
焼津市・藤枝市 編



 Index（焼津市・藤枝市　飲食ーその他）

店舗名 紹介営業店

1. EIGHT COFFEE(エイトコーヒー) 焼津/西小川

2. かぜんぐ。 焼津/西小川

3. とんかつ専門店　かつ亭膳 焼津/西小川

4. 中華チャンルーム 焼津/西小川

5. どんた久 焼津/西小川

6. マルシメ・トゥェンティワン 焼津/西小川

7. 大盛屋 焼津/西小川

8. からあげ大ちゃん　藤枝郡店 藤枝

9. すぎ多　稲川本店 藤枝

10. ピスタぎょうざ店 藤枝

11. まるか村松商店 藤枝

12. ゆい吉食堂 藤枝

13. 沖友 高洲

14. 京丸 高洲

15. 焼肉文田商店　大井川店 高洲

16. 食彩美酒　侘助 高洲

17. 大衆居酒屋　手羽喜 高洲

18. 担々麺専門 發巳 藤枝店 高洲

19. 虹色珈琲（にじいろコーヒー） 高洲

20. 炭火焼肉　SUPER和牛　 石津

21. C　CARP　（お好み焼き） 西焼津

22. つかもと食堂 西焼津

23. ﾊﾟﾝ　「ブロイア」 西焼津

24. めし処「真弥」 西焼津

25. 居酒屋　大根 西焼津

26. 居酒屋　呑ん兵 西焼津

27. 居酒屋 金太郎 西焼津

28. 手毬 西焼津

29. 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

30. コメダ珈琲店 ⑤藤枝駅南店、⑥藤枝築地店、⑦焼津インター店、⑧島田吉田インター店、⑨牧之原店 草薙

31. ピーターパン 高松

32. さくらい 石津

33. ホテルアンビア松風閣 焼津/西小川

34. ＆Sugar＋南瓜 高州

35. 居酒屋 松葉 高州



その他  昼 弁当 当日予約 承    11:00頃   電話注文  願     
夜        10:00~18:00 間 注文 電話  願     受 渡  11:30~19:00   

店舗PR等

JR焼津駅南口から徒歩10分ほどの場所にあ
る居酒屋です。テイクアウトメニューにはかぜんぐ
弁当（500円）・生姜焼き弁当（700円）
などの各種弁当を始め、通常の居酒屋メ
    各種日本酒        行    
  是非  立 寄      

商品 弁当各種 串焼 盛 合         皮    日本酒各種  

店舗名 かぜんぐ。

住所 焼津市焼津１－６－３

TEL 054-270-6294 URL

店舗PR等

焼津駅前   喫茶店 EIGHT COFFEE    
 焼津駅前 気軽 立 寄  喫茶店 欲    
  焼津市民 声 受  他 2店舗居酒屋 経
営        令和元年5月        
   年配 方  小  子供   世代 超  
愛   喫茶店         厳選      
や、カレーやナポリタンなど充実したメニューがございま
  是非 立 寄      

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　2

営業時間 17:00~0:00 定休日 年中無休

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　1

店舗名 EIGHT COFFEE(エイトコーヒー)

営業時間 7:00~18:00 定休日 水曜日

商品 コールドクレマアイスコーヒー・スパイスバターチキンカレー・牛スジミートカレー・
ナポリタン・ミートスパゲティ・明太子スパゲティ・ミニサラダなど

住所 焼津市栄町１ー２－１０

TEL 054-620-8668 URL 8coffee-yaizu.com

その他



その他 オードブル要予約

店舗PR等
     豊富  自信    子様  大人
 方   地元 愛  30年 店主自慢 料
理   機会    自宅  堪能     

営業時間
11 30 13 30
17 00 18 30 定休日 月曜日/第二・第四火曜日

商品 中華料理

店舗名 中華チャンルーム

住所 焼津市西小川2丁目-13-3

TEL 054-629-7173 URL Instagram:@chan__room_

その他 5/31まで限定でかつ丼(ロースorヒレ)のテイクアウトを割引価格にて販売いたしております。

店舗PR等

地元焼津  25年営業        店主
のこだわりで茨城県より仕入れをしております。
また、八丁味噌を用いたソースを使っておりお
客様  絶賛好評            料
理      満点 満足       自信
          一度 立 寄    
          行         気軽
にご連絡ください。

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　4

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

商品 とんかつ

店舗名 とんかつ専門店　かつ亭膳

住所 焼津市三ケ名954

TEL 054-620-1221 URL

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　3



その他 上記以外  贈 物  自宅用 商品         問 合       
本注文に関しては、「SH」とご記入ください。

店舗PR等

大正15年創業 会社   現在 佃煮  
ルト総菜、まぐろ珍味、たたきなどを製造してい
ます。新商品で地元小川港の真さばのオリー
ブオイル漬1本が好評です。今回2品以上お
買い上げの場合、さばのオリーブオイル漬1本を
差し上げます。骨まで完全に食べられます。サ
ラダや炒め物、カレーなどに入れてお召し上がり
下さい。

営業時間 8 00 17 00 定休日 土、日、祭日

商品
・申込番号2-1 炭火焼かつおのたたき 4本1,920円　　　・申込番号2-2   ⾧   醤油漬  ５袋1,750円

・申込番号2-4 佃煮５品    （鮪大角煮 金      煮    佃煮             煮）2,000円
・申込番号2-5 ごはんの素7品セット（あさりごはん２袋 、たこめし2袋、ほたてごはん2袋、たいめし1袋）1,800円

店舗名 マルシメ・トゥェンティワン

住所 焼津市惣右衛門1195-8

TEL 054-624-8125 URL ありませんので、ご注文・お問い合わせは
電話またはFAX054-624-8127まで

その他 お持ち帰りメニューは予約をお願いします。受け取りは昼頃からも可能です。

店舗PR等

JR焼津駅より徒歩約15分の場所にある
割烹海鮮料理店    久    港町 
焼津ならではの魚・名物も取り扱っていま
    是非 立 寄       持 帰
り希望の方は、前日までに予約注文をお
願いします。

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　6

営業時間 17:00 22:00 定休日 月曜日

商品    久丼                黒       等

店舗名 どんた久

住所 焼津市焼津4丁目14-1

TEL 054-629-2745 URL https://www.yaizu-dontaku1.com

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　5



その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

真っ赤な看板が目印。亭主がからあげの研究
をし、いろんなお店を食べ比べた結果、「次の
日食べても食べれるからあげは大ちゃんだ。」と
いうことで、フランチャイズとして開業。フィルター
を張り、コロナ対策もしており、安心して購入で
きます。

営業時間 月 土   10:00~20:00
日 祝日 10:00~19:00 定休日 火曜日

商品 からあげ、弁当

店舗名 からあげ大ちゃん　藤枝郡店

住所 藤枝市郡１０７６－２

TEL 054-641-7727 URL karaage-daichan.jp

その他

店舗PR等

創業70余年 地元 皆   愛    
ました。めん類、ご飯もの等、各種出前承
ります。テイクアウトもやっていますので、お
気軽にお訪ね下さい。

紹介営業店 藤枝 飲食　その他　8

営業時間
11:00~14:45
17:00~19:45 定休日 火曜日

商品  飯   天   冷  中華      等

店舗名 大盛屋

住所 焼津市栄町6丁目3－6

TEL 054-628-3274 URL

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　7



その他 テイクアウト

企業PR等

女性客 中心      時間帯  満
席となることがあるため、電話予約がおすす
めです。どれも美味しいですが、まずは絶品
      一度 賞味   

営業時間
11:30~14:00
17:30~20:15 定休日 火曜日

商品 オムライス、ぎょうざ、カレー等

企業名 ピスタぎょうざ店

住所 藤枝市岡出山1丁目14-28

TEL 054-646-3009 URL pisuta-gyoza.com

その他 藤枝市内 宅配致    

店舗PR等

ラーメンは本場博多のこっさり（塩・豚骨）を
自宅  楽  頂    自慢   揚  2
年間 試作 重  人気          
  宅配           楽  下   

紹介営業店 藤枝 飲食　その他　10

営業時間  予約 9 30 20 00 定休日 月曜日

商品              串       晩酌   

店舗名 すぎ多　稲川本店

住所 藤枝市稲川1丁目6-37

TEL 054-645-2171 URL http://sugitagroup.com/

紹介営業店 藤枝 飲食　その他　9



その他 朝（8 00 10 45） 藤枝名物朝   提供      

店舗PR等

朝は『麺や　ゆい吉』として藤枝文化の定番朝
ラーメン。昼は『ゆい吉食堂』として皆様に愛さ
れる大衆食堂。夜は『韓国居酒屋　ゆい吉』と
して気軽にお酒も楽しめる。３つの顔を持ち、
お一人でも多くのお客様に喜んで頂けるように
頑張ります。

営業時間 11 00 22 00 定休日 水曜日

商品 韓国料理         丼 豚焼肉丼     弁当  

店舗名 ゆい吉食堂

住所 藤枝市藤枝４丁目9-43

TEL 080-7081-0804 URL https://wwwyuikichi.com/

その他

店舗PR等

 茶屋   営 和      大判焼    
氷 串    販売中   氷 苺     抹
茶     自家製 提供        来
店 待        

紹介営業店 藤枝 飲食　その他　12

営業時間 10 00 18:00 定休日 水曜日（祭日営業）

商品 大判焼    氷 串   

店舗名 まるか村松商店

住所 藤枝市藤枝２丁目6-26

TEL 054-643-1280 URL https://www.instagram.com/marukamuramatsu/

紹介営業店 藤枝 飲食　その他　11



その他 店頭販売、(お問い合わせは電話にて対応します。)

店舗PR等

藤枝市高洲にある京丸のうなぎﾎﾞｰﾝは、鰻弁
当 販売    昭和48年 廃棄     
 鰻 骨 何  活用      試行錯誤
を重ねた末、誕生したものです。うなぎﾎﾞｰﾝは
5種類   他       販売 行    
ます。

営業時間 8:00~17:00 定休日 土日祝日

商品 うなぎﾎﾞｰﾝ(辛し付、醤油味、甘口ｺﾞﾏ風味、塩味、わさび味)200円、きもすい1人前185円等

店舗名 京丸

住所 藤枝市高洲21-12

TEL 054-635-3166 URL www.kyomaru.co.jp

その他 店頭販売・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売

企業PR等

家族の健康や幸せは食卓から始まります。安
全・安心な高品質の沖縄県宮古島ﾓｽﾞｸをは
じめ、ふじえだの海ぶどう、静岡県の地域資源
  茶 ﾌﾙｰﾂ 乾燥   新商品 開発 手
がけています。

紹介営業店 高洲 飲食　その他　14

営業時間
9:00-12:00
13:00-17:00 定休日 第二、第四土曜日、日曜日、祝日

商品 ふじえだの海ぶどう等

店舗名 沖友

住所 藤枝市高柳3丁目30-23

TEL 054-636-3700 URL http://okiyu.jp

紹介営業店 高洲 飲食　その他　13



その他 お弁当はテイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

島田駅から徒歩5分の宮の小径にある、「侘
助   料理⾧ 旬     素材 作  日
本料理          値段  提供  
 店           弁当 750円  
ご予算、ご相談に応じて和心を込めてお作りし
ます。お祝い、ご法事用のテイクアウトも可能で
す。お電話で、ご予約・ご相談ください。

営業時間 11:00 14:00 定休日 月曜日

商品 日替 弁当 750円  ※要予約

店舗名 食彩美酒　侘助

住所 島田市本通り１丁目１－１０　宮の小径

TEL 0547-37-1234 URL https://www.wabisuke.teim.com/

その他 焼肉弁当（要予約）、バーべキュー用味付け肉

店舗PR等

静岡市 本店同様 黒毛和牛 手切  提
供しております。本店舗は24時間7台の換気
扇をフル稼働して対応させて頂いています、◎
持ち帰りバーべキュー商品は、味付け済みであ
り、店舗と同様の味を楽しんでいただけます。

紹介営業店 高洲 飲食　その他　16

営業時間
水 木17 00 22 00

金11 30 14 00/17 00 22 00
土 日11 30 22 00

定休日 火曜日（月曜日不定休）

商品 焼肉、キムチ、ナムル、つけダレ

店舗名 焼肉文田商店　大井川店

住所 焼津市宗高386-1

TEL 054-622-8772 URL

紹介営業店 高洲 飲食　その他　15



その他 おうちで担々麺セット（スープ5種類、具材なし）、餃包（肉汁水餃子）

店舗PR等

静岡県では珍しい担々麺専門店です。「シビ
カラ（痺れる辛さ）」のメニューもあります。お
家で作る担々麺セットや餃包麻婆弁当に餃
包等のテイクアウトメニューも取り揃えてます。
ぜひこの機会におうちで担々麺を作ってみませ
   店内飲食  感染予防対策 取   
ら営業中です。

営業時間 11:00 15:00（LO14:30） 定休日 毎週木曜日
毎月第3水曜日17:30 20:30（LO20:00)

商品 担々麺7種類（期間限定メニューあり）、麻婆豆腐、杏仁豆腐、ドリンク類

店舗名 担々麺専門 發巳 藤枝店

住所 藤枝市田沼4丁目5-1

TEL 054-625-8963 URL https://www.instagram.com/hatsumi8963

その他 1本（税込110円）       承   

店舗PR等

自家製の秘伝のタレが手羽先を何倍も美味し
くします。ぜひ、ご注文宜しくお願いします。1時
間前までにご予約を頂ければスムーズにお渡し
できます。ご予約がなくても歓迎です。

紹介営業店 高洲 飲食　その他　18

営業時間 17 30 24 00 定休日 日曜日

商品 手羽先揚げ（タレ、塩こしょう、ｽﾊﾟｲｼｰ、ｶﾞｰﾘｯｸ）

店舗名 大衆居酒屋　手羽喜

住所 藤枝市駅前1丁目７－９　2階

TEL 054-646-2226 URL

紹介営業店 高洲 飲食　その他　17



その他

店舗PR等

オーナーこだわりの地元静岡県の「遠州夢咲
牛」は有名ブランド牛に負けない美味しさとの
事。もちろん、お肉のタレ（もみタレ・甘口タ
レ）も全て手作りです。この季節なのでBBQ
用にお肉をご用意いたします。お持ち帰りにて、
美味  黒毛和種  遠州夢咲牛   召 
上がりください。

営業時間 17 00 23 00 定休日 なし

商品 焼肉

店舗名 炭火焼肉　SUPER和牛　

住所 焼津市石津577-1-2

TEL 054-623-2929 URL

その他 エスプレッソを使用したラテアートもお楽しみ下さい。

店舗PR等

和風モダンなキッチンカーで県内どこへでも現れ
ます。
イベント、店舗等の軒先出店、焼津市近郊の
公園等。企業様敷地内での訪問も承ります。
見        立 寄 下   本格   
ラテや自家製フルーツスカッシュ等をご提供致し
ます。

紹介営業店 石津 飲食　その他　20

営業時間 不定 定休日 不定

商品 自家焙煎珈琲、本格エスプレッソ、ブーケサンド等　テイクアウト商品

店舗名 虹色珈琲（にじいろコーヒー）

住所 焼津市内

TEL ご連絡はInstagram
からアクセス願います URL Instagram

@nijiiro_coffee

紹介営業店 高洲 飲食　その他　19



その他 テイクアウト　（※夜間のみ営業再開）

店舗PR等

お好み焼きだけでなく、たこやき、餃子も自
慢 品   酒        子様  
  利用       連絡 待    
    

営業時間 17:00~22:00 定休日 火曜日・水曜日

商品 お好み焼き全般、その他一品メニュー各種

店舗名 C　CARP　（お好み焼き）

住所 焼津市五ヶ堀之内1458-1

TEL 054-620-1116 URL

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　21



その他  持帰   （         利用不可）

店舗PR等

2019年5月            西焼津
駅  徒歩3分  普段使  小    屋
です!日替パンやちびっこのおやつにちょうどいい
    小       用意        
        大丈夫      気軽  
立寄       

営業時間 10 00 16 00 定休日 日曜・月曜・祝日

商品 パン・コーヒー

店舗名 ﾊﾟﾝ　「ブロイア」

住所 静岡県焼津市柳新屋429-1-1F

TEL 054-626-0338 URL http：//yui-buro.com/buroia/

その他  来店大歓迎  （平日夜限定      可能   ）

店舗PR等

昭和45年創業 大衆食堂     誰   
愛される大衆食堂」を目指し日々精進してい
   50年続 伝統 味    堪能下 
い。※メニュー、営業状況等の最新情報は
ＵＲＬ先のサイト頁よりご確認ください。

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　23

営業時間 11 00 14 00
17 00 20 00 定休日 水曜日・第3火曜日

商品 定食、丼もの　各種

店舗名 つかもと食堂

住所 焼津市五ケ堀之内１５１５－４

TEL 054-629-5808 URL www.instagram.com/tsukasyoku

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　22



その他 テイクアウト対応致します。

店舗PR等
    料理 心 込  手造  提供 
     笑顔 皆様  来店 待  
      

営業時間 18 00 24 00 定休日 日曜日

商品       単品料理等 450円 2,500円

店舗名 居酒屋　大根

住所 焼津市柳新屋646-1 A one yokoyama A2

TEL 054-626-5668 URL

その他  予算 応          対応致    

店舗PR等

当店で使う食材はできる限り地産地消に
こだわっております。季節や焼津ならではの
風土を活かした旬の食材をご提供。マグロ
のテールステーキや、ホホ肉のステーキは絶
品    予算 応          対
応しておりますのでお気軽にお問い合わせく
ださい。

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　25

営業時間 昼 部 11:00~14:00
夜 部 17:00~21:00 定休日 水曜日、日曜夜の部

商品 真弥の夏元気ご膳

店舗名 めし処「真弥」

住所 焼津市大住711-2

TEL 054-620-3577 URL ｈｔｔｐｓ：//japanese-restaurant-5926.business.site

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　24



その他        簡易       対応（車   持      ）

店舗PR等

西焼津駅  徒歩3分       安   
激   居酒屋    新鮮 鳥肉 使  
串焼   自家製    醤油   浸  
焼き上げた”手羽先”は当店イチオシ人気
NO.1    今回 自宅  当店 味 楽
しんでいただけるよう、テイクアウトをご用意させ
            機会  利用   
       

営業時間 AM11:30~PM14:00（昼        ）
PM16 00 PM23 00（夜       有） 定休日 火曜日

商品 昼⇒弁当全種税込500円 夜⇒串等80円  

店舗名 居酒屋 金太郎

住所 静岡県焼津市西焼津31-4

TEL 054-626-3899 URL http://kin-taro88.com/sp/

その他 店内、お持ち帰り

店舗PR等

西焼津 居酒屋   自慢 居酒屋 
   各種 用意      感染対策 
ばっちり。店内飲食はもちろん、お持ち帰りにも
対応          利用     

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　27

営業時間 通常 17 30 0 00 定休日 毎週月曜

商品 焼 物 揚 物 一品料理各種

店舗名 居酒屋　呑ん兵

住所 焼津市小柳津349-5

TEL 054-627-0770 URL Ｉｎｓｔａｇｒａｍ　nonbei_piroro

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　26



その他 釜          宅配    (※宅配 条件有)

店舗PR等

焼津市 黒石川沿     老舗釜  屋 
創業  35年間愛  続    釜    
一子相伝のお出汁と厳選されたお米、たっぷり
の具材で仕上げたこだわりの一品です。一つ一
 丹精込  炊 上    一度食    
        間違    ※     営業
状況等の最新情報はＵＲＬ先のサイトよりご
確認ください。

営業時間 11 00 14:30
17 00 21:30 定休日 水曜日・第1、３木曜日

商品 釜  各種 1000円 

店舗名 手毬

住所 焼津市大住1085-1

TEL 054-623-5296 URL www.instagram.com/temari_kamameshi2020/

紹介営業店 西焼津 飲食　その他　28

紹介営業店 草薙 飲食　その他　29

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

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。



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

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

紹介営業店 高松 飲食　その他　31

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

紹介営業店 草薙 飲食　その他　30

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

   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。

店舗名 コメダ珈琲店 ⑤藤枝駅南店、⑥藤枝築地店、⑦焼津インター店、⑧島田吉田インター店、⑨牧之原店

住所 ⑤藤枝市前島1-2-1 オーレ藤枝1F　　　⑥藤枝市築地527-1      ⑦焼津市八楠4-13-1
⑧島田市井口826      ⑨牧之原市細江1347-1

TEL
⑤054-636-2020   ⑥054-644-1009
⑦054-628-2001   ⑧0547-30-0005
⑨0548-22-1009

URL www.talk-in.co.jp

営業時間
⑤⑧⑨7~23:30⑥7~24:00（日 祝日 
23:30）
⑦7~24:00（日 祝日~23:30※祝前日 日曜

定休日 年中無休



店舗名 さくらい

住所 焼津市下小田５３５－１

TEL 054-624-4336 URL

紹介営業店 石津 飲食　その他　32

その他 磯自慢新酒各種大量入荷   布   400 600円

店舗PR等
焼津の磯自慢をはじめ、味で選んだ日本
名門酒会のお酒と、店主が選んだ世界中
のワインを取り揃えております。

営業時間 8:00 20:00 定休日 毎週水曜日

商品 焼津の磯自慢は全種類を取り揃えております。

紹介営業店 焼津/西小川 飲食　その他　33

店舗名 ホテルアンビア松風閣

住所 焼津市浜当目海岸通り星が丘

TEL
①054ー628ー3131
②054ー339ー9111（創作中華レストラン彩嘉専
用ダイアル）

URL www.syofukaku.com

営業時間 9時 20時 定休日

商品 （１）料亭美咲  弁当（     含 5種類 10個以上    注文     ）（２）創作中華     彩嘉  弁当（3種類）（３）洋食厨房特製
のお弁当（3種類）

その他
（１）仕出 料理 松濤 8,640円 仕出 料理 風雅 5,400円 仕出 料理 閣陽 3,240円 寿司折 3,240円（※仕出 弁当  寿司    2人前用
以上となっております）（２）彩嘉御膳『翡翠』3,500円、彩嘉御膳『珊瑚』3,000円、彩嘉御膳『真珠』2,000円（３）特選和牛静岡そだちステーキ弁当
5,500円、国産牛ステーキ弁当3,500円、ローストビーフ弁当2,000円

店舗PR等

以前 期間限定  販売           度 
お弁当の販売を常設させていただく運びとなりまし
た。種類は計11種類を準備し、ホテル松風閣の味
をご堪能いただける内容となっております。10個以
上ご注文のお客様は配達対応もさせていただきま
す。なお、お申込みに関する詳細は、当社まで事前
にご連絡のうえ、ご確認願います。何卒、宜しくお願
い致します。



紹介営業店 高洲 飲食　その他　34

店舗名 ＆Sugar＋南瓜

住所 藤枝市駅前1丁目7-27　3F

TEL 054-663-2700 URL

営業時間   12:00 24:00
月曜日 第三日曜日17:00 24:00 定休日 月曜日・第三日曜日

商品 お弁当・各種おつまみ他

その他 テイクアウト、夜は居酒屋、昼間はカフェ

店舗PR等

2000年 藤枝市          昼 
ケーキ屋、夜は居酒屋。地元で愛され続
 20年間営業     出来    今 
  経験 技術 糧  日々努力    
ます。家庭的な味をご堪能ください。

紹介営業店 高洲 飲食　その他　35

店舗名 居酒屋 松葉

住所 藤枝市駅前2丁目3-1

TEL 054-644-0714 URL http://www.matsuba-momo.net

営業時間 月 土17 00-23 00(LO．22 30)
日祝17 00-22 00(LO．21:45) 定休日 無

商品 串揚       他

その他 ﾃｲｸｱｳﾄ(事前に要予約)　・店内飲食開始(居酒屋)

店舗PR等

1990年 藤枝市駅北      大衆居酒
屋 30年間地元 人気 当店 今   経
験 技術 糧  日々努力       串
揚げは「サクサク」で大変美味ですのでご堪能く
ださい。オードブルに関しては、予算やご希望で
注文が可能です。事前にお電話にてお問い合
わせください。


