
静岡市駿河区 編



 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。


