
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。


