「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

静岡グルメ

1

うなぎのはら川

大井川で育った静岡うなぎと伝統のタレの調和をぜひご賞味くださ
静岡市葵区呉服町2丁目6-5
い。

054-254-5977 11：00～20：00（LO.19：30）

火曜日

静岡グルメ

2

おでん処 ききょう

居酒屋系のおでん処です。うす味で味がよくしみこんでいる静岡お
静岡市葵区常磐町1-8-7
でんです。

054-255-3454 17：30～22：00

日曜日

静岡グルメ

4

茄子の花 無庵

駿河の旬と地場野菜をワンランク上のおもてなしで饗します

静岡市葵区昭和町1-4

054-273-8855 11：30～14：00/17：00～22：00 なし

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

静岡グルメ

5

八千代寿し鐵

駿河湾朝取りの新鮮な魚を寿し料理にします。

静岡市葵区八千代町63-4

054-255-5511 11：00～14：00/16：00～22：00 水曜日

http://www.y-sushitetsu.net/

静岡グルメ

6

伝馬町 大作

美味しい駿河湾の地魚、静岡の地酒、地元の野菜を召しあがれ

静岡市葵区伝馬町1-10

054-253-1639 17：00～22：00

日曜日

静岡グルメ

7

和膳 二代

ひとつひとつ真心込めて職人が焼き上げた「極上たまごサンド」

静岡市葵区伝馬町10-10

054-330-1290 10：00～19：00

日曜日・祝日

静岡グルメ

8

レストラン浮殿

静岡県産を中心に厳選食材を季節に応じて板前が腕をふるいま
す

静岡市葵区紺屋町11-1

054-252-0131 00～21：00（日）11：30～14：30 月曜日・水曜日

静岡グルメ

9

浮月楼

徳川慶喜公屋敷跡として、明治24年創業の料亭です

静岡市葵区紺屋町11-1

054-252-0131 ～19：00

静岡グルメ

10

郷港

食通を唸らせる味で、良心的な価格で提供します。

静岡市葵区伝馬町23-8

054-266-6661 ～23：00（土）17：00～23：00

静岡グルメ

11

お好み焼き みかみ

和からしとだし粉が良くあう特製ソースの静岡風お好み焼きです。 静岡市葵区馬場町93

静岡グルメ

12

静岡浅間神社 せんげん茶屋 各種取り揃えております。

静岡グルメ

13

静岡グルメ

紹介文

店舗名

静岡茶や安倍川もちを始め、静岡浅間神社のお土産やおでん等

所在地

電

営業時間

話

定休日

（平日・土）11：30～14：30/17：
（昼）11：00～13：00（夜）17：00
（平日）11：30～14：00/17：00

なし

HPアドレス
https://sites.google.com/site/unaginoharakawa

https://fugetsuro.co.jp/ukidono/
https://fugetsuro.co.jp/

日曜日

054-251-3883 11：30～14：00/17：00～22：00 水曜日

静岡市葵区宮ケ崎町102-1

054-245-1820 9：00～16：00

不定休

http://www.shizuokasengen.net/

AOI BREWING CAFÉ

常時6種類のアオイビールと産地、栽培までこだわる静岡市初上 静岡市葵区黒金町54番地3
陸の無農薬コーヒーブランド''FARMERS PASSION''コーヒーの店。 (ASTY静岡東館)

054-270-7769 10:00～21:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/20597/

14

魚河岸 大作

旬の地魚やおいしい地酒で皆様をお迎えして30年。駅構内で魚河 静岡市葵区黒金町54番地3
岸気分が味わえます。
(ASTY静岡東館)

054-281-8700 （土日）11:00～20:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/167/

静岡グルメ

15

静岡の味 三久

静岡駅構内で静岡のおいしい食を提供し続けて40年。「その土地
で食するその地域の味を」！

054-283-7502 （土日）11：00～22：00

なし

http://san-kyu.net/

静岡グルメ

16

海ぼうずアスティ店

名物 静岡おでんをとことん楽しめるお店。入口の大鍋に誘われ、 静岡市葵区黒金町54番地3
のれんをくぐれば元気なスタッフがお出迎え！
(ASTY静岡東館)

054-202-1500 11:00～22:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/166/

静岡グルメ

17

まぐろ一筋 みやもと

清水港直送のマグロや、その日にとれた一番美味しい新鮮なお魚 静岡市葵区黒金町54番地3
を提供します。
(ASTY静岡東館)

054-291-5720 11:00～20:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/25713/

静岡グルメ

18

戸隠そば JR静岡駅店

創業以来、愛され続ける静岡の味「磯おろし」

静岡市葵区黒金町54番地3
(ASTY静岡東館)

054-201-9320 11:00～20:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/25745/

静岡グルメ

19

天ぷら酒場 ゴロー

「天ぷらをつまんで呑む」という文化を広めるべく、素材は静岡の
無農薬野菜、静岡の魚介や肉を中心に揃え、「ポテサラ」「角煮」
など馴染みのある料理もずらり。

静岡市葵区黒金町54番地3
(ASTY静岡東館)

054-260-9898 11:00～23:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/25741/

静岡グルメ

20

ヱビスバー

静岡県初出店！“ヱビスと料理のマリアージュ” をお楽しみくださ
い。

静岡市葵区黒金町54番地3
(ASTY静岡東館)

054-203-3611 11:00～20:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/25738/

静岡グルメ

21

くうのみバルしずおかばっかぁ いで季節の地酒と楽しめます。

054-292-7288 11:00～23:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/25736/

静岡市葵区黒金町54番地3
(ASTY静岡東館)

静岡県の各市場から直送された新鮮な魚介類を刺身やおばんざ 静岡市葵区黒金町54番地3

(ASTY静岡東館)
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カテゴリ

店舗No.

店舗名

紹介文

所在地

静岡グルメ

22

しずおか魚市場直営店

静岡魚市場直送の鮮度抜群の魚を使用した昼は定食、夜は居酒
静岡市葵区黒金町54番地3
屋。昼過ぎから夕方にかけて静岡名物「まぐろ」の実演販売を実
(ASTY静岡東館)
施。

静岡グルメ

23

東海軒

人気商品の幕の内弁当、鯛飯をはじめ季節限定弁当などご要望
に併せたお弁当を各種揃えています。

静岡グルメ

24

銀座ライオン

静岡グルメ

27

静岡グルメ

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

054-291-6171 11:00～20:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/25722/

054-287-7112 7:00～21:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/204/

「静岡麦酒」などこだわりの生ビールと、ビールの相性抜群な人気 静岡市葵区黒金町47番地
のビヤホールメニューをご用意。
(ASTY静岡西館)

054-273-8458 11:00～21:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/172/

しずバル

県内最大級の17タップを揃えるクラフトビールと、静岡の日本酒。 静岡市葵区黒金町47番地
極上の静岡魚介料理とプレミアムな静岡食材三昧です。
(ASTY静岡西館)

054-204-1831 11:00～23:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/17485/

28

すし・魚処 のへそ 静岡本店

独自の仕入れルートによる、こだわりの「魚」。北海道から九州。地 静岡市葵区黒金町47番地
元の沼津、清水、由比、焼津小川、御前崎などから直送。
(ASTY静岡西館)

054-260-7728 11:00～23:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/18632/

静岡グルメ

29

新田温泉黄金の里

オクシズならではの地場産品で舌鼓を鳴らしてください

054-269-2615 （食堂）11：00～16：00

月曜日

https://www.koganenoyu.com/

静岡グルメ

30

寿し幸 実宇栄

静岡の旬な地魚を中心に、おいしいお寿司とお酒と寛ぎの時間を
静岡市葵区紺屋町13-6
提供します

054-221-3888 18：00～23：00

日曜日

https://sushikou-miue.com/

静岡グルメ

31

実宇栄はなれ 鮨 福 幸司

静岡の旬な地魚を中心に、おいしいお寿司とワインと夜景を楽しん
静岡市葵区紺屋町3-1 CROSS NINE9F
で頂けます。

054-252-5100 17：30～翌2：00

月曜日

https://sushi-huku-kouji.owst.jp/

静岡グルメ

32

茶町KINZABURO

静岡茶やお茶を使ったお菓子、茶わっふる、かき氷等、イートイン
静岡市葵区土太夫町27
には11種無料茶があります。

054-252-2476 10:00～17:00 （２Ｆイートイン

水曜日

http://kinzaburo.com/

水曜日、金曜日
ランチ

https://ja-jp.facebook.com/OsteriaTiaLoca

https://www.ochanomachi-shizuokashi.jp/recommend/8004/

静岡グルメ

33

静岡市葵区黒金町47番地
(ASTY静岡西館)

静岡市葵区梅ヶ島5342-3

静岡市葵区鷹匠2丁目13-11-103

(売店）10：00～16：00

9:30～18:00、日曜日・祝日
17:00まで）
平日11:30～14:00、17:30～
054-266-5495 21:00 金・土曜日11:30～
14:00、17:30～22:00

Osteria Tialoca （オステリア ティアロカ）

静岡の食材を活かした本場イタリア料理です。

静岡市葵区黒金町 静岡駅北口地下広場しずチカ内

054-253-0030 10:00～19:00（L.O 18:30）

水曜日（祝日の
場合は翌営業
日）

静岡市葵区昭和町3-5 昭和ビル

054-253-1117 17:00～翌2:00

なし

http://izakaya-tanuki.jp/contents/NOD11/

054-252-0510 11:00～14:30、17:00～21:00

なし

http://tenbun-shizuoka.com/

静岡グルメ

34

喫茶一茶

静岡市内の約50社の茶匠が選りすぐった自慢の逸品がワンコイン
でお買い求めができます。また、喫茶ではお茶を淹れる様子が見
られます。

静岡グルメ

35

居酒屋 たぬき

オクシズの野菜類やしずまえの鮮魚を多く使った地産地消を行う
居酒屋です。

静岡グルメ

36

天文本店

桜えび天丼、桜えびのお茶漬けが人気です。ウナギ料理もござい
静岡市葵区七間町14-1
ます。

静岡グルメ

37

日本料理 うおかね

しずまえ、地場産品を中心に四季の味を提供します。

静岡市葵区馬場町33

054-252-0394 （L.O 20:00）

月曜日

http://uokane.wixsite.com/uokane

静岡グルメ

38

勇夢路 両替町店

静岡おでんや桜エビのしゅうまいなどの静岡グルメを中心として
扱っています。

静岡市葵区両替町2-7-16

054-253-5121 18:00～翌1:00

日曜日

https://akr1875103006.owst.jp/

静岡グルメ

39

勇夢路 松富店

名物の桜えびしゅうまいなどの静岡グルメを中心として扱っていま
静岡市葵区松富1-14-1
す。

054-271-1935 15:00～23:00

水曜日

静岡グルメ

40

日本酒酒場 萬惣屋

静岡の肉、野菜を使ったボリュームたっぷりの料理を提供致しま
す。

静岡市葵区両替町1-4-8

054-253-0088 11:00～14:30、17:00～23:00

日曜日

https://www.facebook.com/nihonshu.mansouya/

静岡グルメ

41

牛タンと日本酒 萬惣屋

静岡野菜の炭火焼を牛タンとともに！

静岡市葵区御幸町7-8

054-291-5497 18:00～24:00

日曜日

https://www.facebook.com/gyuutan.mansouya/

静岡グルメ

42

食彩 岩生

しずまえ鮮魚とオクシズ野菜などを使用した創作メニューの数々を
静岡市葵区常磐町1-2-1 フレンド久喜ビル1F 054-221-4561 17:00～24:00
楽しめる地域密着型の居酒屋です。

なし

https://iwao.jp

静岡グルメ

43

府中かしわで

静岡の食材を使用して職人の知識と技術をつないでゆこうがコン
セプト。ここでしか味わえないメニューが目白押し!!

なし

https://iwao.jp

11:30～14:00、17:30～21:00

静岡市葵区呉服町2-5-21 ノザレビルB1F 054-260-6330 11:00～14:00、17:00～24:00
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カテゴリ

店舗No.

静岡グルメ

44

飛八

地魚・地酒・旬な食材を使ったメニューが豊富にあります。

静岡市葵区常磐町1-5-4 パレスビル1F 054-221-5685 17:00～24:00

火曜日

静岡グルメ

45

おいちょ

地魚・地酒・旬な食材を使ったメニューが豊富にあります。

静岡市葵区常磐町2-3-11

054-275-0608 17:00～24:00

不定休

https://oicho-shizuoka.owst.jp/

静岡グルメ

46

味の店 乃だや

静岡おでんをはじめ、静岡の味で皆様を笑顔にします！

静岡市葵区七間町16-10

054-254-2919 22:45）、日曜日・祝日17:00～

水曜日

https://www.nodaya-web.com

なし

https://www.associa.com/sth/restaurant/

なし

https://www.associa.com/sth/restaurant/

月・火曜日

https://www.associa.com/sth/restaurant/

なし

https://www.associa.com/sth/restaurant/

なし

https://www.associa.com/sth/restaurant/

店舗名

紹介文

所在地

電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

月～土曜日17:00～23:30（L.O

ホテルアソシア静岡
オールデイダイニング パーゴ 静岡の食材を料理に取り入れています。
ラ
ホテルアソシア静岡
静岡の食材を料理に取り入れています。
中国料理 梨杏

静岡グルメ

47

静岡グルメ

48

静岡グルメ

49

ホテルアソシア静岡
日本料理 京都つる家

静岡グルメ

50

ホテルアソシア静岡
鉄板焼 那古亭

静岡グルメ

23:00（L.O 22:15）
11:30～14:30(L.O 14:00)、

静岡市葵区黒金町56

054-254-4460 17:30～20:00(L.O 19:00)

静岡市葵区黒金町56

054-254-4470 17:30～19:30(L.O 19:00)

静岡の食材を料理に取り入れています。

静岡市葵区黒金町56

054-271-2293 17:30～19:30(L.O 19:00)

静岡の食材を料理に取り入れています。

静岡市葵区黒金町56

054-271-2293 17:30～19:30(L.O 19:00)

51

ホテルアソシア静岡
静岡の食材を料理に取り入れています。
イタリア料理 アルポルト静岡

静岡市葵区黒金町56

054-205-8633 17:30～19:30(L.O 19:00)

静岡グルメ

52

ＮＥＯ ＴＡＢＬＡ ＺＡＰＰＡ（ネオタブラ ザッパ）

地産地消にこだわる旬の食材を提供しています。

静岡市葵区鷹匠2-15-10 山梨ビル１Ｆ 054-253-5255

静岡グルメ

286

駿河居酒屋 福助

地産地消を主に特製静岡牛もつ鍋・静岡サラダ・静岡もつ
カレー煮等。

静岡市葵区人宿町2丁目4-5

静岡グルメ

292

hug coffee両替町店

ハグコーヒーは静岡市葵区に２店舗展開。7：00～24：00まで営業
しているコーヒーショップです（現在は20：00まで）

静岡グルメ

293

hug coffee紺屋町店

静岡グルメ

294

静岡グルメ

11:30～14:30(L.O 14:00)、
11:30～14:30(L.O 14:00)、
11:30～14:30(L.O 14:00)、
11:30～14:30(L.O 14:00)、
11:30～14:00（L.O. 13:30）、
18:00～22:00（L.O. 21:00）

火曜日（その他
月に一度休業あ
り）
日・祝日、第2月
曜日

http://www.fukusuke.net/

静岡市葵区両替町1-3-9 わかさビル 054-260-7578 11:30～20:00

なし

https://hugcoffee.co/

ハグコーヒーは静岡市葵区に２店舗展開。7：00～24：00まで営業
しているコーヒーショップです（現在は20：00まで）

静岡市葵区紺屋町11-1

054-266-3418 7:00～20:00

なし

https://hugcoffee.co/

HUG HOP

HUG HOPは日本はもちろん海外のクラフトビールも楽しめるビア
スタンドです。

静岡市葵区紺屋町11-1

054-221-7373 11:30～20:00

月・火曜日

https://hugcoffee.co/

295

萬福酒家

静岡市産の野菜・鮮魚・お茶など取り入れ、本場中国人シェ
静岡市葵区常磐町1-1-3 グリフィンビル 054-272-8998 17:00～翌3:00
フが腕を振るう本格中国料理店です。

不定休

静岡グルメ

296

三日月

駿河湾の幸、山の恵みをご堪能ください。

054-253-0447 17:00～22:00

日曜日

静岡グルメ

299

ムッシュMOIZUMI

静岡の野菜や鮮魚を使ったフレンチのコース料理を提供し
静岡市葵区池ヶ谷7-5
ます。

054-247-1338 11:00～14:00 / 17:00～20:00

水曜日

http://www.m-moizumi.com/

静岡グルメ

300

ニョッキのお店PaPa

静岡の旬食材を練り込んだニョッキを提供します。

054-374-9620 11:30～14:00 / 17:30～20:30

月曜の夜と火曜日

https://www.papa-gnocchi.com/

静岡グルメ

302

蕎麦屋神楽 銭座町店

市内で栽培された香りの良い生わさびを美味しいお蕎麦と一緒に
静岡市葵区銭座町8-1
提供します。

054-246-1038

静岡グルメ

305

天神屋 瀬名川店

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市葵区瀬名川2-4-8

054-263-7980 8:00～23:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

331

談楽

ランチ営業も行っている居酒屋。名物「静岡おでん」をお試しくださ
静岡市葵区両替町2丁目6-3
い。

054-251-0039

日曜日

http://www.dan-group.com/

静岡市葵区七間町13-13

静岡市葵区神明町18-17

-3-

054-253-3288 17：00～22：30

11:00～20:00（7月から11:00～20:30） なし

（ランチ）11：00～14：00（夜）17：00～22：30

https://soba-kagura.jp/

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

静岡グルメ

333

リゾートホテル鈴桃

森の静寂に包まれながら、お食事と露天風呂が楽しめます。

静岡グルメ

340

ステーキ＆欧風料理 ルモンドふじがや

静岡市女子きら☆ブランド認定「ようこそ静岡お茶コース」しずまえ
静岡市葵区昭和町6-1
魚・静岡牛有

店舗名

紹介文

所在地
静岡市葵区足久保奥組1188

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

054-296-4531 11：00～21：00

定休日

HPアドレス

不定休

http://resort-rindou.jp/

月曜・月1回日曜

http://www.lemondefujigaya.com/

【ランチ】11：30～14：00(ラストオー

054-251-0066 ダー13：30）【ディナー】17：30～
22：00（ラストオーダー21：00）

静岡グルメ

343

居酒屋 ひょうたんや

創業27年の老舗居酒屋。静岡の味が楽しめる！！

静岡市葵区呉服町2-5-21

054-251-3267 17：00～翌3：00

なし

https://www.hotpepper.jp/strJ000024457/

静岡グルメ

344

居酒屋 ちゃっきりや

昼すぎ14：00から営業しているご当地酒場。静岡名物、地酒多数
あり。

静岡市葵区御幸町7-11

054-251-1773 14：00～24：00

なし

https://www.hotpepper.jp/strJ000796517/

静岡グルメ

345

居酒屋 あおいヤ

しぞ～かグルメが満載の個室居酒屋。

静岡市葵区紺屋町12-5 カプチーノビル1F 054-272-3602 15：00～翌1：00

なし

https://www.hotpepper.jp/strJ001017499/

静岡グルメ

359

炉端すし あるよ

静岡市葵区追手町1-19
静岡産の野菜、肉、鮮魚及び静岡ならではのご当地料理を提供す

11：30～23：30（14：00～17：00は途中休憩）

日曜日

http://www.sakura-pl-co.jp/

静岡グルメ

370

らーめん一空

静岡といえばマグロ！本マグロ丼とラーメン必食です！！

070-5256-1421

（ランチ）11：00～14：00（夜）18：00～24：00

不定休

静岡グルメ

371

府中蕎麦 一九

静岡の食材を使った美味しいお蕎麦をどうぞ。定休日には蕎麦打
静岡市葵区人宿町二丁目5-１
ち体験も実施中！２～６名様からご予約可能です。

054-204-1928

（ランチ）11：00～14：30（夜）17：00～20：30

月曜午後（祝日は営業）
火曜日（祝日の場合は水
曜日）

http://soba19.com/index.html

静岡グルメ

372

青葉おでん街「浪漫」

絶品おでんと濃厚な静岡割りに舌鼓。全品価格行事の安心店です。 静岡市葵区常磐町2丁目3-6

054-255-1086 16：30～24：30

水曜日、第3木曜日

https://odenroman.com/

静岡グルメ

374

天神屋 NEOPASA静岡下り店 静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市葵区飯間1258

054-295-9018 6:00～22:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

375

天神屋 NEOPASA静岡上り店 静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市葵区小瀬戸1544－3

054-295-9012 6:00～22:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

376

ひので

昔ながらの静岡おでんを堪能いただけます！

静岡市葵区常磐町2丁目3-6

090-7469-0100 16：30～24：00

水曜日

静岡グルメ

53

一松園

東海道丸子宿名物とろろ汁を是非味わいに来て下さい！

静岡市駿河区丸子7-11-5

054-259-5454 11：00～19：00

火曜日

静岡グルメ

54

とろろ汁の丁子屋

こだわりの静岡県産の自然薯専門のとろろ汁店です。

静岡市駿河区丸子7-10-10

054-258-1066 11：00～15：00

木曜・
最終水曜日

https://www.chojiya.info/

静岡グルメ

55

レストラン駿河

国産、県内産の食材を中心に使った料理を提供します！

静岡市駿河区曲金3丁目1-10

054-286-3177 11：00～14：00

なし（6月中は土
日休み）

http://www.surugarest.co.jp/

静岡グルメ

56

鳥幸 富士見台店

鳥、鴨、磯料理や有名地酒をお手頃な価格で楽しめます。

静岡市駿河区富士見台1丁目1-25

054-281-1770 17：00～24：00

月曜日

http://tori-kou.com/index2.html

静岡グルメ

57

鳥幸 さつき町店

鳥、鴨、磯料理や有名地酒をお手頃な価格で楽しめます。

静岡市駿河区さつき町6-10

054-289-5630 17：00～24：00

月曜日

http://tori-kou.com/index2.html

静岡グルメ

58

蕎麦処きしがみ

東海道の丸子宿と岡部宿の中間にある、手打ち蕎麦のお店です。 静岡市駿河区宇津ノ谷232-2

月曜日、
第1・3火曜日

https://www.kisigami.com/

静岡グルメ

59

MILK BAR

用宗漁港前のオージースタイルカジュアルバーです

静岡市駿河区用宗2-17-2
みなと横丁

静岡グルメ

60

待月楼

街道名物とろろ汁と懐石料理で、静岡の山海の幸をご堪能くださ
い。

静岡市駿河区丸子3305

天松追手町ビル地下1F

静岡市葵区紺屋町5-12

-4-

054-291-7778

（平日）11：00～14：00

054-258-5664 （土日祝）11：00～15：00
なし

（平日）18：00～24：00（土日）
火曜日、不定休
11：00～14：00/18：00～24：00

054-259-0181 11:00～14:00、17:00～21:00

火曜日

https://www.milkbar.jp/
http://www.taigetsuro.jp/

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

静岡グルメ

61

健康居酒屋 しぞ～か魚to畑 本店 地魚と地元野菜を使用、自家農園の有機野菜を。

静岡市駿河区南町13-3 TKビルB1F

054-283-8680 17:00～22:00

日曜日、祝日

https://sakana-to-hatake.com/

静岡グルメ

62

健康居酒屋 しぞ～か魚to畑 駅南銀座店

地魚と地元野菜を使用、自家農園の有機野菜を。

静岡市駿河区南町5-23 CAMDENst.1F-B

090-9123-0397 18:00～22:00

日曜日、祝日

https://shizuoka-sakanatohatake.owst.jp/

静岡グルメ

63

レストラン セラヴィ

静岡で一番お野菜を食べられるフレンチです！

静岡市駿河区馬渕4-10-6

054-287-8115 18:00～22:00（L.O 20:30）

水曜日、第3火曜
日

静岡グルメ

298

海ぼうず本店

静岡おでんや静岡グルメ、炭火串焼が楽しめる居酒屋です。

静岡市駿河区南町6-11

054-280-5511 15：00～23：00

なし

http://www.shouetsu.co.jp/umibouzu_honten/

静岡グルメ

301

富久屋

自家製甘辛ダレをかけた桜えびかき揚げ丼が人気です。

静岡市駿河区根古屋33

054-237-5939 11:00～16:00

月～金（土日のみ営業）

http://www4.tokai.or.jp/fukuya/

静岡グルメ

303

蕎麦屋神楽 インター店

市内で栽培された香りの良い生わさびを美味しいお蕎麦と一緒に
静岡市駿河区中野新田262-2
提供します。

054-288-5752

11:00～20:00（7月から11:00～20:30） なし

https://soba-kagura.jp/

静岡グルメ

304

蕎麦屋神楽 登呂店

市内で栽培された香りの良い生わさびを美味しいお蕎麦と一緒に
静岡市駿河区南八幡町23-15
提供します。

054-266-9553

11:00～20:00（7月から11:00～20:30） なし

https://soba-kagura.jp/

静岡グルメ

306

天神屋 曲金店

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市駿河区曲金5-1-1

054-286-0647 6:00～23:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

307

天神屋 東新田店

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市駿河区東新田1-11-1

054-259-5177 8:00～20:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

329

レストランAoki

静岡市内の食材を中心に、化学調味料を使わず、調理師自ら市
場で新鮮な食材を仕入れて調理しています。

静岡市駿河区泉町1-27

054-285-0733 11:30～14:00 / 17:00～22:00

月曜日

https://restaurantaoki-shizuoka.owst.jp/

静岡グルメ

330

きゃべつ

ランチ営業も行っている居酒屋。静岡名物「わさびのつんつん漬
け」「モツのカレー煮込み」等、静岡グルメございます。

静岡市駿河区曲金6丁目1-54
静岡ホテル「時之栖」1階レストラン

054-282-8200

日曜日

http://www.dan-group.com/

静岡グルメ

353

ホテルセンチュリー静岡 THE TABLE

県産山葵やいきいき鶏などを使用し、和洋中の料理とスイーツが
楽しめます。

静岡市駿河区南町18-1

054-289-6410 11：30～14：30/17：30～20：30 営業日HP参照

https://www.centuryshizuoka.co.jp/

静岡グルメ

354

ホテルセンチュリー静岡 鉄板焼 けやき

「静岡そだち」や厳選素材を活かしたこだわりの鉄板焼きをお楽し
静岡市駿河区南町18-1
みください。

054-289-6413 17：30～20：30（19：30 L.O.）

営業日HP参照

https://www.centuryshizuoka.co.jp/

静岡グルメ

361

ホテルセンチュリー静岡 富翠珠

（ランチ）11：30～14：00（夜）17：30～20：00

営業日HP参照

https://www.centuryshizuoka.co.jp/

静岡グルメ

362

（ランチ）11：30～14：00（夜）17：30～20：00

営業日HP参照

https://www.centuryshizuoka.co.jp/

静岡グルメ

357

11：00～23：00（14：00～17：00は途中休憩）

月曜日

http://www.sakura-pl-co.jp/

静岡グルメ

358

静岡おいしんぼ処 しずおかばっかぁ

静岡産の野菜、肉、鮮魚及び静岡ならではのご当地料理を
静岡市駿河区南町5-26 クオリテサイモ1F 054-266-7888
提供する静岡料理専門店

11：30～0：00（14：00～17：00は途中休憩）

日曜日

http://www.sakura-pl-co.jp/

静岡グルメ

368

待月楼

街道名物とろろ汁と懐石料理で、静岡の山海の幸をご堪能くださ
い。

静岡市駿河区丸子3305

054-259-0181

昼食11：00～14：00（L.O.)／夕食17：00～19：30（L.O.)

火曜日

http://taigetsuro.jp/

静岡グルメ

373

静岡競輪場 売店 浜松屋

静岡おでんご賞味ください。

静岡市駿河区小鹿2-9-1

054-282-8546 10：15～15：00

競輪場に準ずる

静岡グルメ

64

あおぞら

桜えび定食￥1,400 おみやげに桜えびごはんの素、由比缶詰の
ツナ缶

静岡市清水区由比今宿195-1

054-375-2411 10：30～19：00

月曜日

紹介文

店舗名

所在地

電

話

11:30～14:00（L.O 13:30）、

「ふじのくに いきいき鶏」や県産牛、静岡産香菜など静岡食
静岡市駿河区南町18-1
054-289-6411
材を使用したこだわりの中国料理をご用意しております。
駿河湾産の鮮魚を使用した御造里や和牛静岡そだちなど
ホテルセンチュリー静岡 花凛 の静岡食材を彩り鮮やかな本格解析んいてお楽しみいただ 静岡市駿河区南町18-1
054-289-6412
きます。
静前鮮魚、静岡野菜、静岡ならではのご当地料理を提供す
静岡市駿河区南町1-2 小泉ビル1F 054-266-5888
すし処魚のへそ 静岡駅南店
る寿司居酒屋です。

-5-

営業時間

（ランチ）11：30～14：00（夜）17：00～22：00

定休日

HPアドレス

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

静岡グルメ

65

いちまる水産まぐろ屋

まぐろを中心としたメニューと桜えびのかき揚げ、シラス丼が人気
です。

静岡市清水区三保1299－4

054-335-6628 10：00～15：30（LO15：00）

静岡グルメ

66

草薙 茄兵衛

静岡の地物をカジュアルに家族で楽しんで頂けます

静岡市清水区草薙1-26-1

054-348-8788 11：30～14：00/17：30～22：00 なし

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

静岡グルメ

67

味楽亭 はしもと

旬の食材でおもてなし

静岡市清水区真砂町6-23

054-366-5867 17：00～10：00

日曜日

https://localplace.jp/t200353588/

静岡グルメ

68

袖師 寿し鐵

当店は地元食材をメインにお寿司だけではなく各種御料理も楽し
めます。

静岡市清水区袖師町517-1

054-365-5233 11:30～13:30、 17:00～

水曜日、第４木曜
日

http://sushitetsu.jp

静岡グルメ

69

居酒屋ぽれぽれ

地元清水の魚を使った料理を提供します。

静岡市清水区真砂町6-4 1F

054-364-6670 までの時短営業)

日曜日

https://www.facebook.com/polepoleshimizu

静岡グルメ

70

清水うなぎ割烹 川京

暑い夏は当店のうなぎで乗りきりましょう！

静岡市清水区平川地3-20

054-345-5730 11:00～20:00

月曜日（祝日の
場合翌平日）

https://kawakyou.gorp.jp

静岡グルメ

71

居酒屋 魚魚六

静岡・清水の名物などの料理も提供します。

静岡市清水区高橋4-10-7

054-366-2041 17:30～24:00（L.O 23:00）

日曜日

静岡グルメ

72

芳川

静岡産鰻や野菜を使用!!個室で庭を見ながらゆったりお食事を。

静岡市清水区上原1丁目2-20

054-345-7522 10:00～22:00（入店20:00まで） 火曜日

静岡グルメ

73

河岸分店

地産地消のメニュー心掛けています。

静岡市清水区相生町1-3

054-352-8825 17:00～22:00

日曜日

静岡グルメ

74

酒菜屋IKEGAMI

地元の食材を使った物をメインに、多くの料理をご用意していま
す。

静岡市清水区草薙2-2-3

054-345-1115 17:00～22:00

月曜日

https://instagram.com/shusaiya_ikegami?igshid=whrb1mii1f1l

静岡グルメ

75

海鮮酒場浜ちゃん

浜焼きと地酒が楽しめる海鮮居酒屋です。

静岡市清水区草薙1-8-16-マルゴビル1F

054-345-1686 17:00～23:00

日曜日

https://hamatyan.owst.jp/

静岡グルメ

76

桜えび料理 開花亭

駿河湾・由比漁港の桜えび、しらす、魚介類を提供しています。

静岡市清水区由比町屋原608

054-375-3055 11:15～14:30、 17:00～19:00

不定休

http://www.sakuraebi.jp

静岡グルメ

77

志乃ぶ鮨

しずまえ魚貝類をご賞味ください。

静岡市清水区渋川2-2-12

054-347-3383 11:30～14:00、17:00～21:00

火曜日、第3水曜
日

https://www.shimizu-port.com/entry/shinobusushi

静岡グルメ

78

居酒屋 まる両

お刺身や漁師直送生しらす、地酒もそろえてお待ちしています。

静岡市清水区真砂町15-3

054-364-2733 16:00～22:00

日曜日、祝日

静岡グルメ

79

日本平ホテル オールデイダイニング ザ・テラス

富士山を望む雄大な景色と最高の料理をお楽しみください。

静岡市清水区馬走1500-2

054-335-1157 制）、17:30～21:00

なし

https://www.ndhl.jp/restaurant

静岡グルメ

80

日本平ホテル 日本料理 富貴庵・寿司処

静岡の食材と旬の素材を中心としたお料理をご用意しております。 静岡市清水区馬走1500-2

054-335-1155 11:30～14:30、17:30～

なし

https://www.ndhl.jp/restaurant

静岡グルメ

81

日本平ホテル アッパーラウンジ

富士山、駿河湾の眺望とともにランチタイムからカクテルタイムま
でをお過ごしください。

静岡市清水区馬走1500-2

054-335-1162 11:30～22:00（L.O)

なし

https://www.ndhl.jp/restaurant

静岡グルメ

82

日本平ホテル テラスラウンジ ゾート日本平にふさわしい開放感あふれるテラスラウンジです。

静岡市清水区馬走1500-2

054-335-1157 10:00～19:00(L.O)

なし

https://www.ndhl.jp/restaurant

静岡グルメ

83

旬菜旬魚 八十八

地物の魚や野菜、豚肉はお茶を飲ませ育てたＴＥＡ豚を使
用。由比の桜エビのかき揚げもあります。

静岡市清水区相生町3-22 パル新清水ビル１Ｆ

054-352-6749 土・日17:30～22:30

不定休

静岡グルメ

291

のみくいや呑

清水カレーモツ、しずまえ鮮魚、清水ならではのイルカのタレ、黒
はんぺんフライ等でお待ちしています。

静岡市清水区島崎町5-25

054-353-8282 17:00～23:00

月曜日

紹介文

店舗名

雄大な景色をほしいままにする圧巻のパノラマビュー。アーバンリ

所在地

-6-

電

話

営業時間

17:00～23:00 (当面の間22:00

11:30～/13:10～（90分２部

月～金17:30～22:00、

定休日
火曜日

HPアドレス

https://miho-ichimaru.jp/

http://www.kappouyoshikawa.net

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

静岡グルメ

297

大衆割烹 大武

リーズナブルな料金で食事ができる家庭的なお店です。

静岡グルメ

308

天神屋 大坪店

静岡グルメ

309

静岡グルメ

店舗名

紹介文

所在地
静岡市清水区西高町11-4

（2020年9月24日更新）
電

営業時間

話

定休日

HPアドレス

054-353-5528 17:00～23:00

月曜日

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市清水区大坪2-1-18

054-346-9605 9:00～20:00

なし

https://tenjinya.com/

天神屋 船越店

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市清水区木の下町278

054-353-0081 9:00～20:00

なし

https://tenjinya.com/

310

天神屋 押切店

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市清水区押切583-2

054-347-0205 9:00～19:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

311

天神屋 清水駅前店

静岡おでんを店頭のお鍋でも、お土産にレトルトでも味わえます。 静岡市清水区真砂町3-14

054-367-1669 9:00～20:00

なし

https://tenjinya.com/

静岡グルメ

334

レストラン カプリコーン

清水もつカレー、黒はんぺん、静岡割を提供します。

日・月は朝食のみ営業

http://www.shimizu-city-hotel.com/

（朝食）7：00～10：00（昼食）

静岡市清水区真砂町2-2

054-366-2246 11：00～14：00（夕食）18：00～
21：00
（平日）11：00～13：00/17：30

静岡グルメ

338

欧風居酒屋 YOU・遊

静岡自慢のおいしいまぐろ料理を提供します！

静岡市清水区巴町12-5 三浦ビル1F

054-354-1655 ～22：00（土）17：30～22：00

静岡グルメ

341

食道楽

国産うな重、えびと旬野菜の天ぷら等と銘酒、貴重なお時間を是
非当店でいかがでしょうか。

静岡市清水区江尻町3-13

054-366-2226 （夜）17：00～22：00

静岡グルメ

337

餃子屋栗田 移動販売車

清水名物、もつカレー、もつカレー丼、駿河湾産桜えび使用 桜え
び餃子、静岡イチゴ使用、イチゴスムージー

移動販売車

090-1417-5763 10：00～16：00※日曜営業

静岡グルメ

349

吉野寿司 高部店

毎日市場で仕入れた新鮮なネタと豊富な1品料理があります。

静岡市清水区大内新田13-5

054-344-2511 11：30～14：00/17：00～22：00

月曜日・第2・4火曜日

静岡グルメ

367

ホテルクエスト清水レストラン『Quomo』

地元食材をふんだんに使った静岡イタリアンです

静岡市清水区真砂町3-27

054-366-8783

火曜日

https://hotelquest.co.jp/

静岡みやげ

84

葵煎餅本家

創業1869年伝統の味を守り続ける静岡のせんべい店、ご賞味あ
れ！

静岡市葵区馬場町20

054-252-6260 9：00～19：00（水曜～17：30）

なし

http://www.aoisenbei.com/

静岡みやげ

85

雅正庵 千代田本店

静岡市製茶問屋直営店。静岡茶や抹茶を使ったお菓子を販売し
ております。

静岡市葵区千代田7丁目1-47

054-267-3008 10：00～19：00

1/1のみ

http://www.oyaizu.co.jp/gashoan/

静岡みやげ

86

小山園 本店

静岡茶を中心とした日本茶の専門店です。おいしいお
静岡市葵区呉服町2丁目8-18
茶が揃っています。

054-272-4612 （水曜10：00～18：00）

なし

http://www.koyamaen.co.jp/

静岡みやげ

87

松柏堂本店

安倍川もち工場直売の割引価格です。

054-252-0095 10：00～18：00

水曜日

静岡みやげ

89

駿府楽市

アスティ静岡内に店舗を構え、静岡ならではの伝統工芸品や特産 静岡市葵区黒金町47番地
品を一堂に集めたお店です。
(ASTY静岡西館)

054-251-1147 10:00～20:00

1/1のみ

https://www.sunpurakuichi.co.jp/rakuichi/

静岡みやげ

90

ナッティーズ

「毎日にステキを！」をコンセプトに、日常に取り入れやすい雑貨を 静岡市葵区黒金町47番地
提案するライフスタイルショップ。
(ASTY静岡西館)

054-266-3899 11:00～19:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/6332/

静岡みやげ

91

グランドキヨスク

静岡おみやプロジェクトで開発された商品のほか、静岡市を代表
するお土産を取り揃え、皆様ををお迎えします。

054-287-6113 7:00～21:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/199/

静岡みやげ

92

ブルーシャトン

焼き菓子とケーキの専門店。フランス伝統菓子のクグロフからフィ
静岡市葵区黒金町47番地
ナンシェ、マドレーヌなど定番の焼き菓子、こだわりぬいたケーキ
(ASTY静岡西館)
をご用意しております。

054-291-5776 11:00～20:00

なし

https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/shopdata/26558/

静岡みやげ

93

葵煎餅本家 パルシェ食彩館店

創業1869年伝統の味を守り続ける静岡のせんべい店、ご賞味あ
れ！

054-255-8691 9：30～21：00

なし

http://www.aoisenbei.com/

静岡市葵区鷹匠2-3-7

静岡市葵区黒金町47番地
(ASTY静岡西館)

静岡市葵区黒金町49
（パルシェ食彩館内）

-7-

（昼）11：30～13：30※要予約

（ランチ）11：30～13：30（夜）18：00～21：00

10：00～19：00

火・日曜日
不定休

http://www5a.biglobe.ne.jp/~fugu/

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

静岡みやげ

94

竹茗堂茶店 本店

当店は、230余年の間、静岡最古の伝統ある茶小売業としてご愛
顧をいただいております。

静岡みやげ

95

白形博四郎商店

静岡みやげ

96

タケザワセレクトショップ

静岡みやげ

97

静岡みやげ

紹介文

店舗名

所在地

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

054-254-8888 10:00～19:00

なし

http://chikumei.com/

創業大正12年の製茶問屋。日本茶、抹茶、紅茶、お茶漬、茶ノ実
静岡市葵区神明町96-1
畑など商品が豊富です。

0120-17-1046 9:00～17:30

土・日曜日、祝日

https://www.shirakata.co.jp

お茶とスイーツのお店です。

静岡市葵区北番町61-2

054-271-3355 9:00～17:00

土・日曜日、祝日

www.takezawa-seicha.co.jp/

小島茶店

徳川家康公ゆかりの本山茶をはじめ静岡県内のお茶を取り揃え
ております。

静岡市葵区錦町19

054-335-1237 ８:00～19:00

土・日曜日

http://www.e-cha.jp/

98

ｃｈａｇａmａ

煎茶エスプレッソ＆常時70種類以上のお茶を楽しめる日本茶専門
静岡市葵区鷹匠2丁目10-7
店です。

054-260-4775 10:00～19:00

月曜日

www.ochanet.com

静岡みやげ

99

株式会社マルヒデ岩崎製茶

お茶の町しずおかよりオイシイ、ウレシイ、タノシイお茶を皆様にお
静岡市葵区北番町40-21
届けします。

054-271-1010 9:00～17:00

水・日曜日、祝日

maruhideiwazaki.wixsite.com/site

静岡みやげ

100

有限会社 藁科銘茶杉山園

静岡の特徴ある産地茶を試飲販売しています。

054-253-0620 9:00～19:00

日曜日

http://sugiyamaen.com/

054-252-2783 9:00～17:00

土・日曜日

https://www.kanohchaya.com/

054-245-9260 10:00～20:00

火曜日

http://nagashimasaketen.com/

054-277-9133 8：00～16：00

年末年始・盆

https://shinmaji.com/

静岡市葵区呉服町2丁目4-3

静岡市葵区鷹匠１丁目3-1

静岡みやげ

312

叶茶屋（かのうちゃや）

静岡浅間神社七社のご神聴をイメージしたお茶「静岡浅間七社巡
り」を販売中。すろーかるで紹介されたお茶の節分けと飲み比べも 静岡市葵区錦町9
人気です。（要予約）

静岡みやげ

313

長島酒店

静岡の地酒がほとんど揃っています！

静岡みやげ

347

しんま路

地元農家直送四季折々の旬野菜を販売している野菜直売所です 静岡市葵区新間1085-3

静岡みやげ

348

青物市場 Table

採れたて新鮮野菜を買える駅近の直売所

静岡市葵区鷹匠2-4-27 グレース鷹匠1F

054-270-9272 10：30～17：00

日曜日

https://aomono-table.com/

静岡みやげ

356

民宿ふるさと

井川で採れたお茶、干ししいたけあります

静岡市葵区田代678

054-260-2858

不定休

http://www2.odn.ne.jp/~cfk15620/

静岡みやげ

365

静岡駅ビル パルシェ 食彩館

静岡駅直結！パルシェ食彩館は静岡ならではのおみやげ・食材を
静岡市葵区黒金町49番地
種類豊富に取り揃えております。

054-255-1081 9：30～20：00（一部店舗を除く） なし

https://www.parche.co.jp/

静岡みやげ

366

田丸屋本店

静岡市産のわさびを使ったわさび漬けや、わさびソフトクリーム等
静岡市葵区紺屋町6-7
販売しております。

054-254-1684 10：00～19：00

http://tamaruya.co.jp/

静岡みやげ

372

WINE LIQUOR SIESTA
（ワイン・リカ―・シエスタ）

「磯自慢」「臥竜梅」など静岡を代表する日本酒やお茶を多数ご用
静岡市葵区柚木1026 MARK IS 静岡1F 054-297-3437 10：00～21：00
意しております。

静岡みやげ

374

うつろぎ

有東木産100％のお茶と山葵、手打ちそばを提供します。

静岡市葵区有東木280-1

054-298-2900

静岡みやげ

101

おやいづ製茶 本店

静岡市製茶問屋直営店。静岡茶や抹茶を使ったお菓子を販売し
ております。

静岡市駿河区向敷地1198-1

054-259-6786 （日曜・祝日）10：00～17：30

1/1のみ

http://www.oyaizu.co.jp/gashoan/

静岡みやげ

102

ステップインたまるや

工場見学（わさびの辛味体験室あり）

静岡市駿河区下川原5-34-20

054-256-1188 9:00～19：00

1/1のみ

http://tamaruya.co.jp/

静岡みやげ

103

こっこ庵

こっこ、安倍川もちやお茶、静岡なじみの商品を取り揃
静岡市駿河区中原696-1
えています。期間限定ガンダムこっこも好評発売中！

054-281-9335 10：00～17：00

水曜日

http://shop-cocco.jp/

静岡みやげ

325

ホテルセンチュリー静岡
THE TABLE

静岡産抹茶と黒豆をふんだんに使用したホテル特製のパウンド
ケーキです。

0524-284-0111 7:00～22：00

なし

https://all-day-dining-the-table.gorp.jp/

静岡市葵区竜南一丁目12-7

静岡市駿河区南町18-1

-8-

（平日）10：00～15：00（土、日、祝）9：00～16：00

（平日・土曜）8：30～17：30

１月１日のみ
施設に準ずる
月曜日、第3火曜日

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

静岡みやげ

104

三保の松原 いちまる

静岡のお茶・お菓子・海産物を取り扱っております。

静岡市清水区三保1293-1

054-335-6628 8：30～16：30（変更あり）

なし

静岡みやげ

105

株式会社ミホミ 一ふじ店

世界遺産の三保松原にて「ガンダムこっこ」販売中！

静岡市清水区三保1338-41

054-334-0546 8：00～17：00

月～金曜日

静岡みやげ

106

雅正庵 ベイドリーム清水店

静岡市製茶問屋直営店。静岡茶や抹茶を使ったお菓子を販売し
ております。

静岡市清水区駒越北町8-1
（ベイドリーム清水内）

054-368-7380 10：00～20：00

ベイドリーム清水
の定休日

http://www.oyaizu.co.jp/gashoan/

静岡みやげ

107

日本平 月日星

日本平夢テラスまで3分、ランチと静岡みやげ名物「お茶たい焼」

静岡市清水区村松4047-1

054-334-1485 9：00～17：00

不定休

http://nihondairashimizuya.jp/

静岡みやげ

108

川根茶専門店 梅芳園

特選級の川根茶、急須等取り扱い予約にて上質茶の淹れ方教室
静岡市清水区三光町6-35 1F
も

054-351-0055 9:00～16：00

不定休

https://baihoen.com/

静岡みやげ

109

静岡市東海道広重美術館
ミュージアムショップ

東海道の浮世絵関連グッズを豊富に取り揃えております！

静岡市清水区由比297-１

054-375-4454 9:00～16：30

月曜日※祝日の
場合、翌平日

https://tokaido-hiroshige.jp/

静岡みやげ

110

カネイ水産

創業大正元年 清水のひもの製造元老舗。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-8510 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page21/

静岡みやげ

111

みやもと

清水港のおいしいマグロを販売いたします。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-9141 9：30～17：30

水曜日

http://www.kasinoichi.com/miyamoto/

静岡みやげ

112

丸兼水産

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-353-1761 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page19/

静岡みやげ

113

サスナデリコム

当店〈丸兼水産〉はまぐろを専門に扱うお店です。刺身用だけでな
く 塩焼き・照焼・ムニエル・フライ用の、まぐろのさまざまな部位を
取り揃えております。
サスナデリコム唯一の直営店であり、天津甘栗、笑笑栗、冷凍た
い焼き・今川焼きなどの自社ブランド主力商品をはじめ、様々な食
材を扱っております。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-2323 9：30～17：30

水曜日

http://www.sasna.co.jp/

静岡みやげ

114

のっけ家

本社がまぐろ問屋なので焼津港直送のまぐろをお安くご提供でき
るのが何よりの強みです。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-355-5077 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page17/

静岡みやげ

115

海里

清水の魚河岸で代々仲買人を営み、近年全国の高級魚、めずら
静岡市清水区島崎町149番地
しい魚、 地魚はもとより安いだけではなく(良い物は、良い)とうなら
（清水河岸の市 いちば館）
せる魚を取りあつかいたいと思っています。

054-355-3615 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page16/

静岡みやげ

116

干物工場直売 ふかくら

明治40年頃より駿河湾の恵みを食べ易いかたちに加工し、皆様に 静岡市清水区島崎町149番地
お届けしてきました。
（清水河岸の市 いちば館）

054-353-6811 9：30～17：30

水曜日

http://www.fukakura.co.jp/

静岡みやげ

117

魚萬

どうぞ豊富に取り揃えました『みかみ真剣勝負の味わい』清水だか 静岡市清水区島崎町149番地
らこそお届けできる駿河の名産を存分に堪能して下さいませ。
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-8005 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page14/

静岡みやげ

118

魚総菜 ふかくら

お魚の煮つけ、焼き物、揚げ物、お寿司などを販売しております。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-8177 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page15/

静岡みやげ

119

鰹工房

昔家で鰹節を削っていた時のような、風味の濃い美味しい削り節
を削るため、鰹節削り機の開発から行っている「清水港の削り節
屋 鰹工房」の直販店舗です。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-8355 9：30～17：30

水曜日

http://www.katsuokoubou.com

静岡みやげ

120

GYOSAI魚彩

新鮮な魚を日々精進し努力しております。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-355-5031 9：30～17：30

水曜日

gyosai.kashinoichi（インスタグラム）

静岡みやげ

121

静岡市水産物商業協同組合

お客さまに喜んでいただけるように魚屋ならではのこだわりをもっ 静岡市清水区島崎町149番地
て旬の物を取り揃えています。
（清水河岸の市 いちば館）

054-353-2500 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page10/

静岡みやげ

122

とうふや上野

駿河湾でとれた、おいしいお魚とあわせて、ぜひ、できたてのお豆
静岡市清水区島崎町149番地
腐も食べていただきたいと思い、とうふや上野では毎朝できたてア
（清水河岸の市 いちば館）
ツアツの手造り豆腐が店頭に並んでいます。

054-353-5885 9：30～17：30

水曜日

http://www.shiraho102.com/

静岡みやげ

123

みかみ

どうぞ豊富に取り揃えました『みかみ真剣勝負の味わい』清水だか 静岡市清水区島崎町149番地
らこそお届けできる『駿河の名産』を存分に堪能して下さいませ。 （清水河岸の市 いちば館）

054-353-7722 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page05/

店舗名

紹介文

所在地

-9-

電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

https://miho-ichimaru.jp/

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

静岡みやげ

124

青果てらい

河岸の市で唯一の青果店です。地元で収穫される旬の野菜や果
物を中心に販売しております。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-353-7618 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page04/

静岡みやげ

125

魚久

初めて静岡に来られた方達にも本当においしいおみやげを持って 静岡市清水区島崎町149番地
帰っていただけると思います。
（清水河岸の市 いちば館）

054-353-6866 9：30～17：30

水曜日

http://shimizuuokyu.jp/

静岡みやげ

126

マルイチ

お客様との会話を楽しみつつ、もっとおいしく・もっと安く を目指し 静岡市清水区島崎町149番地
てます。
（清水河岸の市 いちば館）

054-355-5566 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page01/

静岡みやげ

127

ゆい桜えび館

観光バスも立ち寄る大型観光施設です。由比特産の桜えびと削り
静岡市清水区由比672-1
節が有名です。

054-375-2448 9:00～16:30

年始

https://www.kakusa.co.jp

静岡みやげ

128

竹茗堂茶店 清水店

当店は、231余年の間、静岡最古の伝統ある茶小売業としてご愛
顧をいただいております。

静岡市清水区銀座8-18

054-366-2530 10:00～19:00

なし

http://chikumei.com/

静岡みやげ

129

日本平ホテル SHOP

静岡市の各種お土産揃えています。

静岡市清水区馬走1500-2

054-355-1237 8:00～17:00

なし

静岡みやげ

130

日本平ホテル セレクトショップ 静岡市の各種お土産揃えています。

静岡市清水区馬走1500-2

静岡みやげ

131

トクナガコーヒー（本店）

創業70年コーヒー専門店。富士山溶岩で焙煎したコーヒーを販売
静岡市清水区辻4丁目8-20
しています。

054-366-6395 10:00～19:00

月曜日

http://www.tokunagacoffee.com/

静岡みやげ

132

トクナガコーヒー（支店）

創業70年コーヒー専門店。富士山溶岩で焙煎したコーヒーを販売
静岡市清水区北矢部町1丁目14-12
しています。

054-351-2388 10:00～19:00

無休

http://www.tokunagacoffee.com/

静岡みやげ

314

静岡市三保松原文化創造セン
ター「みほしるべ」ミュージアム
ショップ

世界でここだけ・三保松原限定商品やクリエイターコラボグッズを
ご用意！

054-354-3360

10：00～20：00※店舗によって異なる

なし

https://www.dream-plaza.co.jp/

（平日）8：30～18：00（土）9：00～16：00

日曜・祝日

http://www.cha-nakamura.jp/

店舗名

紹介文

所在地

静岡市清水区三保1338-45

電

話

-

054-340-2100

営業時間

9:30～17:00

定休日

HPアドレス

なし

9:00～16:30(6月中は土日のみ営業) なし

https://otono.site/mihomuseumshop/

静岡みやげ

327

エスパルスドリームプラザ

静岡みやげやしずまえ鮮魚等各種取り揃えています。エスパルス
ドリームプラザ館内48店舗で使用できます。（※一部店舗除く：
静岡市清水区入船町13-15
MOVIX清水、アミュージアム、ユニクロ、JACK、ABC-MART、プラ

静岡みやげ

328

株式会社中村米作商店

静岡茶とミニ茶箱のギフトが人気のお茶専門店。茶箱は米びつや
静岡市清水区西久保531
インテリアとしても。

054-366-0501

静岡みやげ

336

静鉄リテイリング 日本平店

久能山東照宮参拝記念の土産や、静岡特産のお菓子を取り揃え
静岡市清水区草薙597-8
ています。

054-334-2828 9：30～17：00

なし

http://shizutetsu-retailing.com/

静岡みやげ

350

追分羊羹 本店

もっちりとしてあっさりした甘みの蒸し羊かん東海道300年の味

静岡市清水区追分2丁目13-21

054-366-3257 8：30～16：30

日曜日

http://www.oiwakeyokan.com/

静岡みやげ

351

追分羊羹 大曲店

もっちりとしてあっさりした甘みの蒸し羊かん東海道300年の味

静岡市清水区入江3丁目10-29

054-371-0300 8：30～16：30

日曜日

http://www.oiwakeyokan.com/

静岡みやげ

360

次郎長屋

店頭で削る鰹節は、出汁を取ってもご飯にかけても絶品です 静岡市清水区真砂町4-9

054-367-0557 10：00～18：00

水曜日

https://www.jirochoya.com/

080-2610-6572 9:00～19：00

月曜日※祝日の
場合、翌火曜

https://shizuoka-i.com/

毎週月曜日、第
1・第5日曜日

http://www.glass-kawamoto.jp/

静岡市葵区人宿町2-6-5
KADOMAE1F

体

験

133

人宿藍染工房

手ぶらでOK、藍染体験。その場で持ち帰れるのも人気です。

体

験

134

ステンドグラス工房かわもと

静岡はステンドグラスの先駆者生誕の地。歴史ある本物のステン
静岡市葵区沓谷4丁目19-7
ドグラスの小物雑貨からティファニーランプまでLet's Try!

体

験

332

写真館 伝馬町店

時代衣裳を身にまとい、市内の観光スポットを自由に散策しよう！ 静岡市葵区伝馬町8-1 サンローゼビル3F 054-255-8355 10：00～19：00

火曜日

https://www.1122.co.jp/studio/tenmacho/

体

験

135

駿府匠宿

静岡の伝統工芸を体験し、静岡のおいしさを味わい、静岡の逸品
静岡市駿河区丸子3240-1
と出会う施設です。

12/30～1/1

https://www.sunpurakuichi.co.jp/takumi/

- 10 -

（平日）10：00～17：30

054-264-3934 （日祝）10：00～16：00

9:00～17：00（7/20～8/31は9：

054-256-1521 00～18：00）

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

店舗名

紹介文

所在地

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

体

験

136

スンプマリーナカーティング

体

験

260

ワイズ・ワーク・ステンドグラス 人気のナイトライトをはじめ静岡らしさを感じる作品体験を御用意 静岡市駿河区中島439-7

体

験

137

旧和泉屋「お休み処」

江戸時代の旅籠跡で駿河裂織や、蒲原育ちの藍で藍染を体験し
よう。

体

験

138

ふじや釣舟店

体

験

139

富士山清水みなとクルーズ

体

験

140

清水港水上バス（三保羽衣ライン） JR清水駅と清水港、三保半島を結ぶ便利な航路

体

験

283

三保ハーバルキャンプ場

世界文化遺産、三保松原地区にあるバーベキュー場です。食材付
静岡市清水区三保2738
きの手ぶらコースやカヌー体験など、家族で楽しめます。

体

験

322

農家民宿ぬくもり園ゆるり

田舎料理を召し上がり、茶室でお茶や抹茶をお楽しみいただけま
静岡市清水区小河内2758
す。自分で摘んだ茶葉で手揉みのお茶を作っていただけます。

体

験

342

gosea's surf （ゴーシーズサーフ） ウィンドサーフィンやSUPなどマリンアクティビティが充実しています！
静岡市清水区三保2718-8

体

験

368

清水ヒカリ座

清水駅前銀座アーケード商店街にて公演をした清水ヒカリ座。地
元の方、県外や外国人の観光客などがそれぞれの観点で大衆演
劇と日本文化の魅力を感じられる劇場です。

体

験

369

一般社団法人エコティかわね

川根本町の大自然を満喫できるプログラムをご用意してお待ちし
ています！

温

泉

141

梅ヶ島温泉ホテル 梅薫楼

古くからの湯活場の梅ヶ島。硫黄泉と山里料理が自慢
静岡市葵区梅ヶ島5258-4
の老舗温泉宿

054-269-2331 11：00～14：30※日帰りの場合 なし

http://www.baikunro.co.jp/

温

泉

142

新田温泉黄金の湯

オクシズの冷涼な空気、ゆったりと流れる時間、肌に優しい温泉で
静岡市葵区梅ヶ島5342-3
至福の時間をお楽しみ下さい。

054-269-2615 9：30～17：30（札止め17：00）

https://www.koganenoyu.com/

温

泉

143

南アルプス赤石温泉白樺荘

男湯・女湯ともに露天風呂から南アルプスの山々を一望できま
す。

054-260-2021 り温泉/宿泊）15：00～10：00

温

泉

144

口坂本温泉浴場

山里の秘湯、森に囲まれ木の温もりの中でのんびりお過ごし頂け
静岡市葵区口坂本652
ます。

温

泉

145

油山温泉 油山苑

旅館のお土産コーナーでプラモや茶等の静岡みやげあります。

温

泉

146

油山温泉 元湯館

静岡ジビエ料理と温泉でゆっくりとした時間をお楽しみください。

温

泉

147

湯ノ島温泉浴場

清流藁科川上流にある豊かな自然に囲まれた市営の温泉施設で
静岡市葵区湯ノ島304-3
す。

温

泉

148

湯ごころの宿 いちかわ

源泉掛け流し、濃い温泉で心も身体もリフレッシュして下さい。

温

泉

149

こんや銘酒館

市内でとれた野菜をふんだんに使った料理を提供します。

静岡市駿河区古宿294

054-238-5555 11：00～21：00

なし

https://www.sunpu-marina-karting.com/

054-282-0501 10：00～18：00

不定休

http://www.ysworksg.com/

静岡市清水区蒲原3-25-3

054-385-7111 10：00～15：00

月曜日※祝日の
場合、翌火曜

http://web.thn.jp/surugasakiori/

土日祝日限定1日1組（4人まで）黒鯛かかり釣り体験

静岡市清水区本町5-1

054-352-1704 納竿15：00

富士山と三保松原を同時に眺めるパノラマクルーズ

静岡市清水区日の出町10-80

054-353-2222 ③14：10④15：05

静岡市清水区日の出町10-80

体験レンタルカートを提供します。

出船5：30（8月まで）
①11：30②13：00

https://fujiya228.net/
なし

https://www.dream-ferry.co.jp/

054-353-2222 （土日・祝）1日13便

なし

https://www.dream-ferry.co.jp/

054-334-7732 10：00～16：00

火曜日

http://shizuoka-taiken.com/

054-393-2326

不定休

https://nukumorien.i-ra.jp/

054-368-6673 10:00～18：00

不定休

https://www.goseassurf.com/

静岡市清水区真砂町4-3 清水駅前銀座アーケード内

054-340-8766 11：30～21：00

不定休

https://shimizuhikariza.jimdofree.co

榛原郡川根本町桑野山424-6

0547-58-7000 10：00～18：00

不定休

http://kawanehon-eco.com/

静岡市葵区田代1110-5

（平日）1日8便

月曜日

(4～11月）11：00～18：00（日帰 火曜日※祝日の
場合翌営業日

https://www.visit-shizuoka.com/spots/detail.php?kanko=445

054-297-2155 9：30～16：30（札止め16：00）

水曜日

http://kuchisakamoto.jp/

静岡市葵区油山2215-2

054-294-0157

不定休

https://yuyamaen.com

静岡市葵区油山2325-4

054-294-0155 15:00～22:00

要予約

https://www.motoyukan.com

054-291-2177 9:30～16:30

木曜日（祝日の
場合は翌平日）

http://yunoshimaonsen.jp/

静岡市葵区梅ケ島5258-9

054-269-2157

不定休

https://yunoyadnet

静岡市葵区梅ケ島4219-5

054-269-2260 11:00～14:00、17:00～21:00

不定休

www.liberty-hpz.com/konya-1/

- 11 -

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

店舗名

紹介文

所在地

温

泉

150

梅ヶ島コンヤ温泉 大野木荘

地元で採れた野菜・川魚そして地鶏などを利用した料理と、強アル
静岡市葵区梅ケ島4269-10
カリ温泉が自慢です。

温

泉

151

山の宿・P・くさぎ里

梅ヶ島新田温泉のスベスベ感、ぜひご堪能下さい。

温

泉

152

静かな山の宿 さつき苑

温

泉

153

温

泉

温

（2020年9月24日更新）
電

営業時間

話

定休日

HPアドレス

054-269-2224 9:00～21:00（電話受付時間）

不定休

https://o-nogi.jp/

静岡市葵区梅ケ島4797-1

054-269-2263

不定休

http://www.kusagiri.com/#

国民保養温泉地に選ばれた梅ヶ島温泉を楽しんでください。

静岡市葵区梅ケ島5255-9

054-269-2010 10:00～16:00

不定休

www.umegasima.com

梅ヶ島温泉 泉屋旅館

天然かけ流し温泉でゆったりとおくつろぎください。

静岡市葵区梅ケ島5258-10

054-269-2030 要問合せ

不定休

154

清香旅館

山深き秘境の名湯、源泉かけ流しの美肌の湯をお楽しみくださ
い。

静岡市葵区梅ケ島5258-12

054-269-2048 10：00～17：00

不定休

https://seikou-umegashima.jp

泉

155

おもいでの宿 湯の島館

梅ヶ島温泉は武田信玄の隠し湯とも言われています。風林火山の
静岡市葵区梅ケ島5258-7
貸切風呂を満喫してください。

054-269-2032 11:00～17:00

不定休

http://yunoshimakan.com

温

泉

285

東静岡天然温泉柚木の郷

地下1500メートルから汲み上げた源泉を使用した、露天風呂が人
静岡市葵区東静岡1-1-57
気の東静岡駅前にある日帰り天然温泉です。

054-261-1101 （土・日・祝）9：00～24：00

なし

http://www.yunokinosato.com/

温

泉

346

湯元屋

温泉に入っておでん食べて…！

054-269-2318 10：00～17：00

水曜日または木曜日 https://umegashima-yumotoya.blogspot.com/?m=0

温

泉

156

用宗みなと温泉

天然温泉の露天風呂から富士山や風情ある漁港の景色を楽しめ
静岡市駿河区用宗2-18-1
ます。

054-256-4126 （最終受付23：00）

なし

https://minato-onsen.jp/

温

泉

157

株式会社時之栖 松之湯

街中のオアシス。大人の癒し処の天然温泉です。（12歳未満の方
静岡市駿河区曲金5丁目5-1
はご入場できません。）

054-287-1126 10：00～翌9：00

なし

http://www.tokinosumika.com/matsunoyu/

静岡市清水区西里1449

（平日）9：30～18：00
054-343-1126 （土日祝）9：30～19：30
※受付終了は閉館1時間前

月曜日

https://www.yamaseminoyu.com/

なし

https://www.kur-hotel.co.jp/

静岡市葵区梅ヶ島5258-13

（平日）10：00～24：00

10：00～24：00

温

泉

158

静岡市清水西里温泉浴場 やませみの湯

温

泉

326

クア・アンド・ホテル駿河健康ランド 駿河湾に包まれて、20のお風呂とサウナで「ほっ…」と一息

静岡市清水区興津東町1234

054-369-6111 24時間営業

温

泉

355

三保園ホテル

静岡市清水区三保2108

054-334-0111 15：00～21：00（最終入場20：30） 不定休

http://www.mihoen.jp/

オクシズ

159

南アルプスユネスコエコパーク
地元井川でとれた野菜を使った料理を提供します。
井川ビジターセンター

静岡市葵区井川964

054-260-2377 9：00～16：00

火曜日

http://nanpusu.jp/area/001.html

オクシズ

160

水見色きらく市企業組合

山里の元気な5人のお母さんたちが手作りの加工品をご用意して
お待ちしています。

静岡市葵区水見色808-1

054-279-0766 9：00～17：00

火・水・木曜日

http://mizumiiro-kirakuichi.com/

オクシズ

161

真富士の里

朝取りの野菜や添加物なしの手作り商品など提供します。

静岡市葵区平野1097-38

054-293-2255 8：30～16：30

8/14

https://www.facebook.com/pages
/category/SouvenirShop/%E7%9C%9F%E5%AF%8C%E5%

オクシズ

162

玄国茶屋

すべて手作り商品です。山の宝物を食べに来て下さい。

静岡市葵区湯ノ島302-1

054-291-2821 9:30～16:00

木曜日

http://yunoshimaonsen.jp/genkoku-chaya/

オクシズ

163

大西屋旅館

イタリア、フランス国境で料理修行し、日本ソムリエ協会認定シニ
アソムリエの資格を持つ女将が地元の食材を活かして腕を揮いま 静岡市葵区井川780-1
す。

054-260-2009

不定休

https://www.visit-shizuoka.com/spots/detail.php?kanko=537

オクシズ

164

梅ヶ島 志村農園 シイタケ狩り＆BBQ

肉厚で美味しい椎茸を収穫し、その場で炭火焼きで食べられま
す。

090-7434-0230 11:00～14:00

不定休

http://umegashima-shimuranouen.com

オクシズ

319

きよさわ里の駅

春摘みのよもぎがたっぷり入った「よもぎ金つば」は、きよさわ里の
駅の自慢の一品です。人気上昇中の「清沢式ぶっかけレモン」も 静岡市葵区相俣200
販売してます！

月曜日（祝日の場合は翌日）

http://www4.tokai.or.jp/satonoeki/

森に包まれて自然を満喫できる癒やしの名泉、日帰温泉

この地区唯一の源泉かけ流し天然温泉をお楽しみください。

静岡市葵区梅ケ島2512
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054-295-3783 9：00～16：00

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

オクシズ

320

井川農林産物加工センター
アルプスの里

手打ちそばや井川で採れた野菜を使った加工品がオススメ
静岡市葵区井川2765-1
です。

054-260-2573 11:00～14:00

月曜日

http://nanpusu.jp/area/002.html

オクシズ

321

静岡市日影沢親水園「魚魚の里」

国民保養温泉地「梅ケ島温泉郷」でヤマメ釣りと塩焼きなどが楽し
静岡市葵区梅ヶ島5036-2
めます。

054-269-2380

月曜日（祝日の場合は翌平日）

http://totonosato.com/

オクシズ

335

お茶カフェ 森のあかおに

縁側カフェでおいしいお茶をどうぞ。（お土産もあります）

静岡市葵区楢尾14

054-291-2734 10：00～16：00※日曜営業

オクシズ

165

笑味の家

地元農産物の加工販売所です。

静岡市清水区西里1319

054-395-2229 8:30～15:00

月曜日

https://www.okushizuoka.jp/sp/100sen/spot/000155.html

オクシズ

166

食事処 たけのこ

筍・鮎定食・各種そば（手打）がおすすめです。

静岡市清水区西里1319

054-395-2295 11:00～13:30

月曜日

https://www.city.shizuoka.lg.jp/yasuragi/takenoko.html

しずまえ

167

入船鮨葵タワー店

創業大正元年の老舗で本格的な鮨、料理をリーズナ
ブルで提供します。

静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー
地下1F

054-251-9178 11:00～22:00

無休

http://irifunesushi.net/

しずまえ

168

入船鮨両替町店

創業大正元年の老舗で本格的な鮨、料理をリーズナ
ブルで提供します。

静岡市葵区両替町2-7-10 両替町
054-252-9178 11:00～23:00
ビル1F・2F

無休

http://irifunesushi.net/

しずまえ

169

魚河岸 大作

静岡駅構内で39年 こだわりの地魚の店

静岡市葵区黒金町47 アスティ静
岡東館

054-281-8700 00まで）

なし

しずまえ

170

魚匠 ととや

美味しい静岡の地魚と地酒の店

静岡市葵区伝馬町8-9 久保田ビ
ル

054-274-0077 11：30～14：00/17：00～22：00 日曜日

しずまえ

171

魚弥長久

清水港水揚の天然南鮪が自慢のお店です

静岡市葵区鷹匠3-22-5

054-255-8886 11：30～14：00/17：00～22：30 月曜日

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

しずまえ

172

炙之介

しずまえ鮮魚の魚河岸バルで鮮魚とお肉を堪能して頂けます

静岡市葵区昭和町1-8

054-273-8844 17：30～23：00

なし

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

しずまえ

173

覚弥別墅

由比直送の地魚と静岡地酒を楽しむジャパニーズダイニング

静岡市葵区七間町1-15

054-255-3388 11：30～14：00/17：30～22：00 なし

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

しずまえ

174

海鮮食家 福一丸

しずおかのうまい魚と鮨の店

静岡市葵区昭府1丁目18-15

054-274-2910 /17：00～21：00（L.O.20：30）

不定休

しずまえ

175

どんぶりや

マグロの刺身定食等、安くておいしいランチです。（毎日あら汁無
料サービス）

静岡市葵区呉服町2丁目1-12

054-653-6005 11：00～14：00

日曜日・祝日

しずまえ

176

おうちいざかや まっちゃん家 しずまえのものを使った料理をお出しします。

静岡市葵区人宿町1-4-6 GOTOビル1F

054-250-0211 17:00～24:00

木曜日

しずまえ

177

かどや

市内でとれた野菜としずまえ鮮魚を取り扱う飲食店です。

静岡市葵区相生町14-27 相生スカイビル１Ｆ

054-251-0859 17:00～24:00

なし

しずまえ

178

月の音。

市内でとれた魚・野菜を使った料理を提供します。素材を生かした
アナゴのミルフィーユ・フランスパンの宝箱は商標登録を頂いてい 静岡市葵区両替町2-6-4 ジェードビル1F 054-253-5768 18:00～24:00
ます。

日曜日

しずまえ

179

寿し市

大変な年になりました。「静岡の食」を一致団結して盛り上げましょ
静岡市葵区人宿町1-3-17
う！！

日曜日

しずまえ

318

Simples シンプルズ

しずまえ食材、魚を活かした料理を提供しています。

静岡市葵区馬場町39-3

054-221-7733 18:00～23:00

しずまえ

290

海鮮食堂 福一丸

しずおかのうまい魚と鮨の店

静岡市葵区昭府1丁目18-15

054-274-2910 /17：00～21：00（L.O.20：30）

紹介文

店舗名

所在地
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電

営業時間

話

（7月～9月）10:00～17:00、（その他）10:00～16:00

11：00～21：00（土日祝は20：

11：00～14：30（L.O.14：00）

054-252-0456 17:00～翌1:00

11：00～14：30（L.O.14：00）

定休日

HPアドレス

http://www.fukuichimaru.jp/

https://yui-otagaisama.com/shop/11

https://sushiichi-shizuoka.owst.jp/

火曜日
不定休

http://www.fukuichimaru.jp/

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

しずまえ

180

十千花前

しずまえ鮮魚と静岡地酒のお店です

静岡市駿河区南町3-2

054-280-0888 17：00～23：00

日曜日

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

しずまえ

181

入船鮨登呂店

創業大正元年の老舗で本格的な鮨、料理をリーズナ
ブルで提供します。

静岡市駿河区有東2-3-29

054-284-5151 11:00～22:00

月曜日

http://irifunesushi.net/

しずまえ

182

入船鮨南店

創業大正元年の老舗で本格的な鮨、料理をリーズナ
ブルで提供します。

静岡市駿河区南町6-6

054-282-1158 11:00～22:00

日曜日

http://irifunesushi.net/

しずまえ

183

吉野寿司高松店

市内でとれた鮮魚料理を提供します。

静岡市駿河区敷地1丁目16-18

054-237-6833 11：30～14：00/17：00～21：30 水曜日

しずまえ

184

幸八

しずまえの新鮮なしらすや海鮮を使った料理が楽しめます。

静岡市駿河区用宗1-28-9

054-258-6603 11；45～13：30/17：00～22：00 月・木曜日

しずまえ

185

渓月

夏バテ防止、健康増進にとろろ汁とあかもくを

静岡市駿河区丸子6077

054-259-1795 11：30～14：00

月曜日

しずまえ

186

どんぶりハウス（清水漁協 用宗支所）

漁協直営のお店です。漁港を見ながら新鮮なしらすを召し上がる
ことができます。

静岡市駿河区用宗2丁目18-1

054-259-2111 11:00～14:00

雨天時

https://excite.mochimune.jp/food/donburi.html

しずまえ

187

清水漁協 用宗支所 直売所 ぞ。

静岡市駿河区用宗2-18-1

054-259-2111 土日・祝日9:00～15:00

なし

http://www.mochimune-fisharina.jp/cyokubai_m.html

しずまえ

188

炙り焼＆銘酒 えん

駿河湾の魚介など、静岡の食材での料理を提供しています。

静岡市駿河区中田本町17-18

054-284-6620 17:00～翌0:30

月曜日

http://www.go-en.info/

しずまえ

189

ごはん屋さくら

由比港徒歩7分、定置網のタチウオが絶品です!!

静岡市清水区由比今宿1027-8

054-376-0101 10:30～19:00、日曜日10:30～ 火曜日

紹介文

店舗名

水揚げしたての生しらすや釜揚げしらす、お土産や贈答用にどう

所在地

電

営業時間

話

月～金9:00～16:45

定休日

HPアドレス

https://www.at-ml.jp/72736/

月～金11:00～16:00、土曜日

http://www13.plala.or.jp/sakuraya110/

18:00

しずまえ

190

蒲原の味処 よし川

桜えび、地魚、鰻など静岡ならではの料理をお楽しみいただけま
す。

静岡市清水区蒲原3-5-18

054-385-2524 11:00～19:30

しずまえ

191

船越 寿し安

大将のこだわりの寿しを提供します！

静岡市清水区船越3-5-43

054-352-3320 （予約があれば時間は調整可） 水曜日

しずまえ

192

伸（居酒屋）

旬の新鮮な野菜、刺身などの料理を提供します。

静岡市清水区辻1-1-20

054-367-8171 （その他は予約営業）

しずまえ

193

食堂さくら屋

桜えび、しらすをはじめ、静岡市前浜（しずまえ）で獲れた新鮮な魚
静岡市清水区由比67-9
をふんだんに使った料理を提供します！

しずまえ

194

由比港漁協直売所

桜えびやしらすなど由比の特産品を取り扱っております。

しずまえ

195

樽八鮨 吉川支店

毎日、清水魚市場に行き、駿河湾の天然の魚を仕入れています。 静岡市清水区吉川108

054-345-7924 16:30～20:30（L.O 20:00）

水曜日、第２、４
木曜日

しずまえ

196

割烹若ざわ 巴町店

地元で取れた鮮魚の刺身の盛り合わせ、煮魚、釜めし提供いたし
静岡市清水区巴町6-11
ます。

054-352-7060 17:00～20:00

火曜日

しずまえ

197

どんぶりやありがとう食堂

清水港のまぐろ・小魚を使った定食が550円～(税込)！

静岡市清水区旭町6-8 清水区役所内 054-368-4100 11:00～14:30

土・日曜日、祝日 http://doko-suisan.com/shop_5.html

しずまえ

198

Japanese・Dining 梅光

お刺身からハンペン、桜海老、モツカレーをご用意しております。
静岡の酒蔵のお酒も豊富！

静岡市清水区万世町1-6-30

054-352-0950 17:30～23:00

日曜日

しずまえ

199

酒場 岩科

安くて美味い料理を提供します。

静岡市清水区蒲原4-32-25

054-385-3447 16:00～22:00

日曜日、第１、３
月曜日

静岡市清水区由比今宿字浜1127
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月曜日

11:00～13:00、17:00～21:00
水～土曜日17:30～22:00

日～火曜日

054-377-1070 10:00～15:00（土日のみ営業） 月～金曜日
054-377-1111 8:00～17:00
11:00～14:00（L.O 13:30）、

月曜日、祝日の
翌日

https://unagi-yoshikawa.com
www.sushi-yas.com/
https://ja-jp.facebook.com/sakuraya.sakuraebi/

https://www.sasuboshi.ne.jp/blank-2

http://yuikou.jp/

https://ajinamise.eshizuoka.jp/e1898813.html

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

しずまえ

200

居酒屋てんちょう

新鮮なしずまえ刺身を用意します。

静岡市清水区真砂町1-52

054-361-2220 17:00～23:00

水曜日

しずまえ

201

居酒屋 しん吉

駿河湾で獲れた魚、新鮮な野菜を使った料理を提供しています。

静岡市清水区小芝町4-41 １Ｆ

054-367-2023 16:30～23:00

月曜日（祝日の
場合は営業）

しずまえ

204

くらさわや

特産の桜えび料理と新鮮な地魚料理がそろっています。

静岡市清水区由比東倉澤69-1

054-375-2454 11：00～14：00/17：00～20：00 月曜日

http://www.sakuraebi.org/

しずまえ

205

井筒屋

地元由比港で水揚げされた魚を使った料理を提供します。

静岡市清水区由比314

054-375-2039 11：30～14：00/17：00～19：00 月曜日

http://sakuraebi-itutuya.com/

しずまえ

206

桜えび茶屋

特産の桜えびかき揚げと手打ちそばの組合せは絶品です。

静岡市清水区由比672-1
ゆい桜えび館内

090-2184-3441 11：00～16：00

なし

しずまえ

207

鮨処やましち

桜えびやしらすと一緒にお茶も食べてお楽しみいただけます。

静岡市清水区蒲原3-3-10

054-388-2339 11：30～20：00

火曜日

http://yamashiti.com/

しずまえ

208

四季料理 梅芳園

静岡県内産の食材を使った仕出し弁当です。

静岡市清水区三光町6-35 2F

054-351-0055 ご予約時間に合わせて

不定休

https://baihoen.com/

しずまえ

209

十千花前 清水

朝獲れ由比地魚と清水地酒のお店です

静岡市清水区真砂町2-24

054-365-8808 11：30～14：00/17：30～22：00 なし

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

しずまえ

210

なすび総本店

清水港の天然南まぐろとしずまえ鮮魚など駿河名物を堪能いただ
静岡市清水区富士見町5-8
けます

054-352-1006 11：30～14：00/17：00～21：00 なし

https://www.nasubi-ltd.co.jp/

しずまえ

211

馬鹿貝

港一望の広々した店内で、種類豊富で新鮮な活貝を豪快に網で
焼いてご賞味ください。

しずまえ

212

丸森・まぐろや やす兵衛

しずまえ

213

しずまえ

214

紹介文

店舗名

所在地

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

電

話

営業時間

（平日）10：30～19：00

定休日

HPアドレス
なし

054-355-5252 （土日・祝）10：30～19：00

なし

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page22/

店舗横では魚介類の販売もしています。その日の新鮮な水産物を 静岡市清水区島崎町149番地
お好みで選びメニュー以外の調理もいたします。
（清水河岸の市 いちば館）

054-355-5152 11：00～17：00

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page09/

一期

当店では、本まぐろ・目鉢まぐろ等選りすぐりの『鮪』と旨い『料理』 静岡市清水区島崎町149番地
を皆様に提供致します。
（清水河岸の市 いちば館）

054-352-1117 （土日・祝）10：00～15：00

水曜日

http://kashinoichi.com/maguro01_content/page08/

まぐろ王国大ちゃん

当店は、本まぐろ中トロ丼と手打ち蕎麦専門店です。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-395-9595 （土日・祝）10：00～17：00

水曜日

http://kashinoichi.com/maguro01_content/page07/

054-352-0126 （土日・祝）10：00～16：00

水曜日・不定休

http://www.shimizu-uokan.com/

水曜日

https://donpuku.wixsite.com/maguro

なし

http://kashinoichi.com/maguro01_content/page03/

054-352-0141 ラストオーダー 19:30)

なし

http://kashinoichi.com/maguro01_content/page02/

054-355-3950 11：00～18：30

なし

http://kashinoichi.com/maguro01_content/page01/

水曜日

http://kashinoichi.com/maguro02_content/page08/

なし

http://kaisen-donbee.com/

（平日）11：00～14：30
（平日）11：00～15：00

しずまえ

215

うおかん

うおかんでは天然本まぐろでしか味わえない極上脂のトロ、中トロ
静岡市清水区島崎町149番地
をご提供します。口の中でさらっととける脂の旨みをご堪能くださ
（清水河岸の市 いちば館）
い。

しずまえ

216

どん福

当店は清水・焼津・三崎（神奈川県）で水げされた鮪の中から選り 静岡市清水区島崎町149番地
すぐりの鮪を仕入れています。
（清水河岸の市 いちば館）

054-352-0010 （土日・祝）10：00～18：00

しずまえ

217

バンノウ水産

まぐろ水揚げ日本一 清水港水揚げの天然まぐろを刺身定食、海 静岡市清水区島崎町149番地
鮮どんぶりでお楽しみいただけます。
（清水河岸の市 いちば館）

054-355-1281 （土日・祝）11：00～18：30

しずまえ

218

岸家

海鮮丼・まぐろ丼・刺身定食をはじめ、新鮮な魚でバラエティー豊
かなメニューラインナップ。

しずまえ

219

清水港 海岸食堂バンノウ水産 を提供しております。

しずまえ

220

朝霧高原ソフトクリーム

しずまえ

221

海鮮 丼兵衛

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

清水港水揚げまぐろの他、しらす・金目鯛・などを使った海鮮料理 静岡市清水区島崎町149番地
まぐろ館内で唯一のカフェ店。お店の名前にもなっている通り、不
動の一番人気は朝霧高原から直送された原料のみを使用したプ
レミアムソフトクリーム。
大衆魚、 果ては駿河湾の深海魚まで様々な魚を仕入れ、野菜、
肉、鮮魚、手間ひま惜しまずに仕込み皆様に清水良さをアピール
していきたいと思います。

（清水河岸の市 いちば館）

（平日）10：00～15：00
（平日）10：30～17：00
（平日）11：00～18：30

10:00～20:00 (最終入店 19:00

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-352-8800 （土日・祝）10：00～18：00

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-353-5544 ※無くなり次第終了
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（平日）10：00～16：00
9：30～21：00

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

しずまえ

222

清水 江戸銀

素材が本来持つ旨味を理解しそれを最高に引き出す握りの匠技。

しずまえ

223

魚市場食堂

清水魚市場の直営店…日本一のマグロ水揚げ量をほこる市場よ
静岡市清水区島崎町149番地
り毎日、より良いマグロを仕入れ、お客様に新鮮でお求めやすい
（清水河岸の市 いちば館）
価格で食べて頂けるよう努力しております。

しずまえ

224

しみず 魚治

旬の地魚と海鮮丼

紹介文

店舗名

所在地
静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

054-352-9622 11：30～15：00

定休日

HPアドレス

水曜日

http://kashinoichi.com/maguro02_content/page06/

054-351-7113 （土日・祝）10：00～15：00

水曜日

http://kashinoichi.com/maguro02_content/page05/

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-366-5330 11：00～15：00

水曜日

http://kashinoichi.com/maguro02_content/page04/

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-368-7364 （土日・祝）11：10～19：30

1/1のみ

http://totosuke100.com/

なし

http://kashinoichi.com/maguro02_content/page02/

（平日）10：30～14：00

しずまえ

225

ととすけ

１本のまぐろから2個しかとれない稀少部位のカマをオリジナルの
製法で揚げ、先代からの継ぎたしの甘辛ダレをからめた日本でと
とすけでしか食べれない絶品料理。

しずまえ

226

大間 新栄丸

当店は、青森大間新栄丸船から直接大間の本まぐろを仕入れ、
品質、鮮度、旨さに太鼓判の大間の本まぐろが食べられます。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-352-7833 （土日・祝）11：00～19：00

しずまえ

227

清水港 海山

清水港 海山は天然のまぐろを使用しております。窓の外はオー
シャンビューとなっており清水港が一望できます。

静岡市清水区島崎町149番地
（清水河岸の市 いちば館）

054-351-1223 （土日・祝）10：00～19：00

なし

http://www.shimizu-maguro.com/

しずまえ

228

おがわ

マグロの仲買人でもある店主が毎朝、市場で買い付けたマグロ(主 静岡市清水区島崎町149番地
にバチマグロ)をお出ししています。
（清水河岸の市 いちば館）

054-352-0202 9：30～17：30

水曜日

http://kashinoichi.com/ichiba_content/page03/

しずまえ

229

割烹わかすぎ

しずまえ鮮魚と地元の野菜を使った料理で静岡の食の豊かさを堪
静岡市清水区巴町12-2
能して下さい。

054-352-1555 17：00～20：00

不定休

しずまえ

230

栄寿司

当店は、マグロと地魚、創作料理を楽しく食事できるように心がけ
静岡市清水区村松1-4-52
ております。

054-335-4015 11：30～14：00/17：00～22：00 水曜日

しずまえ

231

おさかな工房魚清

海鮮丼、お刺身定食が大好評！！ボリュームがバカスゲー！

静岡市清水区小芝町1-18

054-366-1719 （火曜）11：00～13：30

月曜日

しずまえ

232

炭火串焼・鮮魚 おいげん家

清水の新鮮な魚と九州のうまか料理も提供しています。

静岡市清水区巴町11-22

054-353-0173 17：00～23：00

不定休

http://shimizu-oigenchi.com/

しずまえ

315

末廣鮨

駿河湾の鮮魚、清水港水揚げの南マグロ、安倍川上流の有東木
静岡市清水区江尻東2-5-28
の山葵等ご堪能ください。

054-366-6083 11:30～22:00

水曜日（不定休有り）

http://shimizu-suehiro.jp/

しずまえ

316

渡辺忠夫商店

駿河湾産桜えび、しらすを取扱しています。お中元やお歳
暮にもご利用ください。

静岡市清水区由比町屋原85

054-375-2917 8:30～17:00

しずまえ

317

株式会社松寿

地元で獲れたアジを海鮮丼や押し寿司で提供します。

静岡市清水区興津中町1219

054-369-0655 11:00～13:30 / 17:00～20:30

しずまえ

339

誠寿し

駿河湾で捕れた魚でにぎり寿しを提供します。

静岡市清水区神田町18-19

054-353-3669 11：30～14：00/17：00～21：00 木曜日

https://makotozushi.business.site/

しずまえ

352

岡屋旅館

地魚の【名物甘鯛の松笠焼き】が入った箱膳を予約にて提
静岡市清水区興津本町6番地
供します

054-369-0018

月曜日

http://okaya18.net/

茶

氷

233

【茶氷】茶工場(株)浜佐商店

茶工場でしか買えないお得なお茶やお茶の魅力がつまったお菓子
静岡市葵区安西3-11
をご用意しております。

054-251-1515 10：00～17：00

日曜・祝日

https://www.hamasashoten.com/

茶

氷

234

【茶氷】MARUZEN Tea Roastery

静岡県産一番茶のみ使用、ティージェラートから茶氷までお茶メ
ニュー多数提供！！

静岡市葵区呉服町2-2-5

054-204-1737 11：00～18：00

火曜日

http://www.maruzentearoastery.com/

茶

氷

235

【茶氷】足久保ティーワークス

静岡駅から車で30分で楽しめる、静岡茶ドリンク、リーフ、茶畑の
ながめ！

静岡市葵区足久保口組2082-2

054-296-6700 9：30～16：00

月・木曜日

https://www.ashikuboteaworks.com/

茶

氷

236

【茶氷】茶の芽

お茶本来の味・香りを楽しめるかき氷をおめしあがりいただけま
す。

静岡市葵区大原1827

054-270-1313 10：00～17：00

月曜日・第4火曜
日※祝日の場
合、翌営業日
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（平日）11：30～15：00
（平日）11：00～14：00
（平日）10：00～17：00

11：00～13：30/17：00～20：00

（平日・ランチ）11：30～14：00（宿泊）16：00～翌日9：30

http://www.watanabe-tadao.com/
火曜日

https://syoujyu.jimdofree.com/

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

紹介文

店舗名

所在地

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

茶

氷

237

【茶氷】CHA10

新静岡駅徒歩2分。有機の静岡抹茶を使ったNITRO抹茶が人気で
静岡市葵区鷹匠1-11-6
す。

茶

氷

282

【茶氷】パティスリー46

名物のあぶりかき氷をお楽しみください。

茶

氷

238

【茶氷】T's green omaghi（ティーズグリーン オマチ）

上質な雰囲気で静岡茶スイーツ、かき氷をお楽しみください！

茶

氷

239

【茶氷】T's green（ティーズグリーン）

くつろぎのお茶カフェで静岡茶、スイーツ、かき氷をお楽しみくださ
静岡市駿河区鎌田71-14
い！

茶

氷

240

【茶氷】SANOWA 丸玉園登呂田店 本格的なお茶のスイーツとお茶を販売しております。

茶

氷

241

【茶氷】(有)丸玉園 本店

茶

氷

271

【茶氷】雅正庵 焼津西小川店 ております。

茶

氷

242

【茶氷】藤枝市陶芸センター

陶芸センターならではの「植木鉢かき氷」がクーポン利用で50円
に。味は抹茶味とチョコ味。

茶

氷

243

【茶氷】aima

自然ゆたかな瀬戸谷のゆるびく村で、チャイがメインのヴィーガン
藤枝市瀬戸ノ谷5639
＆ゆるオーガニックカフェをやっています。

茶

氷

244

【茶氷】(株)お茶のさすき園

お茶を中心とした商品・サービス・体験を扱う複合施設です。

島田市阪本938-1

0547-38-2107 （日・祝）9：00～18：00

1/1のみ

茶

氷

245

【茶氷】MATCHA MORE

隠れ里にあるお茶農家がプロデュースする抹茶カフェです。

島田市身成1476-2

080-1183-3419 11：00～16：00

土・日・祝
のみ営業

https://matchaorganicjapan.com/

茶

氷

246

【茶氷】朝日園 駅前本店

自社工場で仕上げた川根茶、ほうじ茶、アイスクリームの販売

島田市川根町家山372-1

0547-53-2058 9：00～17：00

なし

https://tea-asahien.com/

茶

氷

247

【茶氷】朝日園 茶房遊（7月16日より開店）

川根茶や自家製ほうじ茶や静岡いちごを使ったかき氷の販売

島田市川根身成4693番地

0547-53-4488 11：00～18：00

火・水曜日

https://tea-asahien.com/

茶

氷

248

【茶氷】蓬莱橋 897.4茶屋

島田市の逸品、お茶、ジェラートなど、市内の産品を取り扱ってお
島田市南二丁目地先
ります。

0547-32-9700 10：00～17：00

水曜日

http://shimadagreenci-tea.jp/drink-buy/8974chaya.html

茶

氷

249

【茶氷】森木農園

農園で育てた果実でかき氷をつくっています。果実丸ごとかき氷
（いちご、お茶、メロン）

牧之原市東萩間115

0548-23-3888 13：00～17：00

月～金曜日

宵

茶

250

【宵茶】BELLSTORE

全て手作りの暖かみのある料理や飲み物をご堪能ください

静岡市葵区七間町9-2
紙業会館ビル2F

054-250-2566 11：30～14：00/17：30～24：00 火曜日

宵

茶

251

【宵茶】ひっそり居酒屋 10月と日曜日

宵茶、黒はんぺん料理等

静岡市葵区常磐町1-7-19

054-273-2726 17：30～翌2：00

宵

茶

252

【宵茶】DAYBREAK Liquor&Coffee

本格的なお酒とコーヒーが楽しめるカフェバー。茶葉から淹れる
「お茶割」もおすすめ。

静岡市葵区伝馬町20-12

054-663-9438 14：00～17：00/18：00～24：00 月曜日、不定休

宵

茶

288

【宵茶】ぼうや商店

自慢の静岡料理を存分にお楽しみください。

静岡市葵区両替町2-6-6

054-253-1122 11：00～15：00/17：00～24：00 日曜日

宵

茶

281

【宵茶】地酒を惹きたてる旬の料理屋 榮～さかえ～

地産地消の日替わりメニューが充実の居酒屋です。

藤枝市駅前1-8-5

054-645-3522 18：00～24：00

こだわりの深蒸し茶を製造・直売しております。
静岡市製茶問屋直営店。静岡茶や抹茶を使ったお菓子を販売し

https://cha10.jp/index.html

054-204-2210 9：00～17：00

火曜日

静岡市葵区鷹匠1-3-1 hastbill 1F

054-252-1118 12：00～18：00

月・火曜日

静岡市葵区七間町16-7
OMACHIビル1B

054-272-7610 10：00～19：00

不定休

ts.green_2013（インスタグラム）

054-201-1108 10：00～19：00

不定休

ts.green_2013（インスタグラム）

焼津市東小川5-9-17

054-621-5501 9：30～18：00

なし

https://sanowa-tea.jp/

焼津市栄町4丁目1-4

054-628-4020 9：00～18：00

日曜日

https://www.marutamaen-shop.com/

焼津市西小川6丁目5-1

054-620-7800 10：00～19：00

1/1のみ

http://www.oyaizu.co.jp/gashoan/

藤枝市瀬戸ノ谷1706-1

054-639-0148 9：00～17：00

月曜日※祝日の
場合、翌営業日

https://www.f-tougei.com/

080-5151-7188 11：00～17：00

日曜日、新月の
日、満月の次の
日

aima_no_nakano_hathidori（インスタグラム）
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（月～土）9：00～19：00

日曜日

月曜日

daybreak.shizuoka（インスタグラム）

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧
カテゴリ

店舗No.

紹介文

店舗名

宵

茶

289

【宵茶】おもひで横丁 藤枝市場～ 志太地域の食材を中心とした静岡グルメ

宵

茶

287

【宵茶】和ダイニングすけろく

茶の間

323

学び体験

所在地

（2020年9月24日更新）
電

話

営業時間

定休日

HPアドレス

藤枝市駅前2-8-2 沖ビル1F

054-646-8877 17：30～23：30

月曜日

https://www.facebook.com/edaba.mansou

地魚・地野菜に地のお肉などの料理と地ビールもお楽しみくださ
い。

牧之原市波津1-6

0548-52-2888 11：30～14：00/17：00～24：00 火曜日

http://suke-roku.jp/pctop/pctop.html

豊好園

静岡県のド真ん中、標高350mの山間部「両河内」で日本茶を栽
培・製造販売する、メチャクチャお茶好き茶農家豊好園です。

静岡市清水区布沢270

054-396-3336 10：00～16：30

水曜日

http://houkouen.org/

258

YUTORI Art&Craft

手芸・機織り体験ができます。

静岡市葵区紺屋町3-2 服部ビル
B1F

090-3587-1596 10：00～18：00

月・日曜日

https://www.yutori.info/

学び体験

259

持舟窯

静岡おでん・富士宮焼きそば（7/18～8月末）一日陶芸体験（6/1～
静岡市駿河区用宗4-17-10
8月末）

054-256-2804 10：00～18：00

月曜日

http://motibunegama.com/

学び体験

261

大井川葛布

藍染体験・葛布レクチャー

0547-45-4151 9：30～12：00/13：30～16：30

土日・祝日

http://kuzufu.com/

学び体験

262

牧之原乗馬クラブ

東名牧之原S.A.下りに隣接。お茶畑を背景に体験乗馬を楽しみま
牧之原市静谷2490-8
せんか？雨でも安心、テント馬場もあります。

0548-25-2525 17：30（夏季）7：30～11：

火曜日

https://www.makinohara-jouba.club/

090-7801-6518 9：00～17：00

不定休

http://sky-tec.net/

島田市金谷泉町5-1

（通常）9：00～11：45/13：30～
00/15：00～18：00

学び体験

280

SkyTECフライングアカデミー

大井川が作り出した絶景「鵜山七曲り」を眼下にパラグライダー二
島田市川根町笹間渡602-148
人乗り体験するコース

静岡県中部
４市２町

263

藤枝市観光案内所

JR藤枝駅北口にあり、藤枝の名産品を取り揃えております。

藤枝市駅前1-1-2

054-647-1144 10：00～17：00

年末年始

http://www.fujieda.gr.jp/access/

静岡県中部
４市２町

264

玉露の里

茶室「瓢月亭」で地元産の玉露、抹茶をゆっくりとお楽しみいただ
けます。

藤枝市岡部町新舟1214-3

054-668-0019 9:00～17:00

年末年始

http://shizutetsu-retailing.com/gyokuronosato/

静岡県中部
４市２町

265

瀬戸谷温泉ゆらく

山々の深い緑と瀬戸川の清流に囲まれた日帰り温泉です。

藤枝市本郷5437

054-639-1126 9:00～21:00

月曜日（祝日の
場合は翌平日）

http://yuraku.tv/

静岡県中部
４市２町

266

プラザロコ売店※6/26（金）開店 大井川鐡道オリジナル商品を数多く取り揃えています。

島田市金谷東二丁目1112-2

0547-45-2230 9:00～17:00

なし

https://oi-river.com/places/2575

静岡県中部
４市２町

267

川根温泉 ふれあいの泉

SLが見える露天風呂と湯量豊富で全浴槽源泉かけ流しが自慢で
島田市川根町笹間渡220
す。

0547-53-4330 9:00～21:00（最終受付20:30）

第１火曜日

http://kawaneonsen.jp/

0547-33-1148 8：00～21：00

月曜日、1/1

http://www.itawarinoyu.jp/

054-627-7200 10:00～翌9:00

なし

http://spa-kuroshio.com/

なし

https://www.city.yaizu.lg.jp/shisetsu_annai/shinsousui-museum/umiel.html

なし

https://www.yaizu-uonaka.or.jp/koubou/

水曜日※祝日の
場合は営業

https://www.katsuoya.net/

なし

https://www.sakana-center.com/

なし

https://ja-jp.facebook.com/RainbowCrepe812/

静岡県中部
４市２町

324

田代の里温泉 伊太和里の湯

内風呂には美肌効果があるとされる「田代の郷温泉」源泉、露天
風呂にはシルク風呂や大人気の人口炭酸泉もあり、多種多様の
温泉を楽しむことができます。

静岡県中部
４市２町

268

エキチカ温泉くろしお

みなと街焼津の温泉＆カフェ。焼津駅から徒歩２分の天然黒潮温
焼津市栄町1-13-1
泉です。

静岡県中部
４市２町

269

やいづとくさんプラザ

静岡県中部
４市２町

270

静岡県中部
４市２町

253

静岡県中部
４市２町

254

さかな大食堂渚

静岡県中部
４市２町

255

レインボークレープ焼津・焼津サティヴァ 夏に涼しく着れる、手ぬぐい生地の魚河岸シャツも取り揃えていま

島田市伊太1番地22

（平日）9：00～21：00（土日祝）

焼津市鰯ケ島136-26
054-626-1561 9:00～17:30
（「焼津うみえーる」内）
焼津市石脇上96-1
刺身用から加熱品まで、焼津の水産加工品ならお任せください。 東名高速道路上り線日本坂パーキ 054-620-8161 7:30～20:00
焼津さかな工房
ングエリア内
焼津市八楠4-13-7
勝男屋 焼津さかなセンター本店 明治年間創業の焼津老舗鰹節屋のだし専門店。シーラック直営。
054-629-1177 10：00～17：00
（焼津さかなセンター内）
焼津の魅力を集めたアンテナショップです！

駿河湾で水揚げされた新鮮な海の幸を中心に料理を提供します。

焼津市八楠4-13-7
（焼津さかなセンター内）

054-628-1137 11：00～15：00

焼津市中里542-1

054-295-6666 （土日・祝）10：00～19：00

静岡ローカルドリンクの甘いお茶「タピオカうす茶糖」がオススメ！
す！
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（平日）11：00～19：00

「 Go To しずおか商品券 」クーポン券が利用できるお店一覧

（2020年9月24日更新）

カテゴリ

店舗No.

静岡県中部
４市２町

256

グリルSASAYA

地元食材を使った梅かつお・オムライスが人気です。

焼津市焼津4-9-19

054-627-0234 11：00～14：00/17：00～21：00 水曜日

静岡県中部
４市２町

257

まぐろ茶屋

天然ミナミンマグロや駿河湾の地魚を提供する海鮮和食レストラン

焼津市鰯ヶ島136-26 うみえーる
焼津

054-270-5811 11：00～16：00（LO.15：00）

月曜日※祝日の
場合、翌日定休

http://magurocyaya.jp/

静岡県中部
４市２町

272

グリンピア牧之原

期間限定のお茶摘み体験や、工場直売のお茶の販売をしていま
す。

牧之原市西萩間1151

0548-27-2995 10：00～17：00

年末年始

http://grinpia.com/

静岡県中部
４市２町

273

国の重要文化財 大鐘家

江戸時代の庄屋屋敷で時空旅行をお楽しみください。

牧之原市片浜1032

0548-52-4277 9:00～17:00

なし

http://www3.tokai.or.jp/oganeke/

静岡県中部
４市２町

274

牧之原市さがら子生まれ温泉 気です。 ※商品券のご利用は売店商品のみ。

牧之原市西萩間672-1

0548-54-1126 10:00～22:00

第２火曜日（その
他設備点検の臨
時休業あり）

http://koumareonsen.com/

静岡県中部
４市２町

275

マルあ水産

吉田町の特産であるしらす干し、釜揚げしらす、ちりめんなどを販
吉田町住吉5436-485
売しています。

0548-32-1200 7:30～17:00

なし

https://www.facebook.com/maruasuisan/

静岡県中部
４市２町

276

吉田ハム工場

贈り物にも大変喜ばれるハムやベーコンの製造を行う工場です。
直売店もあります。

0548-32-0133 9:30～18:00

水・日曜日、祝日
の月曜日

http://www.yoshidaham.com/

0548-32-7155 11:30～14:00、17:30～19:30

ご来店前に店舗
にご確認くださ
い。

店舗名

紹介文

加水無しの源泉温泉。良質な泉質（ナトリウム－塩化物温泉）が人

所在地

吉田町片岡2253-9

電

話

営業時間

定休日

HPアドレス
https://sasayaomuraisu.amebaownd.com/

静岡県中部
４市２町

284

鰻食事処カネイチ

提供するうなぎは全て静岡うなぎのみ！というこだわりのあるお店
吉田町川尻945
です。

静岡県中部
４市２町

277

和彩食堂あけぼの

川根でとれたジビエを使った料理を提供しています。

榛原郡川根本町上長尾842-4

0547-56-0102 11:30～15:00、17:00～21:00

火曜日

https://www.akebono-kawane.com/

静岡県中部
４市２町

278

四季の里

町内で生産されたものを販売しています。

榛原郡川根本町下長尾477-4

0547-56-0542 8:00～16:00

年末年始

https://satomono.jp/market/22429/13085/

静岡県中部
４市２町

279

時之栖もりのくに
（もりのいずみ、森のコテージ）

大井川を臨む絶景の露天風呂でゆったりと。

榛原郡川根本町奥泉840-1

0547-59-3800 10：00～20：00

水曜日

http://www.tokinosumika.com/morinokuni/
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