祝日

商品 接骨院

その他 診療内容 交通事故 骨折 脱臼 捻挫 肉離      障害  

店舗PR等

幼少 頃  様々     経験 経 柔道整復
師   院⾧    経験 元    患者 近 
感覚 怪我 相談 治療      接骨院 怪
我 治療中        方法  怪我 予防 
関   適切                   
ス対策として「３密」を避けるため、予約も受付けて
     （日曜日午前 予約診療  ）

紹介営業店 西脇 その他　16

店舗名 天翔整体

住所 静岡市駿河区敷地1-1-36

TEL 054-260-5858 URL http://www.tenshouseitai.com/

営業時間 9:00~21:00 定休日 水曜日、第2・4木曜日

商品 整体・マッサージ

その他

店舗PR等

「痛くない&ボキボキしない&姿勢もきれいに
                客様 適  施
術方法を提案します。外出自粛でストレスが
溜  中 心 体               
事前にご予約を頂きますよう、お願い致しま
す。



紹介営業店 西脇 その他　17

店舗名 MAHOROBA（マホロバ）

住所 静岡市駿河区下島384-1

TEL 054-237-2827 URL www.shiraishi-hina.com

営業時間 10 00 18 00 定休日 土曜日、日曜日

商品 雛人形、五月人形、つるし飾り

その他 自社HP内オンラインショップ（MAHOROBA）、Amazon等で購入可能

店舗PR等

1979年創業 雛人形 五月人形等 大手
有名問屋 卸  小売 行       大切
な思い出づくりのお手伝いができるよう、現代の
ライフスタイルに合わせた「新しい人形のカタチ」
をご提案させていただきます。

紹介営業店 東新田 その他　18

店舗名 Beauty Saron ABatick(ｱﾊﾞﾃｨｯｸ）

住所 静岡市駿河区東新田2-15-18

TEL 054-269-5288 URL https://abatick.com

営業時間 月~木 土 10:00~20:00
 金曜日  10:00~22:00 定休日 日曜日

商品 フェイシャル・ボディー・脱毛・ネイル・メンズエステ

その他 手頃な価格で「小顔」と「コロナ疲れによる肩こり解消」「メンズもOK」

店舗PR等

コロナウイルス感染拡大防止の為、保健所の
方針に基づき対策中。換気と消毒対策の実
施。完全予約制による個別対応の実施。お
客様にあったフェイシャルケア。



紹介営業店 東新田 その他　19

店舗名 h＠ir　Club　HEADS（ヘア クラブ　ヘッズ）

住所 静岡市駿河区東新田2-15-18-102

TEL 054-258-3125 URL http://heads-1.jp

営業時間 9:00~19:00 定休日 毎週月曜・第3日曜日

商品 美容院

その他 完全予約制で３密を防止

店舗PR等

こんなはずじゃなかったと思った経験がある方、
家でのスタイリングが苦手な方、そんな方におす
すめです。丁寧なカウンセリングと高い技術で
理想        叶        入  
すいお店です。

紹介営業店 東新田 その他　20

店舗名 ジェイズ・ヘアー

住所 静岡市駿河区東新田1-11-26　メゾンUI

TEL 054-259-9920 URL

営業時間 9:30~19:00
日 祝9:30~18:00 定休日 月曜・第三日曜

商品 美容院

その他 次亜塩素酸水コロナ対策加湿器設置
HOT PEPPER Beauty予約　新規の方の特典で1,000円引き

店舗PR等

3席 小       席 離  対応  
     髪質改善 育毛促進 力 入
れています。(エステサロンでも使っている専
用マシーン使用）



紹介営業店 東新田 その他　21

店舗名         ⾧田東店

住所 静岡市駿河区東新田3-32-35

TEL 054-257-0047 URL

営業時間 平日 9:00~19:00
日曜10:00~18:00 定休日 水曜・祝日

商品 家電販売 修理

その他 ウイルス対策に次亜塩素酸水加湿器

店舗PR等

創業39年 地域密着型 街 電気屋   
す。コロナウイルス対策で次亜塩素酸水加湿
器 人気   静岡市内  配達 修理 
行       気軽  相談     

紹介営業店 東新田 その他　22

店舗名 宝石メガネのフジ

住所 静岡市駿河区東新田4-19-3

TEL 054-257-2468 URL

営業時間 10:00~19:00 定休日 木曜日・第2水曜日

商品 宝石・メガネ・時計の販売

その他      各種修理 分解清掃承      

店舗PR等

1966年創業以来 宝石     時計 専
門としています。経験豊富な認定眼鏡士が在
籍し、皆様の困ったに心を込めて対応していま
す。BEAMS・アーバンリサーチ・FURLAなど人
気     取 揃      店内消毒処理
済みです。安心してご来店ください。



紹介営業店 丸子/向敷地 その他　23

店舗名 hair life Axia

住所 静岡市駿河区丸子1丁目４-28

TEL 054－258－7666 URL

営業時間 10:00 19 00 定休日 月曜日

商品 カット・カラー・パーマ・ヘアケア商品の小売り（シャンプー等）

その他 完全予約制、お一人ずつのサービス提供

店舗PR等

当店  丸子  2016年         
サロンです。プライベートな空間でリラックスして
頂けるよう、サービスを提供しております。感染
拡大防止の為、完全予約制でお一人ずつの
    提供      顧客都度 消毒 換
気を徹底しております。是非安心してご来店く
ださい。

紹介営業店 丸子/向敷地 その他　24

店舗名 ヘアースタイリング　エフ

住所 静岡市駿河区寺田151-15

TEL 054-257-6630 URL www..navita.co.jp/s/11102534

営業時間 平日9 00 19 00
土日9 00 18 00 定休日 毎週月曜、第2火曜、第3日曜

商品 美容室

その他 完全予約制

店舗PR等

2001年               外観 
高 技術力 好評 地元住民  愛    
ます。現在コロナ感染予防の為、4席の内２
席  利用   為完全予約制   本人 
スク着用、空気清浄機完備しアルコール液も
常備しています。



紹介営業店 丸子/向敷地 その他　25

店舗名 美容室Heal

住所 静岡市駿河区丸子4丁目20-2

TEL 054-259-5014 URL biyoushitsu-heal.com

営業時間 予約制
9:00~18:00 定休日 毎週月曜日・第3日曜日

商品 カット、カラー、パーマ

その他

店舗PR等

カットやカラー、パーマだけではなくヘッドスパもお
    地元  客様   根強 人気 当
店ではコロナ対策として窓や入り口を開放し、
常 換気          4月以降 完全
予約制としており、密を避ける取組みもしてお
ります。

紹介営業店 丸子/向敷地 その他　26

店舗名 歩登夢（ポトム）

住所 静岡市駿河区青木464-1

TEL 090-4866-7325 URL

営業時間 9 00 18 00 定休日 日曜・祭日

商品 化粧品販売・エステ

その他 エステ完全予約制（お一人ずつの施術となります）

店舗PR等

地元 根付  40年 化粧品販売    
（         ） 主 行        
ロナ対策によるマスク着用は肌荒れの元になる
為 美容        利用     改善 
     3分 若返             
取り組んでおります。現在コロナ予防の為、化
粧品配達 行      詳   上記電話
番号まで連絡下さい。



紹介営業店 草薙 その他　27

店舗名 ベイウォッチャー静岡

住所 静岡市駿河区谷田28-4

TEL 054-207-7601 URL www.baywatcher-s.com

営業時間 11:00-19:00 定休日 毎週月曜日と第二、第三火曜日

商品 衣類、小物（インポート商品）

その他 夏季期間終了  店内商品一部除  50％o （    製品除 ）

店舗PR等

当初        静岡   陸 海 舫        
  1997年葵区伝馬町通           2018
年10月 現在 緑溢  環境良好 谷田 移転   
リアを中心にイギリス、フランスのデイリーユースで着られる
ファッションを展開。スーツ、コート、ワイシャツ、セーター等
オーダー製品も取り扱っております。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
限を設けて3密回避を徹底しております。



紹介営業店 小鹿 その他　28

店舗名 Dolce-ka.yu.ka.wa（ドルチェカユカワ）

住所 静岡市駿河区大谷4176-1

TEL 054-237-0020
0120-73-0020 URL https://www.dolce-kayukawa.com/

営業時間 9:00 19:00 定休日 毎週月曜、第２・第３火曜

商品 美容室　

その他 アイラッシュ・着付け等も承っております

店舗PR等

ドルチェとは「やさしく、やわらかく」。お客さんに
とってそんな居場所の美容室を目指しておりま
す。現在はマスク着用・消毒・換気等の一般
的な感染予防対策に加え、マスク着用での施
術にも対応していますので、安心してご来院く
ださい。

紹介営業店 小鹿 その他　29

店舗名 Fitness＆Table ELK

住所 静岡市駿河区小鹿424－3

TEL 054－291-6844 URL http://www.elk-fitness.com

営業時間
   24時間営業

     平日 11時 22時
     土日祝 9時 20時

定休日 不定休

商品 サラダボウル・プロテインドリンク・ELKオリジナルベーグル

その他 受付時間 11時 20時 / 条件  支払合計1,500円（税別） 
    駿河区内（駿河区隣接 葵区及 清水区地域  相談 応   ）

店舗PR等

                          
スライフをサポートする内容のドリンク・フードをご用
意       自宅 職場 ELK        
をお召し上がりいただくことができるよう、テイクアウト
及          承    ※手数料 1回 
 注文   400円（税別）  支払方法 商
品 受 渡 時 現金   QR   決済
（LINEpay・paypay・aupay・ｄ払い）



紹介営業店 小鹿 その他　30

店舗名 七色鍼灸接骨院

住所 静岡市駿河区有東2-2-27

TEL 054-283-0011 URL https://7iroshinkyusekkotuin.amebaownd.com/

営業時間
9:00 12:00
14:30 19:30 定休日 木・土 午後　/　日・祝日

商品 接骨・鍼灸・マッサージ・整体

その他 完全予約制（当日も可）

店舗PR等

当院 健康保険 利用  施術 他   鍼
灸治療 交通事故 労災保険 肩凝 腰痛
等の慢性的な痛み、リラクゼーション、美容等
の自費施術も含め、様々な要望にお応えしま
す。コロナ対策として、院内の換気、マスク着
用、消毒の徹底、予約分散等に努めておりま
すので、安心してご来院下さい。

紹介営業店 小鹿 その他　31

店舗名 美容室アクール

住所 静岡市駿河区大谷487-4

TEL 054-288-1317 URL ホットペッパー

営業時間 9:00 18:00 定休日 月曜日、第２・第３火曜

商品 美容室

その他

店舗PR等

日 光 差 込 居心地 良  売  美容
室です。現在はマスク着用・換気に加え、予約
時間 分散 施術後毎回 消毒処理 徹底
しております。まずはお電話にてお問合せの
上 御来店     尚 本掲載 見  来店
頂いたお客様には、メニューから10%o させて
頂きます。



紹介営業店 高松 その他　32

店舗名 グリーンスペースまこと

住所 静岡市駿河区敷地1丁目7-28
TEL 054-237-1264 URL

営業時間 8 00 18 30 定休日 日曜日　午後

商品 生花販売

その他

店舗PR等

            観葉植物 販売   
    自粛期間 自宅 観葉植物 置  
リフレッシュはいかがですか。フラワーアレンジメン
トは事前に電話連絡をお願いします。(3,000
円から承ります）

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 その他　33

店舗名 綿久リビング

住所   本店 静岡市葵区新伝馬1-11-65
小黒店 静岡市駿河区小黒3-11-15

TEL 054-271-1512 URL http://futon-watakyu.com

営業時間  本店9:30 19:30
 小黒店10:00 19:00 定休日 水曜日

商品 かけ布団・敷き布団・まくら・布団のお直し、リフォーム等

その他 手作りマスク販売しております

店舗PR等

当社は、静岡市の葵区と駿河区で地域に密着した
唯一 東京西川    専門店    客様一人
ひとりに寄り添い、寝具の悩み、眠りの悩みにお応え
し、健康で快適な生活を送って頂くためのお手伝い
    店 目指      睡眠 免疫力向上
 大  関       皆様 睡眠    良質 
なるようご提案させていただきます。お気軽にご来店
下さい。



紹介営業店 大里 その他　34

店舗名 MikouJapan

住所 静岡市駿河区中野新田83-45　２F

TEL 054-269-6492 URL

営業時間 9 00 20 00 定休日 不定休

商品 三層構造不織布    除菌剤

その他

店舗PR等

国の新しい指針である次亜塩素酸ナトリウム
500ppm 濃度 製品 開発 販売   
ます。
除菌スプレーについては、お問い合わせくださ
い。
    
1箱50枚入 (個包装) 1,500円(税別)

紹介営業店 小鹿 その他　35

店舗名 FIVE SEASONS（ファイブシーズンズ）

住所 静岡市駿河区小鹿1-22-17

TEL 054-287-5487 URL

営業時間 10:00 18:00 定休日 木・日・祝日

商品 生花（花束・アレンジメント）

その他

店舗PR等

小鹿通 商店街 面             
お祝い事やプレゼント等、ご希望の予算・イ
    合    自宅  配送 承    
ます。お気軽にお問合せください。



紹介営業店 小鹿 その他　36

店舗名 マイシューズストーリー

住所 静岡市駿河区大谷3695-7、焼津市宗高1487-1グランリバー内

TEL 054-689-5445 URL https://www.my-shuoes-story.com/

営業時間 10:30 19:00 定休日 静岡 月 木
焼津 火 水 金 土 日

商品 オーダーメイドによる靴の製造・インソール作成等

その他 完全予約制にて、足の計測・カウンセリングからご相談承ります

店舗PR等

お客様の足のお悩みは様々です。カウンセリン
グからお客様に合った靴やインソール等を作
成・提供させていただきます。完全予約制に
て、常に１対１での対応となりますので、他の
方との接触もなく、従業員もマスク着用・消毒
の徹底をしております。まずはお電話にてご予
約をお願いいたします。

紹介営業店 小鹿 その他　37

店舗名 丸小園芸

住所 静岡市駿河区小鹿1003

TEL 054-281-5436 URL

営業時間 14:00 17:00 定休日 不定休

商品 草花・植木・盆栽・園芸資材等

その他

店舗PR等

駿河区小鹿   園芸店   様々 種類
の花苗・苗鉢を取り揃えております。駿河区内
（駿河区隣接 葵区地域     相談 
応じます）配達可能ですのでお気軽にお問い
合わせください。贈り物やお祝い事でお花をお
求めの方、ガーデニングがご趣味の方、ぜひご
来店お待ちしています。



営業時間 10 00 20 00 定休日 月曜日

商品 美容室

その他

店舗PR等

１１月にオープンしたばかりの静岡駅南徒歩3分の
美容室です。季節や気分の変化に合わせたメニュー
 一人    合        提案      
りある店内ですのでご安心してご来店ください。

紹介営業店 本店営業部 その他　38

店舗名 fu. (フー)

住所 静岡市駿河区泉町2-5クレセントコート1F

TEL 054-292-7764 URL

紹介営業店 用宗/用宗駅前 その他　39

店舗名 Trainer Room　あおい空接骨院

住所 静岡市駿河区下川原6-23-11

TEL 054-258-3800 URL aoisora.g1.xrea.com

営業時間 午前  9 00 12 00
午後 15 00 21 00 定休日 日曜日

商品 接骨院

その他 一人一人に合わせた効果的な施術を提案し健康をサポートしていきます。

店舗PR等

　身体のあらゆる症状への施術はもちろん、プ
ロ・アマ・学生問わずアスリート・ジュニアアスリー
ト向けのボディメンテナンスやパフォーマンス向
上   予防       指導 行     
す。
　アルコール消毒、マスク着用、検温等の感染
症対策を十分に講じております。安心してご来
院下さい。



紹介営業店 用宗/用宗駅前 その他　40

店舗名 藤本歯科医院

住所 静岡市駿河区用宗４丁目６－２４

TEL 054－256－0418 URL

営業時間 9 00 12 30
14 00 19 00 休診日 木曜・日曜・祝祭日

商品 歯周病治療 虫歯治療

その他

店舗PR等

当医院では、患者さんの要望を叶えるように努
  最新治療  最善 治療 実施    
歯周病治療（顕微鏡   内科的治療
法） 虫歯治療（県内  数少  認定
医） 行  極力痛    麻酔 使用  
す。お越しの際は、マスク着用・手の消毒の徹
底をお願いします。


