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 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。


