
静岡市駿河区 編



 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）


