
焼津市・藤枝市 編



 Index（焼津市・藤枝市　飲食ー和食）

店舗名 紹介営業店

1. ふたば食堂 焼津/西小川

2. 勇喜寿司 焼津/西小川

3. 魚久 藤枝

4. 山内寿し宏 藤枝

5. 小杉苑 藤枝

6. しんとみ 高洲

7. そば処　山善 高洲

8. 多酒多菜　とおいち 高洲

9. マルツマエダ商店 石津

10. 共水 石津

11. 静岡淡水魚 石津

12. 五金 （寿司） 西焼津

13. 丼丸一幸　 西焼津

14. のっけ家 焼津/西小川

15. 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

16. 金寿 呑 処 高州



住所 焼津市本町4-7-14

TEL 054-628-2336 URL http://yaizu-futaba.com/

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　和食　1

店舗名 ふたば食堂

その他 幕の内弁当につきましては前日予約でお願いします。

店舗PR等

創業100年 歴史 誇 老舗海鮮食事処 
養殖ではなく天然にこだわったミナミマグロの海
鮮料理 好評  多             
 海鮮料理       洋食 多数取 扱 
てます。

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　和食　2

営業時間 11 00 14 00
17 00 20 00 定休日 水曜日

商品 幕の内弁当1,000円(税込)・オムライス1,000円(税込)・ソースカツ丼1,000円(税込)

営業時間 11:00~14:00
17:00~22:00 定休日 月曜日・第三日曜日

商品            他1500円 4500円

店舗名 勇喜寿司

住所 焼津市西小川2丁目5-16

TEL 054-627-3739 URL www.yuki-zushi.com

その他 要前日予約

店舗PR等

本格江戸前寿司   鮮度抜群 極上南 
   鰹 自信   焼津   味     
タや、2代目店主のオリジナリティーあふれるメ
ニューもお楽しみいただけます。至高の味をご
堪能     



店舗名 魚久

住所 藤枝市本町2丁目6番9号

TEL 054-641-0214 URL uokyu.com

紹介営業店 藤枝 飲食　和食　3

その他 寿司・松花堂弁当　配達承ります。

店舗PR等

1919年創業100年 超  地元 親   
 寿司 日本料理 店 気軽 楽     
チコース（平日のみ）会席コースもあります。
現在はコロナウイルス対策として店内の営業と
共      寿司弁当 販売 行    
す。

営業時間 11:30~14:00
17:00~21:30 定休日 水曜日＋不定休

商品 バラちらし寿司　税込500円

住所 藤枝市岡出山1丁目2-29

TEL 054-645-0080 URL https://www.sushihiro.jp

紹介営業店 藤枝 飲食　和食　4

店舗名 山内寿し宏

商品 惣菜 各種寿  100円 1,000円

その他          （10:30 18:00）

店舗PR等

藤枝市役所        鮮度 良 魚介
を厳選して使っているので、地元の寿し通の方
から家族連れの皆様、仕事帰りのお一人様な
 幅広 地域 皆様   利用頂     
す。

営業時間 昼 11:30 14:00 定休日 水曜日夜 17:00 22:00



住所 藤枝市青木2－35－30

TEL 0120－027－604 URL http://www.kosugien.co.jp

紹介営業店 藤枝 飲食　和食　5

企業名 小杉苑

その他

企業PR等
会議用弁当、おもてなし弁当を志太交通
様がお届けします。松竹梅とご予算に応じ
てご用意しています。

紹介営業店 高洲 飲食　和食　6

営業時間 10:00~22:00 定休日 月曜日

商品 小杉苑の松花堂お弁当

営業時間 11 00 13 30
17 00 22 00 定休日 木曜日

商品 ランチメニュー・居酒屋メニュー

店舗名 しんとみ

住所 藤枝市高洲888-1

TEL 054-635-1369 URL

その他 テイクアウト、ランチ、店内営業

店舗PR等

ﾃｲｸｱｳﾄ終了     尚       寿
司はご予約のみお受けしています。店内営
業再開 店内ﾒﾆｭｰ 80種類以上 日
本酒20種類以上を豊富にご用意しており
ます。今後も地域密着を目指し日々修練
しております。



紹介営業店 高洲 飲食　和食　7

営業時間 11:00 14:00
17:30 19:30 定休日 毎週木曜日・第3水曜日午後

商品 そば、丼もの等

店舗名 そば処　山善

住所 藤枝市兵太夫626-2

TEL 054-635-6892 URL

店舗名 多酒多菜　とおいち

住所 藤枝市前島2丁目28-14

TEL 054-636-5001
090-6760-0767 URL

その他 出前地区/当店  2㎞以内（高洲 西焼津地区）

店舗PR等

5月7日より店舗営業再開しました。出前は従
来通 継続    業歴44年 老舗   提
灯型の器に入ったちょうちん弁当がお薦めで
す。◎ちょうちん弁当・・・830円（税込）＜
そば、ご飯もの、おかずセット＞セット内容/かつ
丼、天丼、花おろし等

紹介営業店 高洲 飲食　和食　8

その他 ﾃｲｸｱｳﾄ(日によってﾒﾆｭｰが変わる可能性があります)、電話にて注文願います。

店舗PR等

日本料理店 修業   大将 営    
居酒屋。季節に合った商品を取り揃えている
   是非 賞味     ﾒﾆｭｰ 変更  可
能性があるので電話にてお問い合わせくださ
い。

営業時間 13:00~20:00 定休日 月曜日

商品 各種ﾃｲｸｱｳﾄﾒﾆｭｰ(756円~864円) ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ(2,500円~)  弁当(1,000円~)



紹介営業店 石津 飲食　和食　9

営業時間 8:00~18:00 定休日 毎週日曜日

商品 かつお削り節（花かつお）

店舗名 マルツマエダ商店

住所 焼津市小川新町5－4－17

TEL 054-628-2059 URL http://www.katuobushi-marutu.jp

その他 内容量 希望 応  変更     

店舗PR等

基本 忠実      誠心誠意良 製品作
  心        自宅   料理  利
用     主原料産地 焼津港 賞味 期
限 6 月間 内容量 170g 金額 600
円 受賞暦 第15回全国鰹節品評会 農
林水産大臣賞 

紹介営業店 石津 飲食　和食　10

営業時間 定休日 土曜日・日曜日

商品  共水     幻     異名   当社 養殖   国産    鰻 

店舗名 共水

住所 焼津市藤守2799－1

TEL 054－622-0292 URL http://kyosui-unagi.com/

その他 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、都心及び全国への飲食店営業自粛に伴い通信販
売部門を強化。

店舗PR等

鰻⾧焼 筏（   ）3尾入 伝統鰻料理
 筏      一般流通   希少    
 特別 ⾧焼      [商品]薄焼3尾  
 3袋 [賞味期限]冷凍 1 月 [販売価
格]7,000円（税込 送料込）※     
ジ参照願います。



紹介営業店 石津 飲食　和食　11

営業時間 8:00~16:30 定休日 毎週　土、日

商品 鰻の蒲焼弁当

店舗名 静岡淡水魚

住所 焼津市惣右衛門356－1

TEL 054-625-7070 URL https://shizu-tan.jp

その他

店舗PR等

平成29年11月設立 鰻卸売業者     
ナウイルス感染拡大により、鰻蒲焼弁当の販
売を強化しております。台湾産の活鰻をその場
で捌き、蒲焼にします。1個1,000円で3個か
 予約承    ※予約 前日16 00  
  願     （内容量    110g  
はん280g）

紹介営業店 西焼津 飲食　和食　12

営業時間 昼 11 30 14 00
夜 16 30 22 00 定休日 年中無休

商品  寿司  料理 刺身

店舗名 五金 （寿司）

住所 静岡県焼津市柳新屋996-4

TEL 054-627-5856 URL http://gokin.jp/index2.html

その他 出前にて対応いたします。

店舗PR等

緊急事態宣言発令以降 外出自粛   外食 楽  機会 
減       思    当店   自宅  新鮮 食材 
使  寿司 料理 刺身等 楽   頂      出前    
  用意        （寿 膳       煮魚等  届
 可能   ）     時    自宅        食事 
 利用        気軽  電話       出前   
範囲 時間  届 範囲 旧焼津市 旧藤枝市  届 時
間 昼11 30 14 00 夜17 00 21 00  注文 
お電話で受付ております。



営業時間 店舗   異    
HPを確認ください。 定休日 店舗   異    

HPを確認ください。

商品 各種海鮮丼       （税抜720円 ）

その他 店舗        異     

店舗PR等

本当に美味しい海鮮丼をもっと気軽に、もっと
多くのお客様にリーズナブルな価格でお召し上
がりいただきたい。そんな思いで、のっけ家は味
と素材にとことんこだわった丼を、水産卸会社
直営だからできる価格でご提供しています。

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　和食　14

店舗名 のっけ家

住所  本社 焼津市駅北3-22-9
 店舗 静岡県内6店舗 山梨県甲府市 1店舗

TEL 店舗   異    
HPを確認ください。 URL https://www.nokkeya.com

店舗名 丼丸一幸　

住所 藤枝市五十海2丁目4-29

TEL 054-637-9999 URL ｈｔｔｐｓ：//mobiletwitter.com/jdPtwZB6ELrupmb

紹介営業店 西焼津 飲食　和食　13

その他 500円 

店舗PR等

お持ち帰り海鮮丼専門店です。ほとんどの丼が
500円        500円     丼
                 満点 原価
ギリギリでお客様に喜ばれる海鮮丼をご提供い
     

営業時間 11 00 20 00 定休日 毎週水曜曜

商品 海鮮丼テイクアウト　60種類以上



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　15

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 高洲 飲食　和食　16

店舗名 金寿 呑 処

住所 藤枝市高洲785-1

TEL 054-635-6888 URL

営業時間 11 00 13 30
17 00 22 30 定休日 水曜日

商品 海鮮丼920円（税別）、うな玉丼1,350円（税別）その他各種

その他 ﾃｲｸｱｳﾄ、店内飲食、時間（昼、夜）関係なく取り扱い

店舗PR等

1975年 寿 屋        昨年  居
酒屋にリニューアルしました。にぎり寿し、巻き寿
  揚 物 串   焼     ﾒﾆｭｰ 多種
あります。どれもﾃｲｸｱｳﾄの取扱いが可能です。
事前にお電話を頂けると待ち時間なしで提供
できます。


