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ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【静岡市葵区】
店舗名称

店舗所在地

安堵

静岡市葵区新富町三丁目13番地の6

すし処 俺らの家まで

静岡市葵区羽鳥二丁目16番34号

color

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第2ビル6FA号室

創作鉄板焼き卓ちゃん

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第2ビル6F

らうんじ翔子

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル2階 2-B号室

M.Grande

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5 PALACE 4 4階G

倭伽 members 雅 miyabi

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5 パレス第2ビル1階

大西屋

静岡市葵区井川789番地の1

清香旅館

静岡市葵区梅ケ島5258番地の12

らぁ麺 ここん

静岡市葵区流通センター4番1号

居酒屋 英

静岡市葵区五番町3番地の13

黄鶴

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の1

とみ井

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の7

アバカム

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3 小林ビル4階

カインド

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の11幸福ビル4F

萌葱

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシビル5F

ドルフィー

静岡市葵区瀬名川二丁目27番35号

Salute

静岡市葵区昭和町4番地の3メリッサビル5B

Vin et Dessert le moment

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の3レ・サンクビル1F-C

Cantinetta Adorno

静岡市葵区鷹匠二丁目21番14号1階

竹酔茶木魚

静岡市葵区田町二丁目89番地の1

三代目清左衛門

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の11幸福ビル3階

味の店乃だや

静岡市葵区七間町16番地の10

ソワレ

静岡市葵区追手町7番17号

トリアンゴロ

静岡市葵区新通一丁目9番10号クインコア1F

お抹茶こんどうの食堂

静岡市葵区常磐町二丁目4番地の5 1F

千鳥あし

静岡市葵区駒形通四丁目4番3号

風と松

静岡市葵区人宿町1丁目2番地の9ガゼボビル1-A

Osteria TiaLoca

静岡市葵区鷹匠二丁目13番11号トピア鷹匠103号室

湯心の宿いちかわ

静岡市葵区梅ケ島5258番地の9

うなぎの篝火

静岡市葵区安倍町16番地の5

MR・MA-TO

静岡市葵区昭和町3-2アーバンビル5F

酒場13アンカーズ

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F-11

喫茶ちゃちゃ

静岡市葵区昭和町1番地の5SSタワービル地下1階

藤屋食堂

静岡市葵区宮前町105番地

呑み処いけちゃん

静岡市葵区伝馬町9番地の9伝馬小路手前から4軒目

コルヌコピア

静岡市葵区追手町7番17号

酒肴HIDE's

静岡市葵区横内町41番地の2

沼津魚がし鮨 アスティ静岡本店

静岡市葵区黒金町49番地アスティ静岡西館

沼津魚がし鮨 パルシェ6F店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ6F

食彩工房 ムッシュ MOIZUMI

静岡市葵区池ケ谷7番5号

店舗名称

店舗所在地

呑や

静岡市葵区両替町二丁目3番12号両替町千両ビルB-B

おもいでの宿 湯の島館

静岡市葵区梅ケ島5258番地の7

府中庵 待月楼

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8PISAビルB1

パブ プレステージ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8PISAビル2F

エピキュリアン

静岡市葵区鷹匠一丁目3番5号

Ｑueue

静岡市葵区瀬名六丁目17番19号

ハワイアンバーベキュービアガーデン

静岡市葵区紺屋町6番地の7静岡パルコ屋上

沼津魚がし鮨 流れ鮨 パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ食彩館1F

京昌園 瀬名川店

静岡市葵区瀬名川三丁目26番15号

吟

静岡市葵区井宮町175番地の5

覚弥別墅

静岡市葵区七間町1番地の15

フジメン

静岡市葵区御幸町3番地の21ペガサート地下1階

茄子の花 無庵

静岡市葵区昭和町1番地の4

イルターボロ 静岡呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の6モリビル1F・2F

カフェ スロー

静岡市葵区七間町3番地の10

京昌園 紺屋町店

静岡市葵区紺屋町13番地の2ニュータウンビル1F

TOWA

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5 カリオビル3F

BottleBar EDGE

静岡市葵区七間町16番地の7 OMACHIビル4B

日本料理 椿亭

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の8

寿し清

静岡市葵区駒形通一丁目2番9号

GRILL炙之介

静岡市葵区昭和町1番地の8

一華

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4 両替町プラザビル4階4-A室

呑・肴 かず

静岡市葵区昭和町10番地の12 まるよしビル1F

やぶ福支店

静岡市葵区新富町六丁目12番地の6

八丁蔵/炉囲土

静岡市葵区黒金町47番地アスティ

ぶどうの丘 新静岡セノバ店

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号

THE GARDEN CITIO

静岡市葵区伝馬町1番地の2 5F

ふじわら

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の3 コハラ呉服町ビル2F

やきとり大吉 唐瀬通り店

静岡市葵区千代田四丁目2番1号

内の家

静岡市葵区相生町16番14号

彩香（四季の味 彩香）

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル1F

魚弥長久

静岡市葵区鷹匠三丁目22番5号

MARUZEN Tea Roastery

静岡市葵区呉服町二丁目2番地の5

梅ヶ島温泉ホテル 梅薫楼

静岡市葵区梅ケ島5258番地の4

中島屋グランドホテル クロスロード

静岡市葵区紺屋町3番地の10

中島屋グランドホテル テラスレストラン

静岡市葵区紺屋町3番地の10中島屋グランドホテル2F

中島屋グランドホテル 静岡四川飯店

静岡市葵区紺屋町3番地の10中島屋グランドホテルB1F

日本料理 うおかね

静岡市葵区馬場町33番地

ルモンドふじがや

静岡市葵区昭和町6番地の1

食道居酒屋みなと静岡店

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9味の仲見世ビル2C

泉屋旅館

静岡市葵区梅ケ島5258番地の10

一茶仙

静岡市葵区駿府町1番27号 長谷川ビル1階

Liberte

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の7 オクトトキワビル 5F

店舗名称

店舗所在地

遊月

静岡市葵区紺屋町7番地の14-202

ら・びっと

静岡市葵区瀬名一丁目10番15号

マイルーム

静岡市葵区紺屋町13番地の2 ニュータウンビル4階

STANDOUT

静岡市葵区両替町二丁目1番地の15

むらこし食堂

静岡市葵区安西五丁目6番地

スナック曼陀羅

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14アフターファイブビル2F

スナック さくら

静岡市葵区音羽町4番8号

遙花

静岡市葵区常磐町一丁目四番地の5 パレスビル-2Ａ

カフェ＆ギャラリー al camino

静岡市葵区下998番地の1

Yes! Your Club

静岡市葵区昭和町1番地の2静岡スカイタウン2F202号室

クラブ アンジェリーナ

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル2階

Casso 横沢

静岡市葵区横沢449番地の25

ラウンジ ソフィア

静岡市葵区両替町二丁目2番地の3イセトービル3F

騎心

静岡市葵区両替町二丁目3番地の12千両ビル2階

Via del Borgo

静岡市葵区常磐町三丁目2番7号

フレッシュロースター珈琲問屋 静岡店

静岡市葵区昭和町1番地の6サンフォレスト静岡昭和町1階

駿河居酒屋福助

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の5

ひので

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

Rosa Blanc

静岡市葵区大岩一丁目2番11-2号

茶房 はなむら

静岡市葵区羽鳥二丁目13番66号

くうねる酒場

静岡市葵区人宿町一丁目1番地の10 SOZOSYA Mビル 1階B

中国料理 桂花

静岡市葵区大岩町5番3号

するが路

静岡市葵区紺屋町7番地の14 小梳第二ビル2C

イートインカフェ マイアー

静岡市葵区鷹匠二丁目2番5号

そば清

静岡市葵区上土二丁目16番45号

mucho

静岡市葵区鷹匠三丁目11番19号

Lounge 椎茸

静岡市葵区両替町二丁目7番地の8 十の字ビル2階

CLUB innovation

静岡市葵区両替町二丁目7番地の8 十の字ビル3階

浅間通り やぶ福

静岡市葵区馬場町93番地

Ecke

静岡市葵区北安東一丁目5番18号

BOSCH BAR&DINING

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の2 アスピスビル3階

Secret

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノ5階D

パブ プティ

静岡市葵区昭和町5番地の9 清水ビル2F

やきとり元気 静岡ゴールデン横丁店

静岡市葵区黒金町28番地の1 静岡ゴールデン横丁

STEAK DINING FUJITAKI GOFUKUCHO

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の8 金星ビル1F

トラットリア イル・パラディーノ

静岡市葵区鷹匠二丁目8番19号

Lucente

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4 パレスビル4F

沖あさり

静岡市葵区七間町14番地の6いかずちおでん街

焼肉ほるもん元気

静岡市葵区黒金町28番地の1

老舗蕎麦庵 安田屋本店

静岡市葵区横内町53番地の1

竹りん

静岡市葵区新富町二丁目9番地の4

Les trois couleurs

静岡市葵区七間町19番地の1人宿町離宮1-D

亀家満

静岡市葵区本通西町19番地の2

店舗名称

店舗所在地

お茶農家の古民家カフェ

静岡市葵区水見色1290番地

ukas kitchen style

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の9渥美ビル3F

やきとん いぞう

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の9松下ビル1階北

Bar yumoc

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第二ビル4-B

浪漫

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

水見色きらく市企業組合

静岡市葵区水見色808番地の1

樹

静岡市葵区門屋120番地

静岡個室居酒屋 美酒トロ 徳川さん

静岡市葵区紺屋町8番地の17サンタモン駅前ビル地下1階

民宿 三右ヱ門

静岡市葵区日向718番地

P-no

静岡市葵区鷹匠三丁目10番3号 五光第二ビル 102

プリテンド

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル5F

旬菜旬魚 造りの山葵

静岡市葵区紺屋町5番地の2

ワイン食堂 グルマン

静岡市葵区伝馬町8番地の3松崎ビル1F

Le Bar a Vin Gourmand Annex

静岡市葵区伝馬町8番地の3松崎ビル3F

海ぼうず アスティ店

静岡市葵区黒金町47番地

AOKI

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル4階10号

一銀

静岡市葵区鷹匠二丁目18番5号

手打ち蕎麦しずおか

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

スクラッチ

静岡市葵区両替町二丁目5番地の8新加茂川ビル2階

BUICHI

静岡市葵区人宿町一丁目3番地の10

イエローボトル

静岡市葵区伝馬町8番地の1サンローゼビル1階

Lady BLACK

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル4F

Lady YELLOW

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル3階B

椛

静岡市葵区両替町一丁目4番地の8佐乃春ビル1F

おがわ

静岡市葵区馬場町38番地

パブロフの犬

静岡市葵区常磐町三丁目3番16号プロスペール常磐102

珈琲工房 すがの

静岡市葵区東草深町1番9号

レストランハノイ

静岡市葵区栄町1番地の15他

駒形の鶏店

静岡市葵区駒形通五丁目4番5号

静岡市役所食堂

静岡市葵区追手町5番1号 3F

なりかつ

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の4

求友亭

静岡市葵区常磐町一丁目6番地の1

森カフェ

静岡市葵区大岩二丁目13番13号

CLUB ダ・ヴィンチ

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノ3階A・B

KR

静岡市葵区西門町1番地の5

パブ 波メロディー

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の11 幸福ビル4F

居酒屋 かみざき

静岡市葵区田町一丁目33番地

カフェスタジオ＠シズオカ

静岡市葵区富士見町1番地の3

天神屋 瀬名川店

静岡市葵区瀬名川二丁目4番8号

富久

静岡市葵区西草深町23番4号

イロンデル

静岡市葵区大岩町5番地の12

ドライバーズスポット天神屋NEOPASA静岡上り店

静岡市葵区小瀬戸1544番地の3

ドライバーズスポット天神屋NEOPASA静岡下り店

静岡市葵区飯間1258番地

店舗名称

店舗所在地

comma tea 静岡パルコ店

静岡市葵区紺屋町6番地の7静岡パルコB1F

割烹 三日月

静岡市葵区七間町13番地の13

M case

静岡市葵区伝馬町8番地の15朝日ビル2F

JOYSOUND静岡紺屋町店

静岡市葵区紺屋町13番地の5

酒菜屋 大鉢小鉢

静岡市葵区呉服町二丁目8番地の1アイランドプラザビル3F

大鉢小鉢 常磐町店

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の8

ラウンジ 想

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェートビル.1 4階401号店

餃子の福満

静岡市葵区駒形通一丁目3番3号

ヒトヤ堂

静岡市葵区七間町16番地の8

銀座ライオン アスティ静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ1階

Chez ROSA

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコート6階

うるし

静岡市葵区紺屋町7番地の7サンピアレ 4F

鷹匠 すだち

静岡市葵区鷹匠二丁目12番1号丸山ビル1F

ステーキ・ゴールド

静岡市葵区昭和町1番地2スカイタウンビル102号室

Lounge花凜

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の10久喜ビル2階2B号室

Lounge花凜別邸

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の10久喜ビル2階2A号室

Conche

静岡市葵区七間町16番地の7SOZOSYA OMACHIビル1A

姉妹

静岡市葵区鷹匠三丁目10番3号五光第二ビル103号

のみくい屋 TERU

静岡市葵区伝馬町8番地の13フォレスト静岡伝馬町1階

あなごや本店

静岡市葵区新通一丁目2番3号

天峰

静岡市葵区駿河町6番地の3

壽か乃

静岡市葵区浅間町1丁目5番地

パブ パートナー

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル1階3号

ブロッサム

静岡市葵区安倍口新田135番地の8

宴会・仕出し 魚武

静岡市葵区籠上3番36号

貴丸

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル1F B

食彩 酒房 3蘭花

静岡市葵区鷹匠一丁目8番9号

ふじの井

静岡市葵区鷹匠一丁目8番10号

軽食 ひろば

静岡市葵区堤町914番地の217

Ark

静岡市葵区両替町二丁目3番地の5 桃太郎ビル2C

縁だこ

静岡市葵区両替町二丁目3番地の5 桃太郎ビル1F

パブラウンジ志乃

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14アフターファイブビル4F

呑みや つるかめ

静岡市葵区七間町10番地の9シンワビル2FB号

龍

静岡市葵区昭府二丁目35番6号

スナック実酒蘭

静岡市葵区安西五丁目66番地

あずさ

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6 青葉おでん街

カフェレストラン チロル

静岡市葵区横内町12番地

ROXY

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル5F

ん ふぶき

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9

たかの

静岡市葵区紺屋町5番地の4

水ぐち

静岡市葵区音羽町4番8号

通りゃんせ

静岡市葵区山崎1-23-21

やまたこ

静岡市葵区本通一丁目3番地の6荒井ビル1F A

店舗名称

店舗所在地

鳥正

静岡市葵区黒金町28-1 静岡ゴールデン横丁

NEO TABLA Zappa

静岡市葵区鷹匠2-15-10 鷹二山梨ビル1F

千代咲

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6青葉おでん街

Azur（アジュール）

静岡市葵区昭和町6の2 アイワンビル6階 6B号室

ラス タパス

静岡市葵区紺屋町4番地の22ソワールビル3階

飲み処 ぱんぱ

静岡市葵区水道町76番地

冨屋珈琲店

静岡市葵区竜南三丁目16番18号

酒房 やまかわ

静岡市葵区鷹匠三丁目3番1号

鷹匠 やぶ

静岡市葵区鷹匠一丁目10番6号 新鷹ビル 1F

河喜久

静岡市葵区鷹匠三丁目3番1号キノシタビル1F

柿屋

静岡市葵区安西一丁目75番地柿屋ビル2F

なかやすフルーツ

静岡市葵区水落町16番9号

割烹 みなかみ

静岡市葵区千代田七丁目8番22号

安田屋

静岡市葵区平和二丁目7番4号

ぱぶ みなづき

静岡市葵区昭和町6番地の12QUTビル3D

食事処飲み処 風ちゃん

静岡市葵区長沼一丁目10番3号

宴楽

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の3パラダイスビル1F

喫茶 ぶんせん

静岡市葵区梅屋町3番地の6

真富士の里

静岡市葵区平野1097番地の38

ラウンジ クランベリー

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の3

リゾートホテル 鈴桃

静岡市葵区足久保奥組1188番地

マリールウ

静岡市葵区常磐町三丁目2番13号タケジビル1F

居酒屋 海月

静岡市葵区川合三丁目15番31号

トキ

静岡市葵区人宿町二丁目2番地の13近藤ビル1F

ニョッキのお店 PaPa

静岡市葵区神明町18番地の17

麺呑処 鶏の巣

静岡市葵区山崎一丁目24番地の13

レストラン菜園

静岡市葵区北三丁目10番17号

碧

静岡市葵区駿府町1番12号教育会館1F

十月

静岡市葵区横内町47番地

こんや銘酒館

静岡市葵区梅ケ島4219番地の5

八千代寿し鐵

静岡市葵区八千代町63番地

ちくね

静岡市葵区巴町34番地

RAN

静岡市葵区南瀬名町6番47号

韓旅

静岡市葵区伝馬町9番地の34

味彩

静岡市葵区長谷町18番地

らうんじ凛

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェードビル.1 3階

ＳＷＥＥＴＳ ＆ ＤＩＮＮＥＲ ＢＯＩＬ’Ｓ

静岡市葵区紺屋町7番地の7 サンピアレビル2階

スナック ラ.ラ

静岡市葵区上土一丁目15番8号

居酒屋 J&B

静岡市葵区遠藤新田253番地の6

ぱぶ てる庵

静岡市葵区昭和町4番地の2 エル･コーポ燦々ビル4階B号室

みの春

静岡市葵区瀬名川三丁目16番6号 ハイリゲンブルートマンション1F

ラ・ルージュ

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2 NSコートビル4F

梨杏(ホテルアソシア静岡)

静岡市葵区黒金町56番地

店舗名称

店舗所在地

パーゴラ (ホテルアソシア静岡)

静岡市葵区黒金町56番地

那古亭 (ホテルアソシア静岡)

静岡市葵区黒金町56番地

京都 つる家 (ホテルアソシア静岡)

静岡市葵区黒金町56番地

エストマーレ (ホテルアソシア静岡)

静岡市葵区黒金町56番地

アルポルト (ホテルアソシア静岡)

静岡市葵区黒金町56番地

かぶら屋 静岡御幸町店

静岡市葵区御幸町4番地の2

かぶら屋 静岡紺屋町店

静岡市葵区紺屋町5番地の7 田中ビル1F

Manosu

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノビル6階 C

ワイケイズバー

静岡市葵区常磐町三丁目2番19号

浮殿

静岡市葵区紺屋町11番地の1

喫茶 ぴぁ～

静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁東館2階

しんや

静岡市葵区坂ノ上913番地の1

和風スナック ルミ

静岡市葵区駒形通五丁目1番9号

焼津 たち吉静岡店

静岡市葵区昭和町6番地の2アイワンビル2階

ディライト

静岡市葵区瀬名川二丁目20番20号

大庄水産 静岡駅前店

静岡市葵区御幸町6番地静岡セントラルビル1階

定食のまる大 静岡北口店

静岡市葵区御幸町11番地の8レイアップ御幸町ビル1階

お魚総本家 アスティ静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡1階

旬彩酒家 みたけ

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の10グリンパールビル2階B

和

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の10 グリンパールビル1F

千代田 吉野鮨

静岡市葵区川合二丁目1番17号

ダイニング居酒屋 一代目

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビルB1

居酒屋 まるやま

静岡市葵区東町37番地

どんぶり屋 呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目1番地の12富吉ビル1F

台湾料理 幸楽園 羽高店

静岡市葵区羽高町3番45号

ご飯ととろろ とろ麦 静岡伊勢丹店

静岡市葵区呉服町一丁目7番地 静岡伊勢丹8階

Moga̲Ru

静岡市葵区御幸町5番地の2REVIVE1F

キッチンちづる

静岡市葵区北安東三丁目23番7号

勇夢路

静岡市葵区両替町二丁目7番地の16

勇夢路 松富店

静岡市葵区松富一丁目14番1号

個室 塊肉と炊き肉 和牛アカデミー呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目6番地の10レイアップ呉服町ビル3F

全国産直地鶏×個室居酒屋 静岡地鶏センター呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目6番地の10レイアップ呉服町ビル2階

軽食喫茶 ぽけっと

静岡市葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内

ラ・ポシェット

静岡市葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア複合棟内

萬福酒家

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の3 グリフィンビル101

すし・魚処のへそ 静岡本店

静岡市葵区黒金町38番地

くうのみバル しずおかばっかぁ アスティ東館店

静岡市葵区黒金町54番地の3

SORA

静岡市葵区両替町二丁目７番地の5パレス 4階E

カフェ・ド・プチ

静岡市葵区横内町72番地

あやちゃん

静岡市葵区昭和町3番地の10ひょうたん横丁

エリザベス

静岡市葵区常磐町三丁目3番16号プロスペール常磐1F

お好み焼き みかみ

静岡市葵区馬場町93番地

大阪焼肉・ホルモンふたご

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の2リッツビル1F

店舗名称

店舗所在地

沼津うまいラーメン松福Family呉服町通り店

静岡市葵区紺屋町1番地の5

大衆食堂 イマさん アスティ静岡

静岡市葵区黒金町47番地

岡むら うさく

静岡市葵区紺屋町14番地の2HOTEL ZOE 1階

尚

静岡市葵区上足洗二丁目12番17号

戸隠そば 呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目1番地の1札の辻ビル

戸隠そば 本店

静岡市葵区清閑町12番1号

哲麺縁静岡沓谷店

静岡市葵区沓谷五丁目62番地の3

山海食彩 実りの樹

静岡市葵区駒形通一丁目1番30号

清沢大川農業産物加工センター ふるさと茶屋

静岡市葵区赤沢51番号の1

モスバーガー静岡竜南店

静岡市葵区竜南一丁目16番16号

ぼうや商店

静岡市葵区両替町二丁目6番地の6河村ビル1.2F

本家あべや

静岡市葵区紺屋町3番地の1CROSSNINE8F

居酒屋 おいちょ

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の11

Baby Gang

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の3玄南ときわビル2階

あそVｉVa！劇場

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の6

彌-amane-

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル6階602号室

手打ち蕎麦 たがた

静岡市葵区常磐町二丁目6番地の7

油山温泉元湯館

静岡市葵区油山2335番地の４

La Cave de NAGAFUSA

静岡市葵区鷹匠三丁目19番18号ドマーニ鷹匠1F

パティスリー ル テニエ

静岡市葵区新通1丁目6番24号

野菜を食べるカレーcamp MARK IS 静岡店

静岡市葵区柚木1026番地MARKIS静岡

カウンターバー うふ

静岡市葵区両替町二丁目４番地の11ファーストビル6F

博多一風堂 JR静岡駅店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

リトルマーメイド JR静岡駅店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

磯おろし 戸隠そば JR静岡駅店

静岡市葵区黒金町54番地の3アスティ静岡東館

ドトールコーヒーショップ 静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地 静岡パルシェ1F

飛八

静岡市葵区常磐町1丁目5番地の4パレスビル1 1F E

となりのハッチ

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の12

EIGHT

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル4階A

ATO

静岡市葵区呉服町二丁目8番地の9アクロス辻源ビルB1

かどや

静岡市葵区相生町14番27号

リッシュボーテ

静岡市葵区昭和町4番地の2燦々ビル5A

オイスター バー クイーン エンジェル

静岡市葵区両替町二丁目5番地食肉会館ビル201

Karaoke bar RYU

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5ジュラシックビル5F南号室

ATO LABO

静岡市葵区紺屋町5番地の12富吉ビル2F

割烹 辻

静岡市葵区呉服町7番地の10ツボヤビル1，2階

プンバァ5

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル3階C号

長八珈琲店

静岡市葵区駿府町1番32号

ジャンボカラオケ広場 静岡本店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の9

ジャンボカラオケ広場 紺屋町店

静岡市葵区紺屋町1番地の2

駿府の肉処 静岡そだち

静岡市葵区追手町2番15号MRK追手町2F

OSTERIA Buona Vita

静岡市葵区大岩二丁目29番18号

船正

静岡市葵区吉野町5番3号

店舗名称

店舗所在地

BROLO

静岡市葵区鷹匠一丁目14番31号吉野寿ビル1F

居酒屋 むさし

静岡市葵区千代田二丁目14番17号

魚進

静岡市葵区長沼631番地

桜寿し

静岡市葵区横田町4番13号

こだわりとんかつ かつ政竜南店

静岡市葵区竜南一丁目16番13号

Lounge Queen

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第二ビル 6階D号

すなっく喫茶 華

静岡市葵区安倍口新田577番地の5

如月

静岡市葵区紺屋町4番地の27森川ビル3階1号

パブ 台北

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル5階-14

湧水

静岡市葵区唐瀬二丁目1番12号

おでん屋ゆうちゃん

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の1 青葉横丁

和Dining葉隠

静岡市葵区両替町二丁目7番地の12 滝浪ビル2階

lieto

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9 フィエスタ両替町3F

Barbie

静岡市葵区両替町二丁目5番地の17三笑ビル2F

Loungeはな

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の7 オクトトキワビル地下1階BF-A

COWBOY人宿町店

静岡市葵区人宿町二丁目1番地の9梅屋ビル1F

ゼロアール

静岡市葵区両替町二丁目5番地の13石井ビル2F

Avanti

静岡市葵区常磐町1丁目5番地の4 パレス1ビル 4F

洋風料理屋 くぼぢ食堂

静岡市葵区鷹匠一丁目11番10-2号

ビストロ向日葵亭

静岡市葵区七間町10番地9 シンワビル1F

麺屋 燕 駿府町

静岡市葵区駿府町1番15号

麺屋 燕 両替町

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコートビル1階1-C号室

呑み処いろは

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2号NSコートビル二階E

来来亭 南瀬名店

静岡市葵区南瀬名町22番48号

韓国料理 GANGCHU

静岡市葵区紺屋町1番地の3岩久本店ビル7階

J’z music lounge

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第二ビル4階A

熟成豚肉ダイニングHAM

静岡市葵区横内町90番地

あかいひょうたん

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル2階 2-A-2室

驛前松乃鮨

静岡市葵区追手町1番21号オーテシティビル2階

静岡居酒屋 あおいヤ

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル1階

居酒屋 ちゃっきりや

静岡市葵区御幸町7番地の11御幸ビル1階

居酒屋 ひょうたんや

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の21

水塩土菜

静岡市葵区相生町6番22号

non lem

静岡市葵区昭和町4番地の3 メリッサビル3B

旬のお料理 さんすい草木

静岡市葵区東静岡一丁目1番57号 柚木の郷内

香縁

静岡市葵区昭和町5番地の8LanceBd3F

鳥さん

静岡市葵区研屋町50番地山内ビル1F

KUSHITTORIYA 横二

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル1F

日々楓

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の1玄南偕楽ビル3F

SANZO

静岡市葵区千代二丁目10番40号

創作ダイニング必然

静岡市葵区紺屋町8番地の18クボタビル2F

Bachelor キッチン

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の7オクトトキワ1-B

白楽天

静岡市葵区沓谷五丁目14番地の15

店舗名称

店舗所在地

旬菜酒房わいも

静岡市葵区七間町8番地の25PISA2ビル1F

寿し乃 む佐志

静岡市葵区井宮町76番地の1

BISTRO CHICKEAT 静岡呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の10育英会ビル1階

ラ・ペコラ

静岡市葵区昭和町4番地の8瑠漫館1F

ClocH MhoR

静岡市葵区七間町10番地の9シンワビル5階

林檎

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノ8階A

club chocolate

静岡市葵区紺屋町4番地の12ホワイトホライズンビル5階

オデコマン

静岡市葵区紺屋町3番地の4地下1F

TACOCAFE

静岡市葵区上足洗四丁目9番22-5号

寿し市

静岡市葵区人宿町一丁目3番地の17

路地裏韓居酒屋 韓唐韓

静岡市葵区黒金町38番地の1

AVANTI

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル8階803号室

GAJAH

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の23

雫

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル4F403

-yukko-

静岡市葵区山崎二丁目25番地の4

居食屋 さん

静岡市葵区水落町16番13号

ラ・ヴァリエ

静岡市葵区水落町5番12号

セルフBAR ICHIYA

静岡市葵区鷹匠二丁目21番8号 日吉さかえビル7F-B2

『肉山』静岡

静岡市葵区鷹匠一丁目2番1号SOZOSYA鷹匠ビル2F

天文本店

静岡市葵区七間町14番地の1ザ・エンブル七間町102号室

サイゼリヤ 静岡千代田店

静岡市葵区千代田七丁目10番26号

MANILA MODE

静岡市葵区紺屋町4番地の12 ホワイトホライズンビル2階

レーヴ

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5 カリオビル4階402号室

凜花

静岡市葵区七間町8番地の25PISAビル4階4A号室

サイゼリヤ 静岡アスティ店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

バー シリウス

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル 3F-301号室

酒処 まるちゃん

静岡市葵区紺屋町6番地の12地下1階

サイゼリヤ 静岡東急スクエア店

静岡市葵区伝馬町6番地の1 B1階

株式会社大村バー

静岡市葵区人宿町一丁目5番地の8

あまねここち

静岡市葵区屋形町4番地の4SHOWAビル1階

横浜家系ラーメン 静岡魂心家

静岡市葵区紺屋町7番地の17山ビル

らーめん矢吹

静岡市葵区紺屋町4番地の22

とんかつ不知火

静岡市葵区紺屋町4番地の6ガーデンスクエア第5ビル

きも屋

静岡市葵区両替町二丁目7番地の1秋山ビルB-左

WoodyCloud

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェードビル2F

もんじゅ

静岡市葵区瀬名七丁目29番32号

カルネ

静岡市葵区両替町一丁目5番地の2グランドメゾン両替町102号

器いろ

静岡市葵区両替町二丁目7番地の1秋山ビル201

霜月

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

Ti Amo

静岡市葵区両替町二丁目4番地の11ファーストビル5階B

GEN

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル5階

Eternal Buddy

静岡市葵区本通二丁目1番地の3シャンボール本通1F

ミナデイン

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル3階302号室

店舗名称

店舗所在地

ROKU

静岡市葵区鷹匠三丁目22番7号

おかずやmaspi

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の7冨井ビル3F

ナポリウーノ新静岡ペガサート店

静岡市葵区御幸町3番地の21ペガサートビル1Ｆ

お酒と珈琲 狐RI絵

静岡市葵区昭和町4番地の2サンサンビル3FA

三千世界

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2 NSコートビル5F-S

サングリア鷹匠店

静岡市葵区鷹匠一丁目7番13号エスパシオビル鷹匠1F

天ぷら すぎ村

静岡市葵区追手町1番21号オーテシティビルB1F

NOA'S ARK

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10 両替町ビル7階E

Kayo-bi

静岡市葵区七間町16番地の7 2B

CLUB KINGDOM

静岡市葵区昭和町6番地の2アイワンビル5階5A号室

Le CLUB

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKT第2ビル4階

炭火串焼処 鳥こまち 静岡店

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の14柄の叶屋1F

川ジビエ安倍藁

静岡市葵区人宿町一丁目1番地の5海野ビル1F

レストラン ジュードポム鷹匠

静岡市葵区鷹匠二丁目10番7号パサージュ鷹匠1F

フルール ラパン

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の7 ITO人宿町ビル104

UdagawaBase Cafe

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の3パラダイスビル2階

ミュージック ラウンジ イマージュ

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル6FA号

洋食みなみグリル

静岡市葵区竜南一丁目19番31号

治作

静岡市葵区昭和町1番地の1

呑み喰い処 希羅羅

静岡市葵区東千代田二丁目17番9号

GRAN-AZURI

静岡市葵区両替町二丁目6番地の10SKT第一ビル4階・5階

パブ・グレース

静岡市葵区昭和町3番地の10ひょうたん横丁

寿し幸 実宇栄

静岡市葵区紺屋町13番地の6

Wildcat

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5 PALACE 4

らあめん花月嵐 清閑町店

静岡市葵区清閑町4番7号

カシェット

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル7階702号室

鷹匠 和京

静岡市葵区鷹匠三丁目10番3-101号

TheOysterHouseShizuoka

静岡市葵区黒金町49番地PARCHE本館6F

串ぼうず

静岡市葵区幸町4番地の13

椿

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノビル4階

サーモンパンチ 静岡店

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の2サンシャイン呉服町1F

カラオケマック 静岡両替町店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の4ピクシスビル1階

ANDY

静岡市葵区両替町二丁目7番地の28ライブネットレクサス602

K&K

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の16

INTER NATIONAL CULB Miss AOI

静岡市葵区七間町9番地の10 ワイシーシー第2ビル1階

きじょうもん

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の２サンシャイン呉服町2F・3F・4F

国産イタリアンDa-nozze

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の17

ふかた食堂 Ｑ太郎

静岡市葵区駒形通5丁目4番1号 田中ビル101

大衆酒場 お志づ

静岡市葵区黒金町38番地の1

味楽苑 両替町店

静岡市葵区両替町二丁目5番目の8新加茂川ビル1F-A

のみや P

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の15 2F

白家

静岡市葵区両替町1丁目6番地の9 1Fイ号

オステリア カルネ

静岡市葵区鷹匠一丁目4番9号

店舗名称

店舗所在地

鮨処 若いわい

静岡市葵区音羽町3番18号

レストラン駿河

静岡市葵区瀬名一丁目22番1号

レストラン駿河

静岡市葵区水落町1番30号常葉大学水落校舎1階

憩の場age38

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の22

BAR ouchi

静岡市葵区両替町二丁目7番地の1秋山ビルB棟1階

河童土器屋

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の3

八助

静岡市葵区西門町2番16号

こなもん・鉄板酒場・Daruma

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の1村田ビル2F

BonaDea

静岡市葵区紺屋町6番地の6ミツヒサ紺屋町ビル6F

Muse Amuse

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル6F

CasualBar Gemini

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5ジェードビル.1 4階404号

まあじゃん乙女団

静岡市葵区紺屋町6番地の6ミツヒサ紺屋町ビル4階

Buco

静岡市葵区七間町10番地の10光ビル2階

歌声・喫茶らら＆音広場NeMoGo

静岡市葵区両替町二丁目7番地の12滝浪ビル5F

Bar Welcome Back

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル3階F号室

レストラン駿河

静岡市葵区追手町9番6号東館16階

がーるずばー月光少女

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5 パレスIV 7階A

駿河亭

静岡市葵区追手町9番6号本館1階

若いわい

静岡市葵区安倍口新田56番地1

おだっ喰い

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の1 青葉横丁2F

K3.BAR

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5 ジュラシックビル4F

Dining＆Bar StayGold

静岡市葵区両替町二丁目5番地の9黒川ビル２F

Casual Cigar&Bar BrandNewSunset

静岡市葵区両替町二丁目5番地の9 黒川ビル３階A

侍ちゃんぷる 静岡店

静岡市葵区両替町二丁目5番地の9 黒川ビル１F

芋蔵 呉服町店

静岡市葵区呉服町2丁目5番地の6呉服町パーキングビルB棟2・3階

MouMou Cafe

静岡市葵区呉服町2丁目5番地の６ 呉服町パーキングビル棟1階

Rocco

静岡市葵区鷹匠一丁目4番9号田村ビル2F

smacznego

静岡市葵区鷹匠二丁目10番8号パサージュ鷹匠1-B

らーめん ダイニング Wai・Wai

静岡市葵区古庄三丁目18番23号 チサンマンション古庄1階

七福

静岡市葵区紺屋町6番地の10の2 1Ｆ

Bistro Ravigote

静岡市葵区錦町9番地の1

タイ料理 アローイ・アロイ

静岡市葵区西門町2番14号

実宇栄はなれ 鮨 福 幸司

静岡市葵区紺屋町3番地の1CROSSNINE9F

サロン・ドゥ・アース

静岡市葵区鷹匠二丁目10番7号パサージュ鷹匠2F

Bacchus

静岡市葵区昭和町1番地の2静岡スカイタウンビル208号

りりぃふ

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル2階2号

Aoba Stand 最後の晩餐

静岡市葵区両替町二丁目3番地の1 村ビレッジNo.2

青葉公園通り HENRYGALETTE

静岡市葵区両替町二丁目1番地の7 青葉田園ビル１F

旬香 まつい

静岡市葵区沓谷5丁目52番地の6

鷹匠 HENRY GALETTE

静岡市葵区鷹匠一丁目12番1号青葉園ビル1F

鷹匠 ななは

静岡市葵区鷹匠一丁目14番32号

らーめんマルイチ

静岡市葵区相生町7番18号

朝までダイニングSHIRUSHI

静岡市葵区昭和町1番地の2スカイタウンビル2階

店舗名称

店舗所在地

porta

静岡市葵区両替町二丁目4番地の11ファーストビル3階A号室

酒彩らく

静岡市葵区昭和町4番地の3メリッサビル2FA

ナイトイン丸

静岡市葵区常磐町三丁目3番11号

LACIEL

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジュードビル.1 7階701号

gentleman's club 胡蝶

静岡市葵区七間町16番地の7OMACHIビル4階4A

こいな鮨

静岡市葵区駒形通五丁目4番1号

Steppin Cafe

静岡市葵区千代田三丁目11番22号

BLUE BLUE

静岡市葵区常磐町3丁目3番11号

双龍

静岡市葵区両替町二丁目3番地の22プレイタウンビル5F

割烹 青柳

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の11杉徳ビル1階

喫茶オーロラ

静岡市葵区瀬名川三丁目16番6号ハイリゲンブルート1-D

C's Dining EN

静岡市葵区羽鳥四丁目1番1号

寿し鐵 おおしお

静岡市葵区浅間町一丁目36番地

料理と咲け とが路

静岡市葵区七間町9番地の5トレンズビル1階B号室

龍-DRAGON-

静岡市葵区両替町二丁目3番地の24プレイタウンビル3F

ヘルシーカフェ Merry

静岡市葵区瀬名川二丁目15番18号

CASA LINDO

静岡市葵区研屋町32番地の2

香香飯店 静岡2号店

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の10さつきビル1階

香香坊 静岡両替町店

静岡市葵区両替町二丁目4番地の11ファーストビル1階

香香飯店 静岡紺屋町店

静岡市葵区紺屋町4番地の9松永紺屋町ビル1階

Quatre Plaisir

静岡市葵区相生町7番17号

hugcoﬀee両替町店

静岡市葵区両替町一丁目3番地の9 わかさビル1階 B・C

Good Old Table cheers

静岡市葵区伝馬町8番地の11プチリヴェール伝馬町B1

hugcoﬀee 紺屋町店

静岡市葵区紺屋町11番地の1浮月ビルアネックス

あら川

静岡市葵区大岩二丁目6番24号

50's Bar

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の23 Box-5ビル2F

人宿韓酒場 by pegopayo
韓国バル ペゴパヨ

静岡市葵区七間町16番地の3 2F
静岡市葵区呉服町二丁目9番地の6辰巳ビル2F

OCEANS11

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノビル8階BCD号

みろくさんぶ

静岡市葵区弥勒一丁目5番30号

licotta

静岡市葵区紺屋町7番地の4 TC21ビル2階

Gotch Second

静岡市葵区紺屋町7番地の4 TC21ビル3F

CHARCO

静岡市葵区横内町72番地

boucher

静岡市葵区鷹匠二丁目20番5-2号

ガスト 静岡千代田店

静岡市葵区千代田一丁目1番45号

浮月

静岡市葵区紺屋町11番地の1

ガスト 静岡安西店

静岡市葵区安西一丁目13番地

わらんちゃ

静岡市葵区人宿町二丁目3番地6

談楽

静岡市葵区両替町二丁目6番地の3テルツァポルタ1F

呑み処 巴

静岡市葵区千代田六丁目30番33号

パブリックバー久

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の8弥栄ビル2F

ITALIANダイニング BOEM

静岡市葵区昭和町6番地の5

BarRing

静岡市葵区紺屋町4番地の23ライブネット紺屋町ビル5F

店舗名称

店舗所在地

築地寿司清

静岡市葵区呉服町一丁目7番地 静岡伊勢丹8F

Queen’S

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

すんぷ そーめい

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

BULL

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第2、4F

しゃぶ葉 静岡店

静岡市葵区紺屋町17番地の1葵タワー地下1階区分004区画10

くしあそび

静岡市葵区両替町二丁目7番地の18アフターファイブビル5F

ガスト 静岡呉服町通り店

静岡市葵区紺屋町1番地の6 2階

ambitious

静岡市葵区昭和町4番地の2エル・コーポ燦々ビル4階A号室

おふみ

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7青葉横丁

Gemminy's

静岡市葵区伝馬町10番地の9松本ビル1F

PIZZERIA PURO SORRISO

静岡市葵区人宿町一丁目2番地の6セントマルタ人宿町1F

鷹匠町 美鶴

静岡市葵区鷹匠二丁目9番11号

風来橋

静岡市葵区桜町一丁目4番3号

旬彩 こはく

静岡市葵区七間町18番地の1PIVOT静岡1F

天玄

静岡市葵区新富町四丁目10番地

台湾料理 盛興順

静岡市葵区竜南二丁目3番35号 平沼第1ビル 1F

台湾料理 福来順

静岡市葵区柳町52番地の1

中華料理 美味鮮

静岡市葵区平和一丁目18番3号

GOLDEN DOG FARm

静岡市葵区水見色830番地

Rowan

静岡市葵区常磐町三丁目3番16号プロスペール常磐101

宴

静岡市葵区両替町二丁目3番地の6大原ビル1F

Joie Joie

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル3階E

月の華

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル6F601

大衆酒場 太八屋

静岡市葵区伝馬町17番地の8

れすとらん アンジュール

静岡市葵区人宿町一丁目5番地の7

小だるま亭

静岡市葵区横田町2番１号 YYビル2F

ｙ

静岡市葵区常磐町三丁目2番12号 タケジビル１F

ラフィエット

静岡市葵区七間町16番地の3SOZOSYAテラス2B

Guardia

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス3階

DIANA

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル1 2階C・D号

焼肉うしなり

静岡市葵区昭和町3番地の17秀和ビル2階

ROYS

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル2階A

D-ROOM

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル2階E

ジャルダン

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス 1階B

B-FRITES

静岡市葵区七間町16番地の7OMACHIビル1C

大阪やき三太

静岡市葵区上土二丁目17番6号

戎

静岡市葵区田町七丁目1番地の5

Habilispace

静岡市葵区太田町4番地M&M1A

寿司職人びる川

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の8

KING GHIDORAH

静岡市葵区両替町二丁目5番地の19 2F

Baraf

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ両替町ビル3階

コロニアルキッチン

静岡市葵区紺屋町8番地の3モガミビル2F

へのへのもへじ

静岡市葵区昭和町6番地の12

店舗名称

店舗所在地

光伸

静岡市葵区弥勒一丁目3番8号

呑み処 しずく

静岡市葵区常磐町二丁目4番地の7八木藤貸店舗1F

巴寿し

静岡市葵区巴町68番地

ALLEE RESTAURANT

静岡市葵区鷹匠三丁目18番20号古永家ビル2階

カラオケBAR はぷにんぐ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8PISAビル4B

カラオケBARでりばりー

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル7階D号

Cure

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル4階4-D室

10月と日曜日

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の19

喫茶 KAN

静岡市葵区城北52番地の2

カラオケ喫茶 スナック 華あかり

静岡市葵区羽鳥六丁目1番3号前田コーポ107号

Bar 飛翔

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の6

末広寿し 本店

静岡市葵区鷹匠三丁目3番13号

GREEN CAFE

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の6 B1F

駒形や庄助

静岡市葵区駒形通六丁目5番9号

ニアン

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9味の仲見世ビル3F

葵

静岡市葵区末広町108番地

Bistro

WASABI

静岡市葵区紺屋町5番地の13

居酒屋 ひさご

静岡市葵区大岩一丁目3番30号

まっちゃん家

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の6GoToビル1F

いなり寿司専門店 みどり寿し

静岡市葵区岳美20番29号

日本料理くりた

静岡市葵区常磐町三丁目2番18号 パークマンション常磐町1B号

一蘭 静岡店

静岡市葵区紺屋町7番地の7サンピアレビル1階

芦家 丈左衛門

静岡市葵区瀬名川一丁目21番30号

せせらぎの宿 紅竹

静岡市葵区富沢1444番地の3

Number

静岡市葵区両替町二丁目2番地の8スマイルビル2階

KNOCK

静岡市葵区紺屋町6番地の10大石ビル1階

酔一

静岡市葵区与一四丁目3番26号

お燗と中華 華音

静岡市葵区両替町二丁目5番地の8新加茂川ビル2階D

Roji

静岡市葵区人宿町一丁目6番地の16 1F南

KANZAKE JUNKIE

静岡市葵区駿河町1番地の20平尾ビル1階

炭火焼 角鹿

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の1 10階

居酒屋 酔漁

静岡市葵区横田町2番10号 サンハイツ横田103号

BAR-CODE

静岡市葵区常磐町一丁目2番の1フレンド久喜ビル1F

29BIYORI-KOIKE

静岡市葵区鷹匠二丁目10番8号パサージュ鷹匠

Bloody Mary

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル8階北側

California Beach

静岡市葵区両替町二丁目1番地の6 マサキビル 5階

BMP

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10 両替町ビル6階A号室

ビリヤード ファイブ・スポット

静岡市葵区東千代田一丁目20番6号

Lounge SISTER

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5 パレス4 4階A

Bar GS

静岡市葵区人宿町一丁目1番地の12 加藤ビル2F

おんどる

静岡市葵区長沼651番地

寿し割烹 羽衣

静岡市葵区六番町7番地の3

七ふくろう

静岡市葵区鷹匠二丁目20番10号山川ビル1F西側

店舗名称

店舗所在地

珍家 鳥八

静岡市葵区竜南3-12-4

麺屋suguha 両替町店

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3小林ビル1F

どみんご

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7青葉横丁

まつもると

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2 NSコート5F

すゞ本

静岡市葵区本通三丁目16番地

鮨ふじわら

静岡市葵区両替町一丁目3番地の14マエダビル1F

まる井

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の3 グリフィンビル1F

のぞみ

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

Serendipity

静岡市葵区鷹匠2丁目3番4号

手打蕎麦 こなや

静岡市葵区平和三丁目20番44号

上海小籠包祥瑞

静岡市葵区紺屋町3番地の6平野屋ビル1階・2階

そばきり次郎

静岡市葵区常磐町一丁目7番3号

北京ダック 祥瑞

静岡市葵区黒金町55番地 静岡交通ビル2階

ホルモン焼 やまだ

静岡市葵区昭和町4番地の1

呉服町Combine

静岡市葵区呉服町二丁目6番地の1GDSワシントンビル2F

永遠

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4 パレスビル3階B

ホルモン焼 やまだ

静岡市葵区鷹匠三丁目12番6号

華

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス4 2階B

魚鉱

静岡市葵区南一丁目12番23号

魚河岸 大作

静岡市葵区黒金町54番地の3 アスティ静岡東館

コーヒーハウス 白い屋根

静岡市葵区羽鳥四丁目4番1号

人宿町やどりぎ座

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の2 SOZOSYAキネマ館2F

静岡レディースクリニック

静岡市葵区日出町10番地の3

馬肉bar829

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1階4号

カフェ山と海と太陽 アスティ静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館1階

三ツ矢堂製麺

静岡市葵区東千代田二丁目11番15号

Angraecum

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKT第2ビル3階

魚がし 魚膳

静岡市葵区紺屋町8番地の9駅前みのやビル1階

たまや

静岡市葵区西門町2番16号

クラリス

静岡市葵区柳町54番地

エルポジート

静岡市葵区昭和町4番地の7中山ビル1F

PEARLLADY 茶BAR アスティ静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

ともぞう

静岡市葵区川合一丁目9番22号

カレーハウスCOCO壱番屋 静岡古庄店

静岡市葵区古庄一丁目10番2号

綾華

静岡市葵区昭和町6番地の2 Ai1ビル8階

すし居酒屋 ふくわらい

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビルC-1

atari CAFE&DINING 新静岡セノバ

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号新静岡セノバ5F

雛

静岡市葵区両替町2丁目5番地の3 入船ビル4階

ライブハウス UHU

静岡市葵区七間町9番地の10池田ビルB1

テキーラダイナー

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の9 1F

ふじのくにテラス

静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁別館20階

club cherie

静岡市葵区昭和町1番地の2 静岡スカイタウン2階206

PANGAEA

静岡市葵区昭和町3番地の10

店舗名称

店舗所在地

DOT COOL

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル6F

さくら

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の7 ITO人宿町ビル102

静岡かきセンター 肉寿司

静岡市葵区両替町二丁目4番地の10 玄南ビル1F

炭火焼×ダイニング すみか

静岡市葵区瀬名一丁目18番35号

2Peace

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の2リッツビル1階

YAK-YAK

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェードビル5階

cafe福

静岡市葵区鷹匠二丁目3番2号サンシティ鷹匠101号

とり酢鳥冠

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の23BOX5 1F

素敵にダイニング

静岡市葵区両替町二丁目7番地の1秋山ビルB 1F

Karaoke Bar ONZE

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5ジュラシックビル3階南号室

ハックルベリー

静岡市葵区安東一丁目5番11号

新通り 松乃寿司

静岡市葵区新通二丁目1番21号

GREEN

静岡市葵区紺屋町4番地の12 ホワイトホライズンビル3階

それなり

静岡市葵区昭和町7番地の2カメリア1F

郷港

静岡市葵区伝馬町23番地の8

ワイルドジャイブ

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル3階A.B.C室

清六家 静岡両替町店

静岡市葵区両替町二丁目3番地の1浜村ビル1F

Bar Mash

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14アフターファイブビル6F

yatai che

静岡市葵区七間町14-6

台湾料理 万客来

静岡市葵区沓谷五丁目8番地の12

PEPIN

静岡市葵区両替町一丁目3番地の9わかさビル1-A

Rosetta

静岡市葵区七間町7番地の10丸雄ビル2階

りんくるカフェ 静岡店

静岡市葵区両替町二丁目5番地の7花崎ビル3階

G-CODE 静岡店

静岡市葵区両替町二丁目5番地の7花崎ビル2階

cafe' Piano

静岡市葵区宮ヶ崎町23番地コーポ宮ヶ崎1FB

Kawara CAFE&KITCHEN

静岡市葵区紺屋町6番地の7静岡パルコ3F

喰海

静岡市葵区両替町二丁目1番地の7青葉田園ビルB1F

たけい

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3

Spice 6

静岡市葵区瀬名一丁目16番78号 1F

油山苑<油山温泉>

静岡市葵区油山2215番地の2

Ananda

静岡市葵区鷹匠二丁目14番12号La・Tierra・鷹匠1-A

Japanese Monsters

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の1ライブネット青葉ビル2F

人宿町食堂

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の6加賀ビル1階

CHRISTEL GIRL'S CLUB

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル3階No.9

代々木八幡さとう

静岡市葵区人宿町二丁目4番地の6 加賀ビル1階

月虹

静岡市葵区両替町二丁目3番地の4両替町STビル1階

クラフトビアステーション

静岡市葵区紺屋町5番地の7田中ビル2階

日向夏

静岡市葵区太田町39番地の3

礼

静岡市葵区鷹匠二丁目19番1号鷹匠鷲見ビル1F

博多天ぷら専門店 おひるごはん

静岡市葵区瀬名川一丁目22番41号

Bistro HaRyu はりゅう

静岡市葵区人宿町一丁目3番地の12

じゅげむ

静岡市葵区上石町2番地の9

酒笑 青

静岡市葵区上石町7番地の2稲垣ビル1F

店舗名称

店舗所在地

ITAMAE朝太郎

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の2 SOZOSYAキネマ1C

チクタク open the kitchen

静岡市葵区丸山町36番地

Osteria&Bar MANCINO

静岡市葵区鷹匠一丁目7番6号堀内ビル1F

康華飯店

静岡市葵区新富町三丁目30番地

中華料理金泉軒美川町本店

静岡市葵区美川町10番17号

DAHAMI

静岡市葵区安東一丁目5番11号

スナック心

静岡市葵区山崎一丁目24番地の13

一番出汁

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7 青葉横町

潺々

静岡市葵区昭和町5番地の8ランスビル1F

多酒多菜 もんや

静岡市葵区伝馬町12番地の7 天馬パークビル2階

桜

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の1青葉横丁

SHIZUOKA AOI GIRLS SCHOOL

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル3階8号

放課後

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル3階No.7

静岡女子寮

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル1階2号

鷹匠さくらや

静岡市葵区鷹匠二丁目3番2号サンシティー鷹匠103

華々

静岡市葵区両替町二丁目2番地の7第2カドデビル２－Ｂ

旬彩はづき

静岡市葵区沓谷三丁目2番17号 海野ハイツ1-B

千華

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3

キャンディ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の3グリフィンビル2階 204号

ヴィノスやまざき

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号 新静岡セノバ1階

Wiz Music Bar＆Restaurant

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の3

飲食 KAZU

静岡市葵区瀬名川三丁目16番6号

コドナ

静岡市葵区昭和町4番地の3メリッサビル2F

居酒屋 大福星

静岡市葵区山崎二丁目35番地の17メゾンヤマザキ105

kubota

静岡市葵区鷹匠三丁目20番3-2号

Shizuoka BBQ TERRACE

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9 味の仲見世ビル屋上

日本料理花みづき

静岡市葵区瀬名一丁目19番37号

寿し幸本店

静岡市葵区田町二丁目141番地

焼肉ふみた徳市

静岡市葵区南瀬名町3番8号

ブラスリートムジュニア

静岡市葵区両替町二丁目7番地の13 静岡ユーアイホテル2F

Cauda

静岡市葵区両替町二丁目4番地の16 金龍ビル１F

湯元屋

静岡市葵区梅ケ島5258番地の13

CALLEJERO

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3青葉小路2号

こばやし

静岡市葵区紺屋町5番地の1

colonnade

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコート3-I

STAND MARKET

静岡市葵区紺屋町3番地の14第2コスモスビル2F

まぐろ丼 ぶんた

静岡市葵区紺屋町3番地の4大石ビル地下1階

福来

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の8弥栄ビル1F

まんてん。

静岡市葵区七間町12番地の1

TANDEM JIVE

静岡市葵区駿河町7番地の5大里ビル1号室

入船鮨 葵タワー店

静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー地下1階

入船鮨 両替町店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10 両替町ビル1F

居酒屋 たけみ

静岡市葵区岳美一丁目11番56

店舗名称

店舗所在地

シナモン

静岡市葵区人宿町一丁目3番地の18宇井店舗1階

海鮮食家 福一丸

静岡市葵区昭府1丁目18-15 2階

風

静岡市葵区新伝馬3-9-4

居酒屋 さんぽみち

静岡市葵区横田町2番10号サンハイツ横田101

ラクレット＆肉バル ハイジ

静岡市葵区両替町二丁目5番地の13石井ビル2F

club BILLION

静岡市葵区昭和町6番地の2アイワンビル8階

Bar Believe

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル3G

dining mimiネ

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル3F

Bar 明

静岡市葵区昭和町4番地の3メリッサビル3F

MADONNA

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル4階F

シャンティ・タウン

静岡市葵区常磐町三丁目2番12号タケジビル2F

大和

静岡市葵区常磐町3-2-12

バビローニャ

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノビル2F

徳川さん/ひとわん/太陽/雫/八角/番長/鳥鶏/さくら屋

静岡市葵区紺屋町8番地の17サンタモン駅前ビル1階

みやび

静岡市葵区籠上5番地の24

炭虎

静岡市葵区両替町二丁目5番地の19

cove

静岡市葵区紺屋町11番地の1浮月ビル1階

Lounge Chill

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル7階A区画

鳥匠

静岡市葵区常磐町三丁目3番4号

ラーメンすがい上土店

静岡市葵区上土二丁目16番29号

雅楽亭

静岡市葵区東草深町11番1号

すし屋の佳賢

静岡市葵区紺屋町4番地の10-3階

グルテンフリー ベジアラモード

静岡市葵区鷹匠三丁目20番20号アクシス鷹匠1階

魚と串と酒と人 旬男 しゅんまん

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2 1F

LILA

静岡市葵区鷹匠二丁目10番7号パサージュ鷹匠2 1-1

そば処新ばし

静岡市葵区安東三丁目20番32号

Shingenの時間

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5 カリオビル1階

麺屋 吟蔵

静岡市葵区東千代田三丁目6番6号

og

静岡市葵区昭和町1番地の5SSタワービル1階

やきとん豊田

静岡市葵区安東一丁目5番21号

D's Bar

静岡市葵区両替町二丁目2番地の7第2カドデビル2F-A

NOM

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

cafe anna

静岡市葵区鷹匠三丁目10番18号

麺匠 真海

静岡市葵区七間町10番地の11渥美ビル1F

サン・シミズ

静岡市葵区東鷹匠町3番18号

withS

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル5F

メイドダイニングひまわり

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8 満寿田ビル2階5号

TOIRO

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の2

hipahipa

静岡市葵区紺屋町4番地の12ホワイトホライズンビル7階

96＋

静岡市葵区呉服町二丁目3番地の10 平和苑美濃屋ビル3-B

Bar ミリオン

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14アフターファイブビル3階3-A室

おおむら

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7青葉横丁

酒佳 てっぺん

静岡市葵区二番町1番地の2

店舗名称

店舗所在地

のんきや

静岡市葵区田町二丁目138番地

明月支店

静岡市葵区馬場町100-4

HiMiKo

静岡市葵区昭和町1番地の2スカイタウンビル2F

Step

静岡市葵区常磐町1丁目4番地の2ハラタビル-1F

居酒屋 呑

静岡市葵区安倍口新田519番地の3

そば居酒屋しんご

静岡市葵区常磐町三丁目3番15号常磐ビル1F

Very

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4 パレスビル5階B号

アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル静岡パルシェ

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ本館1階

カトレヤダイニング

静岡市葵区御幸町10番地の2松坂屋静岡店本館8階

第二美濃屋

静岡市葵区馬場町92番地の7

ぱるけカフェ 静岡パルコ店

静岡市葵区紺屋町6番地の7静岡パルコ1F

うなぎ亭

静岡市葵区安東三丁目20番26号

Cafe Bar Creed

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコート3階3-JK室

mi-亭

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の2ハラダビル2階2-A室

Canevacanza

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の11セントラルコート七問町1F

GXI

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレスビル4 5階

常夜燈

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の4山茶花ビル2階B

KINFOLKBAR

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の1清水ビル1F

スナック鷹

静岡市葵区鷹匠三丁目5番15号第一ふじのビル2F

中華居酒屋 文文飯店

静岡市葵区駿府町2番5-1号

酒・肴 ふみ

静岡市葵区瀬名四丁目6番25号

Rangea

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル3階D号

一福カフェ

静岡市葵区七間町10番地の9シンワビル3F

焼肉酒采 牛匠

静岡市葵区北安東五丁目1番5号

machikadoワインバル

静岡市葵区昭和町1番地の2スカイタウンビル1F

Good Old Table

静岡市葵区伝馬町8番地の15朝日ビル1F

月よ棚

静岡市葵区安東一丁目5番11号1F真ん中

Malt Room

静岡市葵区鷹匠ニ丁目15番10号鷹ニ山梨ビル103

タリーズコーヒー 静岡パルシェB1F店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェB1F

寿美一

静岡市葵区新間461番地

ワンコップ

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の6

LemonLemon

静岡市葵区駿河町4番地の2

Swinger

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14号アフターファイブビル3F

豚骨屋 すぎ多 両替町スクランブル店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKT第2ビル1F

地下

静岡市葵区紺屋町7番8号 第三ヒダビルB1F

肉豆冨とレモンサワー 大衆食堂安べゑ静岡御幸町店2階

静岡市葵区御幸町6番地の5パレス第三ビル2F

焼きのみつき

静岡市葵区両替町二丁目3番地の27両替第一ビル1階A

民芸酒房 いろり

静岡市葵区巴町20番地

桃翠茶寮

静岡市葵区日出町6番地の19

zitane

静岡市葵区昭和町4-3 メリッサビル3F（A）

Shisha&DiningBar MARCH

静岡市葵区追手町1番21号オーテシティビル2F

園庭カフェ

静岡市葵区古庄三丁目18番12号

中華料理 聚福閣

静岡市葵区安倍口新田16番地の22

店舗名称

店舗所在地

Bosco

静岡市葵区落合742番地

泰平

静岡市葵区両替町二丁目3番地の11

どろん

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の1ライブネット青葉ビル9F

喰処 さくら

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル7階F号

いすゞ

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7

大連

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル6階

菖蒲

静岡市葵区昭府一丁目10番25号

Dining Bar 美愛

静岡市葵区両替町二丁目5番地の8新加茂川ビル4G

Shun-Ran

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8 PISAビル3F

なかじま園 農園カフェ

静岡市葵区羽鳥本町11番21号

窯焼きピザ CAFE' 長兵衛

静岡市葵区水見色880番地

PIATTO da ninosa

静岡市葵区新通一丁目10番11号渡辺ハイツ101

GIOCARE

静岡市葵区鷹匠三丁目11番3号

おくに/らーめん

静岡市葵区新富町六丁目1番地

巧

静岡市葵区七間町16番地の7OMACHIビル2階

一膳屋

静岡市葵区鷹匠二丁目3番5号

F

静岡市葵区両替町二丁目3番地の27両替第一ビル4F

だるま

静岡市葵区瀬名川二丁目33番22号

うどん8

静岡市葵区人宿町二丁目5番地6

よりどころ忠庵

静岡市葵区山崎二丁目28番地の10

Bar 大代園

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の1玄南偕楽ビルB1

松竹

静岡市葵区巴町20

闇よ棚

静岡市葵区両替町一丁目6番地10-201号

カフェ コムサ 静岡伊勢丹店

静岡市葵区呉服町一丁目7番地静岡伊勢丹8F

TEN

静岡市葵区両替町二丁目2番地の11中日本ビル3階

シャムロックカレー

静岡市葵区鷹匠一丁目11番15号MIC新静岡1F

源氏山

静岡市葵区鷹匠三丁目20番18号

日本酒 梟師

静岡市葵区七間町16番地3SOZOSYAテラス店舗1B

てっぱん屋 虎鉄

静岡市葵区紺屋町8番地の3モガミビル1F

とんとん

静岡市葵区川辺町一丁目1番1号

すしやの市

静岡市葵区常磐町二丁目7番地の1

さざん

静岡市葵区伝馬町9番地の9 伝馬小路1階

とも&羅賀亜

静岡市葵区常磐町三丁目6番7号

よっ茶漬け

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコートビル2F-F

Bar rookie

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8PISAビル2階2B

Tropical lounge 3.15

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル4階

Deep Bond

静岡市葵区両替町二丁目5番地の17三笑ビル3階

紀尾井

静岡市葵区宮ケ崎町94番地の2

アクター

静岡市葵区七間町9番地の10ワイシーシー第2ビル4F

うたげ

静岡市葵区鷹匠二丁目14番12号ラティエーラ鷹匠1F

ラウンジ ニューペガサス

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の4成田第一ビル地下1階

春日

静岡市葵区常磐町二丁目8番地の5

みなみ苑

静岡市葵区美川町4番20号

店舗名称

店舗所在地

中華飯店 新京

静岡市葵区駿府町1番38号

カツカレーのジャイアン

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の6GOTOビルA号室

PinkjackCafe

静岡市葵区伝馬町7番地の10

庵

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル７FD号

スシロー東静岡店

静岡市葵区長沼1008番地の1

鳥秀

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の2アスピス2 1B

常磐酒郭 あかふくろう

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の2

cocori

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

タカデザイン

静岡市葵区東鷹匠町16番地の6タカデザイン内

リメンバー

静岡市葵区七間町8番地の6アクトセブンビル5F

きち

静岡市葵区両替町二丁目4番地の16金龍ビル1F

梟月

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第二ビル2階C

delta

静岡市葵区両替町二丁目2番地の7第2カドデビル1階東

バーカク

静岡市葵区七間町14番地の6

いしの屋

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7

寿司勝

静岡市葵区七間町8番地の6

Ruﬁna

静岡市葵区伝馬町9番の15リベルテヒラノ1－A

やきとり 花むら

静岡市葵区車町12番地大羽ロイヤルマンション102

長安

静岡市葵区瀬名一丁目16番21号

新新京

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシビル1F

Home Hamburger

静岡市葵区上石町7番地の2稲垣ビル1F

きよさわ里の駅

静岡市葵区相俣200番地

Fiesta Garcia

静岡市葵区七間町11番地の5 イマココビル1F-12

CACAO BRAVO！

静岡市葵区上足洗四丁目8番8号

PIZZERIA 22

静岡市葵区鷹匠三丁目21番20号河合ビル１Ｆ

ess

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル2Ｆ

cafe SCENE

静岡市葵区北安東一丁目29番6号

チョウタリ

静岡市葵区紺屋町7番地の7サンピアレビルB1F

赤勘兵衛

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレスビル4 2F

炭焼き串処 かさい

静岡市葵区研屋町29番地の4

ステーキハウス ブル

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3 2階

CHROME

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル6階603号室

お食事処もちづき

静岡市葵区駒形通三丁目1番17号

大人のらーめん ヒトヤドノクジラ

静岡市葵区七間町16番地の3 SOZOSYA TERRACE 1A

ibrido

静岡市葵区人宿町 丁目6番地の12

ＰｙｏｎＫｉｃｈｉ 静岡店

静岡市葵区紺屋町4番地の27森川ビル1Ｆ

マクドナルド静岡安倍街道店

静岡市葵区昭府1一丁目10番5号

ベガス

静岡市葵区両替町二丁目3番地の22プレイタウンビル4階

安田家

静岡市葵区瀬名中央三丁目20番15号

BETTYS

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル4階E

BLACK JACK

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル6階D号

Locomani ロコマニ

静岡市葵区鷹匠一丁目10番6号 新鷹ビル１F

cafebar HEAVEN

静岡市葵区本通二丁目3番地の11

店舗名称

店舗所在地

カレーハウスCoCo壱番屋 静岡平和店

静岡市葵区平和一丁目18番7号

しずおか魚市場直営店 JR静岡駅アスティ東館

静岡市葵区黒金町54番地の3

しずおか魚市場直営店葵タワー店

静岡市葵区紺屋町17番地の1葵タワー地下1階

まぐろ一筋 みやもと

静岡市葵区黒金町54番地の3アスティ静岡東館

ミゼルバ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の3グリフィンビル1階104号室

呑処 鞠舞

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の2松浦グリーンハイツ1F

apt

静岡市葵区常磐町二丁目4番地の7八木藤ビル２F

ジャジャ倶楽部

静岡市葵区両替町二丁目7番地の7にじびる4F

へそ静岡1号店

静岡市葵区紺屋町4番地の26招福ビル1F

幸屋

静岡市葵区上石町7番地の2稲垣ビル1F

さかもと

静岡市葵区沓谷四丁目12番15号

サーティワンアイスクリーム静岡竜南店

静岡市葵区千代田四丁目3番10号

ぺこ

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

てんま屋 静岡駅北口店

静岡市葵区紺屋町8番地の9駅前みのやビルB1

マクドナルド静岡北街道店

静岡市葵区沓谷五丁目61番地の4

ベンジョンソン

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ両替町5F

千寿雁亭

静岡市葵区千代田四丁目55番地1号

クロンボ 古庄店

静岡市葵区古庄三丁目26番10号

みすゞ

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

かん奈

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル4F

天空の和 dining さわ

静岡市葵区昭和町6番地の2アイワンビル10F

鉄板焼 Bistro さわ

静岡市葵区昭和町6番地の2アイワンビル2F

しずまち SAWA

静岡市葵区昭和町6番地の2アイワンビル1F

廻船漁港 福一丸

静岡市葵区柚木1026番地

エンゼル

静岡市葵区七間町5番地の9

焼肉ホルモン6番町

静岡市葵区六番町1番地の15

わたんじ

静岡市葵区紺屋町4番地の26

遊菜巧房 岩市

静岡市葵区沓谷三丁目4番22号

COA SHIZUOKA

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル4階401

HaleHale

静岡市葵区瀬名川二丁目26番24号

Spice Curry & Cafe 陽だまり

静岡市葵区横山139番地の1

DlningBar 刹那

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレスビル4 5C

LIVING ROOM

静岡市葵区七間町10番地の9 シンワビル4F

彩家（さやか）

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の8常磐町村上ビル1階

コシーナ

静岡市葵区紺屋町4番地の14紺屋町藤ビル3F

シノワバルRinoshiyo

静岡市葵区紺屋町4番地の9松永紺屋町ビル2F

Business Salon bar Emicle

静岡市葵区常磐町一丁目５番地の４パレスビル3D

韓国家庭料理 福豚

静岡市葵区昭和町4-3メリッサビル1F

よって候

静岡市葵区瀬名一丁目18番59-1号

gatchy

静岡市葵区昭和町6番地の12 QUTビル4階A

揚屋たけ

静岡市葵区常磐町二丁目5番地の8

たこやき竹

静岡市葵区北安東一丁目28番29号

Coﬀee&Galleryやまぼうし

静岡市葵区辰起町8番17号

店舗名称

店舗所在地

アミー

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス4 4階

L CLAN

静岡市葵区両替町二丁目７番地の５ パレスIV ６階Ａ

Y’s Shoeshine

静岡市葵区伝馬町7番地の9天馬ビル3F

和風セクキャバおい乱

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の2笹本ビル2階

料理人 ひでじ

静岡市葵区七間町8番地の25PISA2ビル

セクキャバ・パイザウス

静岡市葵区両替町二丁目4番地の10 ライブネット両替町ビル2階

マクドナルド静岡呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目1番の10

マクドナルド 静岡駅アスティ店

静岡市葵区黒金町47番地

Ｒｅｓｔ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5ジュラシックビル2階北号室

Cozy

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5 ジュラシックビル2階南号室

美代志寿司

静岡市葵区昭和町3番地の10ひょうたん横丁

マクドナルドMARK IS 静岡店

静岡市葵区柚木1026番地MARKIS静岡3階

手羽先かっちゃん

静岡市葵区人宿町二丁目1番地の3宮川ビル1F

陣太鼓

静岡市葵区昭和町5番地の9

ボード・ブリッジ

静岡市葵区安東1丁目5番11号

きつねや食堂

静岡市葵区羽鳥三丁目14番21号

BELL STORE

静岡市葵区七間町9番地の2紙業会館ビル2F

the Light.

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル地下1階B-A室

Lounge Antique

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェードビル.14階403

十日町

静岡市葵区川辺町一丁目1番15号

レストランルッカ

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の4武蔵ビル4F

Lummel

静岡市葵区瀬名中央四丁目6番6号

マドモアゼル

静岡市葵区昭和町1番地の2 静岡スカイタウン3階302号室、306号室

大胡椒

静岡市葵区御幸町10番地の2松坂屋静岡店8F

すずなりキッチン

静岡市葵区下1108番地の8

和

静岡市葵区山崎ニ丁目35番地の17

エリーゼ

静岡市葵区昭和町1番地の5エスエスタワービル5階

IZAKAYA ゆりちゃん

静岡市葵区常磐町二丁目12番地の２

一品料理あしたば

静岡市葵区人宿町二丁目2番地の13

春夏秋冬

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3

ナマステニッポン

静岡市葵区太田町31番地の1小野ビル1階

銀杏亭

静岡市葵区横田町8番10号

居酒家 そら

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の3玄南ときわビル2階

ラ・パンセ

静岡市葵区呉服町2丁目9番地の4山茶花ビル2A

Salon de Bar 方美

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル801号室

どんちゃん

静岡市葵区七番町4番地の3

和彩厨房 膳

静岡市葵区鷹匠一丁目10番16号

ao warau

静岡市葵区東草深町10番1号

株式会社三笑亭本店

静岡市葵区両替町二丁目2番地の2

里

静岡市葵区横田町3番4号

一八

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の10 鋳会館ビル地下1階

佳すい

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3

enough

静岡市葵区七間町5番地の6

店舗名称

店舗所在地

Brassrie Togacchi

静岡市葵区両替町一丁目6番地の14

Razza Rossa

静岡市葵区人宿町一丁目3番地の12

居酒厩舎

静岡市葵区西門町1番26号

夜食バーふらっと

静岡市葵区鷹匠一丁目7番8号 2F

三好屋支店

静岡市葵区平和一丁目15番24号

THE BIBANDAM

静岡市葵区七間町13番地の12藤ビル2階

マリアサンク

静岡市葵区紺屋町8番地の3モガミビルド３F

ワインバー・ボナペティ

静岡市葵区紺屋町6番地の4

LEMONeD

静岡市葵区七間町8番地の6 ACT7 1Fおく

グランダッド

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKTビル6F

ゆり

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の3コハラ呉服町ビル1F

ひこね

静岡市葵区馬場町32番地の1

Cloud９

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス4 4階Ｄ

ほっとい亭

静岡市葵区両替町二丁目7番地の18

トラットリア イル パパトーレ

静岡市葵区昭和町1番地の2スカイタウンビル1F

食事処 お茶や

静岡市葵区梅ケ島4066番地

CLUB B5

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の2一番館5階

練馬鳥長・静岡

静岡市葵区鷹匠一丁目7番8号

レストラン ninosa

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の2 SOZOSYA キネマ館1階

うさぎ丸本店

静岡市葵区瀬名中央四丁目7番18号

炭火焼肉 中込精肉店

静岡市葵区千代田二丁目2番35号

Bar Jet

静岡市葵区七間町14番地の6 いかずち神社おでん街

やきとり80 本店

静岡市葵区七間町14番地の6 別雷神社境内4号

フレッシュネスバーガー 静岡東急スクエア店

静岡市葵区伝馬町6番地の1静岡東急スクエア 1階 1109区画

SSAW

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3 青葉小路

スナック しょう

静岡市葵区山崎2丁目33番地の6

Dining bar Connect

静岡市葵区紺屋町6番地の4 柴田ビル 3F

黄金の里

静岡市葵区梅ケ島5342番地の3

ゴールド・クロス

静岡市葵区七間町18番地の14千田ビル2Ｆ

アイニク

静岡市葵区鷹匠二丁目25番17号チサンクロスロード鷹匠103

桜梅桃李

静岡市葵区昭和町3番地の17秀和ビルB1F

三羊

静岡市葵区駿府町1番42号

Bonnie ＆ Clyde

静岡市葵区両替町二丁目5番地の8新加茂川ビル5階

タリーズコーヒー 静岡パルシェ5F店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ5F

game cafe BINGO

静岡市葵区紺屋町1番地の10やぶ福本店ビル地下1階

おらが蕎麦

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡1F

しゃぶしゃぶ但馬屋静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ6F

とんかつ新宿さぼてん

静岡市葵区黒金町46番地アスティ西館

アオイパフェ

静岡市葵区人宿町一丁目1番10SOZOSYA Mビル1階

たっちゃん

静岡市葵区車町37番地

BAR HANGOUT

静岡市葵区両替町二丁目3番地の12千両ビル2F-C

BLUE BOOKS cafe

静岡市葵区御幸町4番地の6Denbill1階（1-1区画）

どるちぇ

静岡市葵区落合1160番地

店舗名称

店舗所在地

frowery cafe cachette

静岡市葵区紺屋町6番地の7吉田ビル2階A

New kalzada

静岡市葵区両替町二丁目3番地の27両替第一ビル3階A

うしなり

静岡市葵区昭和町5番地の9 清水ビル101

酒楽食楽

静岡市葵区昭和町10番地の1鈴木ビル1F

RUMOUR

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル6階F区画

クラブ 綺薇

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の2 一番館地下一階

ひまつぶし.

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の1

Lounge Red Lips

静岡市葵区呉服町二丁目3番地の10平和苑美濃屋ビル3階C号室

サラティー

静岡市葵区千代二丁目10番25号

モンマスティー 静岡店

静岡市葵区鷹匠3三丁目8番4号

THIRD

静岡市葵区駿河町7番地の5

IRIS

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5ジュラシックビル3F北

REXX

静岡市葵区上土二丁目16番48号

モニカ

静岡市葵区両替町二丁目6番地の3テルツァポルタ3F

三田菜

静岡市葵区両替町二丁目6番地の3テルツァポルタ2F

大和

静岡市葵区羽鳥一丁目3番2号

焼肉10

静岡市葵区駿府町1番15号叶屋ビル2階

サンマルクカフェ 静岡葵タワー店

静岡市葵区紺屋町17番地の1葵タワーB1

マリンロード

静岡市葵区五番町7番地の15

居酒屋 繁正

静岡市葵区鷹匠一丁目11番9号

サンマルクカフェ 静岡伊勢丹前店

静岡市葵区呉服町一丁目30番地札の辻クロスビル 1階

サンマルクカフェ マークイズ静岡店

静岡市葵区柚木1026番地

浮月

静岡市葵区紺屋町11番地の1

Casual Bar Jack Rose

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第2ビル2Ｂ

呉服町タップルーム

静岡市葵区呉服町二丁目５番地の２２ソシアルカドデビル ２F

と金や

静岡市葵区紺屋町6番地の9紺屋町中ビル3F

香魚

静岡市葵区相生町8番2号望月ビル1F

のれん人生

静岡市葵区人宿町二丁目1番地の3

イタリアンレストラン レッコリッコ

静岡市葵区音羽町2番12号カーサミラ音羽2Ｆ

フラットファイブ

静岡市葵区梅屋町4-9 辛倉ビル1F

Freakyshow

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ5階

紫禁城

静岡市葵区鷹匠二丁目20番5-1号

たぬき亭

静岡市葵区両替町一丁目6番地の９味の仲見世ビル1F-２

静壱家

静岡市葵区本通西町35番地の5

居酒屋 やす

静岡市葵区七間町11番5 1F-5

め・まんまビアンマンジェ

静岡市葵区北沼上四丁目9番1号

パブクスクス

静岡市葵区七間町5-3 エビスヤビルB1F

ドトールコーヒーショップ 静岡呉服町2丁目店

静岡市葵区呉服町二丁目2番地の10

TAK CHIKEN ラボ

静岡市葵区昭和町4番地の7 中山ビル 2F

アイビーハウス

静岡市葵区瀬名1-27-63

博多もつ鍋やまや アスティ静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館内

サブウェイ 静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地静岡パルシェ本館1F

えてるな2 エターナ

静岡市葵区両替町二丁目六番地の4 ジェードビル1 3階302号

店舗名称

店舗所在地

Olive

静岡市葵区両替町2-3-15 小早川ビル2F

手打ちそば やお源

静岡市葵区横田町2番10号 102

カラオケパブ 花琳

静岡市葵区南瀬名町6番47号

軽呑処 花々

静岡市葵区呉服町2-9-10 グリーンパークビル1F3号

ChineseカラオケBAR 琳

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14アフターファイブ4-B

猫壺

静岡市葵区安西5丁目1番地の2

SalondeCATS

静岡市葵区両替町2-6-4 ジェードビル1 3F301号室

12

静岡市葵区紺屋町7番地の14小梳神社第2ビル1F

thirty seven

静岡市葵区両替町二丁目2番地の5降矢ビル2階

G2 SHIZUOKA

静岡市葵区紺屋町12番地の1ドン・キホーテ静岡両替町店6F

snack ChanMe

静岡市葵区呉服町二丁目9-4 武蔵ビルB1

maison 4s

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ両替町4F4A号室

Day's curry

静岡市葵区御幸町7番地の3杉田ビル1F

かすり

静岡市葵区常磐町2-3-6 青葉おでん街

NU

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の10 2F

Stamping ground

静岡市葵区七間町5番地の8 2F

有限会社 あさひ

静岡市葵区西草深町28-4

Bar B.B.

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレスビル2F

PAYASO

静岡市葵区両替町2-7-7ニジビル5F

JOLI BEE

静岡市葵区両替町2-7-7ニジビル5F

ユルったりバル らくだ1号

静岡市葵区紺屋町4番地の10静岡市旅館会館ビル1Ｆ

酒場る だだダらくだ

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の26静専ビル1Ｆ

レストラン＆パティスリー リリウム

静岡市葵区七間町15番地の1 1Ｆ

ラ・ヴェンヌ

静岡市葵区昭和町6-12求友亭ビル4階4D

手打ち蕎麦 太郎庵

静岡市葵区古庄三丁目25番20号

Lounge 洋子

静岡市葵区昭和町1番地の2静岡スカイタウンビル107号室

カウンターパブ ざぼん

静岡市葵区昭和町3-10

Bar ドウム

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の5三島ビル2階

なずな

静岡市葵区両替町2丁目3番地の9カメヤビル3F

ロック喫茶マキタさんとミッちゃんトコ

静岡市葵区伝馬町8番地の15朝日ビル3Ｆ

Fiiiine

静岡市葵区西草深町6-34グランドパレス白鳥106

金魚

静岡市葵区昭和町3-10 1F

Lounge Kay

静岡市葵区紺屋町12-5カプチーノビル4F

G・グリーン

静岡市葵区追手町1-21オーテシティビル４F

分副

静岡市葵区七間町11-5イマココビル1F

松八

静岡市葵区常磐町２丁目12-10

来て幸

静岡市葵区水落町18-23

ゆくら

静岡市葵区昭和町3番地の2アーバンビル3F

スナック モナ

静岡市葵区本通3丁目16-3

喫茶 ペーパームーン

静岡市葵区常磐町三丁目6番13号

味人

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9 味の仲見世ビル2F A

The Pint Shack

静岡市葵区御幸町4番地の6

小手毬

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル1F

店舗名称

店舗所在地

イルカフェ

静岡市葵区川合一丁目２番１号

NeIL

静岡市葵区伝馬町1番地の2ホテルシティオ2Ｆ

Gaest.

静岡市葵区呉服町二丁目6番地の1 GDSワシントンビル3Ｆ

キャッツアイ

静岡市葵区呉服町二丁目8番地の6コハラ呉服町ビル3階

CHERRY BEANS

静岡市葵区伝馬町8番地の1サンローゼビル2Ｆ

ソルトウォーター

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3青葉小路横町5号

CHERRY BEANS CAFE

静岡市葵区呉服町二丁目6番地の1レイアップ呉服町ビル1階

Diego

静岡市葵区鷹匠一丁目12番12-102号

CLUB DE LAMELA

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル7階

アンアンピザハウス

静岡市葵区鷹匠二丁目6番21号

中華料理 香蘭

静岡市葵区鷹匠二丁目11番9号

麺と鮪のスパイシーダイニング あねタン

静岡市葵区紺屋町3番地の1 CROSS NINE 5F

CHERRY BEANS BASE

静岡市葵区産女1314番地

カラオケまねきねこ 静岡本店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の3 3階

カラオケまねきねこ 静岡両替町2号店

静岡市葵区両替町二丁目3番地の10

カラオケまねきねこ 静岡紺屋町店

静岡市葵区紺屋町14番地の1

串かつクシゾー

静岡市葵区伝馬町16番地の1

GROW STOCK

静岡市葵区紺屋町6番地の9紺屋町中ビル 5階

天丼てんや 唐瀬店

静岡市葵区上足洗三丁目13番20号

Diosa

静岡市葵区両替町二丁目5番地の21ウィッシュ静岡4階

ヴァン・ファン・ツカモト

静岡市葵区伝馬町9番地の7

天津飯店

静岡市葵区呉服町1-7

BUZZ

静岡市葵区両替町二丁目7番地の1秋山ビルＢ棟2階

ネパールの館

静岡市葵区瀬名川一丁目32番25号

八剣伝 南瀬名店

静岡市葵区南瀬名町4-22

サクレ・クール

静岡市葵区昭和町3番地の17秀和ビル3階

すーさん家

静岡市葵区昭和町10-12まるよしビル1F

四季の恵 もり

静岡市葵区紺屋町4番地の22 ソワールビル2階

岩久本店 葵タワー店

静岡市葵区紺屋町17番地の1葵タワーBF

豊後高田どり酒場

静岡市葵区御幸町8-3パレスV 2階

ぷち きの娘

静岡市葵区七間町11-5中田ビル2F

ネクスト

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル6Ｆ

ブルーセ

静岡市葵区西瀬名町23-17

おしゃべり処 島んちゅう

静岡市葵区瀬名川一丁目26番86号

滝浪商店

静岡市葵区長谷町17番地の2

目利きの銀次

静岡市葵区御幸町8-3パレスV 1階

MAYA

静岡市葵区常磐町1-5-4パレスビル1 ２F-B号

もりちゃん

静岡市葵区井宮町32

日本料理 崇月

静岡市葵区常磐町3-3-19

中国料理：努努龍

静岡市葵区両替二丁目4番地の9フイエスタビル2F

戸隠

静岡市葵区呉服町2丁目2番地の19

梅屋町酒場 MAEDA

静岡市葵区梅屋町2-13小松ビル1F

Polestar

静岡市葵区両替町二丁目4番地11 ファーストビル2階2B

店舗名称

店舗所在地

中華料理 満堂紅

静岡市葵区紺屋町17番地の1葵タワーB1F

集い あひる

静岡市葵区研屋町49

スナック ビバ

静岡市葵区与左衛門新田27-3

MUGEN

静岡市葵区両替町二丁目7番地の18アフターファイブビル2F

吉野

静岡市葵区東鷹匠町2-41

用宗港 武島

静岡市葵区屋形町6番地の2

戸隠 新富店

静岡市葵区新富町三丁目12番地

六四

静岡市葵区常磐町1-1-1

喫茶 あいせる

静岡市葵区東草深町3番18号 静岡市女性会館内

BLOOM

静岡市葵区柳町148番地の78

Lan

静岡市葵区昭和町3番地の2 アーバンビル5C

友達んち

静岡市葵区両替町2-4-8満寿田ビル7F-B

やま宮

静岡市葵区羽鳥六丁目4番21号

茶ばしら

静岡市葵区常磐町1-4-5パレス2 1F1A

eternal

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル401号

Beartrice

静岡市葵区両替町2-3-2NSコート3F3－H室

Aigre Doux:ce

静岡市葵区竜南一丁目16番20号

おでんや ようこ

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7

はなぶさ

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4 両替町プラザビル5階5-E室

麺屋 すぎ多 瀬名川店

静岡市葵区瀬名川2二丁目27番33号ルーキービル103号

(舞心)

静岡市葵区常磐町一丁目6番地の1求友亭ビル3階

手打ちそば吉野

静岡市葵区鷹匠1丁目7-10

Bar bibs

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9味の仲見世ビル2F E号

九州 ほんな骨

静岡市葵区川辺町二丁目4番10号

くわ屋食堂

静岡市葵区西門町2番4号

ぶらく

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の1

てんや 東静岡店

静岡市葵区長沼南7番1号

ポエム

静岡市葵区銭座町39番地の1平尾ビル1階

振り子

静岡市葵区瀬名川一丁目26番86号

焼肉ライク静岡呉服町店

静岡市葵区紺屋町1番地の3岩久本店ビル1F

和厨房 筒井

静岡市葵区北安東三丁目3番31号

ディプント 静岡店

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の6辰巳ビル1F

あんず

静岡市葵区両替町二丁目4番地の16金龍ビル1F

IL BAR ASTY静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

小料理 菊正

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス4ビル4F

ぴいすけ

静岡市葵区池ケ谷8番30-1号

ながしま倶楽部

静岡市葵区田町4丁目33

石部屋

静岡市葵区弥勒2-5-24

にしき

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の1ライブネット青葉ビル102号

松乃寿司支店

静岡市葵区南沼上三丁目2番16号

えころ

静岡市葵区新富町三丁目一番地

日本料理 新

静岡市葵区両替町1丁目3-39M・A館2F

そばの実

静岡市葵区川辺町二丁目2番3号センチュリーするが1F

店舗名称

店舗所在地

中華料理心苑

静岡市葵区両替町二丁目5番地の7花崎ビル1F

なに花っこ

静岡市葵区瀬名川二丁目11番16号

あかり

静岡市葵区七間町8番地の6ACT7ビル2F

ごう

静岡市葵区常磐町一丁目6番地の2グリーンハイツ和門1階A号

LA

SOMMELIRE

静岡市葵区御幸町7番地の5アイセイドービル1F

クラブ クレバー

静岡市葵区常磐町三丁目4番2号門出常盤町ビル1階

橋詰

静岡市葵区西門町1番2号

たこでん 本店

静岡市葵区音羽町19番7号

ナカミヤ

静岡市葵区呉服町2丁目9-4山茶花地下

居酒屋 蔵

静岡市葵区鷹匠2-4-44

24区

静岡市葵区紺屋町4番地の23ライブネット紺屋町ビル2F

おそばcafe プシケ

静岡市葵区横田町5番5号

のっけ家

静岡市葵区紺屋町4番地の27森川ビル

CLUB IRIS

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKT第2ビル6階

ARROW

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKT第2ビル7階

ふるはし

静岡市葵区鷹匠1丁目4-15

泰兵衛

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシビル2F

如水

静岡市葵区昭和町4番地の2 エル・コーポ サンサンビル2階A

割烹 河太郎

静岡市葵区黒金町55番地 静岡交通ビルB1F

裏手参道

静岡市葵区御幸町7番地の5アイセイドビル3F

家庭料理 佐和井

静岡市葵区西門町1番10号

Boogie back

静岡市葵区御幸町4番地の2ポワソンビル1F.E号

ツーベース

静岡市葵区昭和町8-1

食い家

静岡市葵区瀬名2丁目7番43号

栞

静岡市葵区昭和町4番地の2 エル・コーポ燦々ビル3階B号室

みなみ

静岡市葵区常磐町2丁目3番地6青葉おでん街

マチャン レストラン 静岡

静岡市葵区駒形通六丁目10番12号

ブルーパンサー

静岡市葵区両替町二丁目4番地の11 5階

Spicy Curry WANYA

静岡市葵区山崎二丁目35番地の17メゾンヤマザキ103号

てんぷらと海鮮料理 博

静岡市葵区昭和町6番地の12 求友亭ビル1階1号

メジルシ

静岡市葵区御幸町7番地の5アイセイドービル2階

龍芳

静岡市葵区東二丁目11番3号

常きわ

静岡市葵区梅屋町4番地の12

食堂一・二・三

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の5BROOKLYH SQUARE2F

アロハテーブル

静岡市葵区御幸町4番地の6Denbill 2階

森内茶農園

静岡市葵区内牧705番地

T's green omachi

静岡市葵区七間町16番地の7OMACHIビル1B

すえよし

静岡市葵区新富町3丁目1番地

夜明け前

静岡市葵区鷹匠3-11-1

N

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5 カリオビル7階703号室

Lounge SAMANTA BAR

静岡市葵区両替町2丁目4番地5カリオビル503号室

Bar ALCOHOL RHYTHM

静岡市葵区駿河町1番地の22

Ritz Club

静岡市葵区昭和町1-5 SSタワービル7階

店舗名称

店舗所在地

酒房 楽

静岡市葵区瀬名川一丁目26番86号

摩樹

静岡市葵区瀬名三丁目1番20号

きよさわや

静岡市葵区昼居渡199番地の8

沙紅羅

静岡市葵区西門町1番22号宅間ビル2F

静安楽

静岡市葵区五番町6-11

Bravo

静岡市葵区両替町2丁目6番地の4ジェードビル102

多楼

静岡市葵区両替町二丁目7番地の28ライブネットレクサスビル701号

サスケ

静岡市葵区紺屋町7番地の13地下一階

KAWASAKI

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の5BROOKLYN SQUARE2F C・D号室

四葉の里

静岡市葵区瀬名一丁目27番14号

居酒屋 くれど

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の2-2F

にし乃屋

静岡市葵区足久保口組516番地の3

スナック Y・Y

静岡市葵区七間町11番地の5イマココビル2F

割烹 にごり沢

静岡市葵区沓谷1353番地の2

酒菜 ことぶき

静岡市葵区七間町15番地の2狩野ビル1F

樹乃夢225

静岡市葵区昭和町4番地の3メリッサビル4F

八千代

静岡市葵区呉服町二丁目2番地の17

JANEMARE

静岡市葵区七間町10番地の7Kビル2F

モスバーガー 静岡松富店

静岡市葵区上伝馬19-48

ラウンジ 明和

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の2 RITZビル2階西側

園

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の4

中山商店

静岡市葵区昼居渡199番地の8

天ぷら 水面

静岡市葵区両替町二丁目3番地の1

洋食 もち月

静岡市葵区新伝馬二丁目11番18号

レストラン ソレイユ

静岡市葵区鷹匠二丁目9番7号

巴里珈

静岡市葵区安西5丁目85番地

玄国茶屋

静岡市葵区湯ノ島302番地の1

お好み焼き もんじゃ 大阪 京橋

静岡市葵区川合三丁目10番21号

カントリーハウス

静岡市葵区七間町8番地の6ACT－7ビル1F

小サイ

静岡市葵区駿府町1番17号

ステーキダイナー アリヨシ

静岡市葵区伝馬町19-7ism伝馬１F

美ら海

静岡市葵区瀬名中央三丁目5番35号

ファヴォリ

静岡市葵区鷹匠一丁目10番2号 シャンピア鷹匠1階

ブルック

静岡市葵区大岩本町19-22

teach

静岡市葵区昭和町3番地の14静天堂ビル1F

赤から 静岡紺屋町店

静岡市葵区紺屋町6番地の9中ビル2F

遊心

静岡市葵区常磐町二丁目6番地の6モアクレスト1F

三幸園

静岡市葵区昭和町3番地の6

bar TRISTAN

静岡市葵区七間町10番地の7Kビル2F B号室

日本酒酒場 萬惣屋

静岡市葵区両替町一丁目4番地の8佐乃春ビル

Alive

静岡市葵区七間町11番地の5イマココ 3階1号

博多かわ屋べつどころ 静岡店

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の8 杉原ビル1階

濱ちゃん寿司

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5ジュラシックビル1階

店舗名称

店舗所在地

ヴァリー マウス

静岡市葵区伝馬町24番地の3

ブルーラベル

静岡市葵区昭和町3-2アーバンビル6F

CieL Bleu

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の4 山茶花ビル4A

Ｓ３

静岡市葵区両替町二丁目4番地の29 アスピスビル2Ｆ

しょうゆ屋

静岡市葵区富沢180番地の3

しゃんぴによん

静岡市葵区大岩2丁目9-9

沖縄料理 花丁字

静岡市葵区伝馬町8番地の13フォレスト静岡伝馬町2F

いも

静岡市葵区井宮町31番地

酒縁わたる

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の16大角ビル1F

馬鹿と正直者

静岡市葵区千代一丁目13番67号1Fキタ号

鮮太郎

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9 フィエスタ両替町1Ｆ

寿々半

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の3

和定食 茶仙

静岡市葵区相生町14番26号

居酒屋 めめ

静岡市葵区千代田一丁目4番30号

ヘンリー ゴンドルフズ

静岡市葵区両替町一丁目5番地の2グランドメゾン両替町204

すし辰

静岡市葵区千代田四丁目5番14号

青葉おでん街 あげは

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6 青葉おでん街内

Bar Soleil

静岡市葵区両替町二丁目4番地の29アスピスビル3階

居酒屋 しんちゃん

静岡市葵区沓谷1350番地の11

バー・ラ・ロシュ

静岡市葵区七間町13番地の10アトランタビル4F

トラットリアDai

静岡市葵区伝馬町23番地の2ホロスコープ伝馬町1F

LOUNGE

静岡市葵区両替町二丁目２番地の11中日本ビル4階

BIRDY

SINQ

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の22

居酒屋 風来

静岡市葵区桜町一丁目4-6

中国料理 玄武

静岡市葵区羽鳥5丁目7-7

K-STYLE

静岡市葵区昭和町6番地の12QUTビル5階A

カフェ 奏楽遊楽

静岡市葵区研屋町50番地山内ビル1F

株式会社 ソッソ

静岡市葵区安東一丁目12番1号

一葉

静岡市葵区七間町9番地の1

Safe House

静岡市葵区七間町8番地の6 ACT7ビル4FB

プチクラブ エリナ

静岡市葵区両替町2丁目3-2NSコートビル４F４-L室

まるみ

静岡市葵区与一一丁目7番4号

スナック ちい子

静岡市葵区安倍口新田505番地

ワン・ブラッド

静岡市葵区伝馬町10-2KSビル1F

花水木

静岡市葵区与一一丁目7番5号

Ciao

静岡市葵区七間町7-10丸雄ビル2F手前

一喜

静岡市葵区両替町2丁目4番地5CARILLOビル１F

吉野鮨

静岡市葵区伝馬町8番地の14

真心

静岡市葵区坂ノ上700番地の5

そば処 よしみ庵

静岡市葵区安倍口新田135-20

うお鶏 静岡

静岡市葵区両替町二丁目4番地の16金龍ビル2F

安西 寿し鐵

静岡市葵区安西四丁目52番地

6G Steak House

静岡市葵区鷹匠1丁目14-30 1F

店舗名称

店舗所在地

ととや

静岡市葵区伝馬町8番地の9

鶏菜 静岡

静岡市葵区黒金町55番地 静岡交通ビル8F

天ぷら 明月

静岡市葵区七間町8番地の7

戸隠 駿府店

静岡市葵区駿府町2番10号

paTisserie&salon de The HANAI

静岡市葵区鷹匠二丁目10番23号

わら路

静岡市葵区足久保口組53番地18

スナック 万

静岡市葵区東草深町4番15号

居酒屋 蓑

静岡市葵区材木町15

パンドラ

静岡市葵区研屋町21番地

Lounge AMAN

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシ紺屋町ビル 4階9号

焼肉 金ちゃん

静岡市葵区相生町8-5パークビル1F

鈴木園

静岡市葵区建穂ニ丁目6番45号

かもめ

静岡市葵区材木町86番地の1

ズームアイ(Gステージ)

静岡市葵区古庄四丁目1番1号

木の実

静岡市葵区上土一丁目1番17号

菜八

静岡市葵区馬場町45番地

佳肴酒房 美吟

静岡市葵区鷹匠三丁目10番22号 ハイツジュリアン1階

堪三

静岡市葵区昭和町10番地の9

れんこん

静岡市葵区伝馬町18番地の8アミイチビル中地下

BAYRICH

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3入船ビル2階

そば処 あおき

静岡市葵区平和三丁目18番14号

グラヴィティ

静岡市葵区昭和町4番地の2燦々ビル1F-A

川しん

静岡市葵区常磐町二丁目7番地の1

櫻蕎麦 河内庵

静岡市葵区宮ケ崎町74番

NACHURU

静岡市葵区安東二丁目16番13号

角屋

静岡市葵区駒形通一丁目1番17号

眠りの杜 杉の葉

静岡市葵区上足洗二丁目8番30号

我

静岡市葵区紺屋町4番地の14藤ビル２F

徳久利屋

静岡市葵区車町21番地

心音

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第二ビル4階C

しぞ～か焼肉酒場したゴコロ。

静岡市葵区昭和町10番地の1鈴木ビル2階

ラウンジ ん

静岡市葵区七間町8番地の25PISAビル2 3F

Bar VINCENT

静岡市葵区昭和町5番地の10北沢ビル2F

人宿焼肉 あわヨクバ。

静岡市葵区七間町16番地の7OMACHIビル5階

酒処 あんず

静岡市葵区羽鳥二丁目14番20号

enn

静岡市葵区紺屋町4番地の27森川ビル3階-5

まつなみ

静岡市葵区川辺町二丁目3番28号

Liberte

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル7階C号

エイ

静岡市葵区新伝馬三丁目9番4号

はまかぜ なごみ

静岡市葵区両替町二丁目2番地の11中日本リースビル1階

壱

静岡市葵区人宿町一丁目1番地の10SOZOSYAMビル1F-C

青葉おでん街 みよしの

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

あきこ

静岡市葵区七間町14番地の6 いかずちおでん街

店舗名称

店舗所在地

TENFLOYD

静岡市葵区両替町二丁目2番地の4辻本ビル4F-A

ロートレック

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の3

宝寿司

静岡市葵区沓谷四丁目16番4号

ダイナマイト

静岡市葵区両替町二丁目7番地の14 アフターファイブビル5A

ディッパーダン 静岡東急スクエア店

静岡市葵区伝馬町6番地の1 静岡東急スクエアB1F

いちぞう

静岡市葵区伝馬町15番地の7

伽羅

静岡市葵区昭和町3番地の10 ひょうたん横丁

居酒屋 たぬき

静岡市葵区昭和町3番地の5昭和ビル1F

Nature taste 自然

静岡市葵区平山990番地の2

心晴

静岡市葵区両替町2丁目5番地の21ウィッシュ静岡5階

網焼酒場 うずまき

静岡市葵区昭和町5番地吉田ビル1F

四川料理・火鍋 躍飛

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の22ソシアルカドデビル1階

ハニーローストピーナッツ

静岡市葵区昭和町5番地の2 吉田ビル2階

新婚

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6 青葉おでん街

カラオケ喫茶あおい

静岡市葵区平和三丁目18番8号

串浜

静岡市葵区人宿町一丁目6番地の11

より道 益子

静岡市葵区与一三丁目8番14号

割烹 柊

静岡市葵区七間町13番地の11 小川ビル1F

Bar oz

静岡市葵区紺屋町6番地の４柴田ビル2F

TOLVO

静岡市葵区昭和町5番地の2 吉田ビル3階

スナック フラフラ

静岡市葵区七間町3番地の5くわやビルB1

ロシア料理 カーシャ

静岡市葵区足久保口組818番地49

ワイン居酒屋 シェ・オクス

静岡市葵区鷹匠二丁目10番7号

キャロル グリル レスト＆バー

静岡市葵区両替町二丁目1番地の6 マサキビル3F

中國料理 克弥屋

静岡市葵区駿河町4番地の5 古川ビル1F

あゆみ

静岡市葵区伝馬町9番地の9

寿美

静岡市葵区昭和町3番地の4

L.V.R

静岡市葵区相生町17番12号

ビュッフェ

静岡市葵区伝馬町12番地の5

ぽん吉

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の2 大角ビル1F

らふ

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の25

甘味処 起多乃

静岡市葵区御幸町10番地の2松坂屋5階

焼鶏 五郎左衛門

静岡市葵区駒形通六丁目10番5号 寿賀ビル1-C

CLUB KILALA ANNEX

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の2一番館1階北側

外苑

静岡市葵区駒形通一丁目3番12号

伝兵衛

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ両替町1F-A

スターバックスコーヒー TSUTAYAすみや静岡本店店

静岡市葵区呉服町一丁目20番地

スターバックスコーヒー 静岡呉服町通り店

静岡市葵区呉服町二丁目8番地の9アクロス辻源ビル

スターバックスコーヒー MARK IS静岡店

静岡市葵区柚木1026番地MARK IS静岡1階

ラキュイジーヌドタクミ

静岡市葵区鷹匠一丁目11番9号

スターバックスコーヒー 静岡南瀬名店

静岡市葵区南瀬名町5番37号

むさし

静岡市葵区城北二丁目2番19号

玉寿司 西千代田支店

静岡市葵区西千代田町34番14号

店舗名称

店舗所在地

CLUB 春夏秋冬

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5 パレス4 6階

ケンタッキーフライドチキン静岡店

静岡市葵区伝馬町3番地の1深尾ビル１F

STRIVE

静岡市葵区七間町8番地の25PIAS2ビル3B号

しげ子

静岡市葵区人宿町一丁目6番地の16

ぼんぼり

静岡市葵区伊呂波町2番2号

visual&Bar BLISS

静岡市葵区昭和町4番地８ 瑠漫館3階

ダーツハウス 裏窓

静岡市葵区駒形通１丁目3-10

でみぐら亭

静岡市葵区沓谷三丁目1番6号

いつものところ

静岡市葵区城北50番地の4

平口

静岡市葵区両替町2丁目3番地の3

焼肉十々

静岡市葵区両替町2-3-11

福みつ

静岡市葵区東千代田3-6-21

珈琲の店「あらんど」

静岡市葵区音羽町26番37号

恵比寿の参ぼん

静岡市葵区伝馬町9-9

海のビストロ おかむら

静岡市葵区鷹匠一丁目5番2号

カフェレストラン RK

静岡市葵区黒金町59番地の7

酒彩悠々 穂乃花

静岡市葵区鷹匠2-11-9

駿河呑喰処 のっち

静岡市葵区七間町8番地の25PISAビル2 4階奥(B)

餃子飯店 嘉春

静岡市葵区七間町14番地の19

Ku:nom

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の9Kモンタニア1階A号室

バンブー

静岡市葵区長沼1014番地の1

魚処 ひろ

静岡市葵区古庄3-4-39

BASE K

静岡市葵区両替町2丁目3番地の2NSコート6V

あや乃

静岡市葵区千代田6丁目30番18号

アタック

静岡市葵区七間町10番地の14

うなぎのはら川

静岡市葵区呉服町二丁目6番地の5

レストラン カフェ ボン

静岡市葵区沓谷五丁目11番地の6

そば処 鐘庵

静岡市葵区水道町115番地の2

居酒屋 薊

静岡市葵区人宿町1-3-14ニュークレマツビル1F

小料理 そっせ

静岡市葵区七間町19番地の1人宿町離宮1C

月見草

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の7 コーポDOS 102号

しょうちゃん

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7青葉横丁

やきとりの名門秋吉 静岡店

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の3玄南ときわビル1F

はせ川

静岡市葵区川合二丁目1番3号

ハマーカーン 浜韓

静岡市葵区呉服町2丁目3番地の1ふしみやビル地下1階

欧和食堂 キャラバン

静岡市葵区鷹匠二丁目25番17号 チサンクロスロード鷹匠 102

うなぎ 池川支店

静岡市葵区横内町67番地

天丼天や 葵タワー店

静岡市葵区紺屋町17番地の1地階004-3区画

弥助支店

静岡市葵区富厚里338番地の2

しおや静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ6F

旬菜遊膳 あつみ

静岡市葵区鷹匠一丁目2番8号

龍泉荘

静岡市葵区平山136番地の2

府中かしわで

静岡市葵区呉服町2-5-21

店舗名称

店舗所在地

しおや 静岡店

静岡市葵区紺屋町4番地の27森川ビル2階

中華料理 金騰

静岡市葵区両替町二丁目3番地の7小林ビル3F

岩生

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の1フレンド久喜ビル1F

BAKE STUDIO by BiKini

静岡市葵区宮ケ崎町87番地の7

ラウンジ T

静岡市葵区千代田六丁目30番21号

味処 吉ちょむ

静岡市葵区南安倍一丁目4番11号

くりた

静岡市葵区伝馬町12番地の7

うつろぎ

静岡市葵区有東木280-1

Diggin‘me

静岡市葵区研屋町25番地 ボタニカビル201

丸久

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8PISAビル1F

rosso

静岡市葵区常磐町1丁目1-5ジュラシックビル4階北号室

ホテイヤ

静岡市葵区鷹匠一丁目2番15号セリーズビル2F

オン ア ホン

静岡市葵区横内町12

恋あざみ

静岡市葵区駒形通6-7-4

実樹

静岡市葵区七間町10番の10 1階

Bar Statice

静岡市葵区人宿町1丁目4番地の6号 GOTOビル1F

パブシアター L

静岡市葵区両替町2丁目5番地の4両替町プラザビル5F 5-BC-5-D室

さかき

静岡市葵区平和三丁目13番14号

おでん処 ききょう

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7青葉横丁

ぱるこ

静岡市葵区昭和町10番地の12まるよしビル1階

ロティサリー アンドゥ

静岡市葵区鷹匠一丁目10番10号 シャンピア鷹匠1A号室

一膳処 うめのや

静岡市葵区新富町2-20

はた楽や

静岡市葵区山崎1丁目24番地の13

一品料理 ちくりん

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の9 松下ビル2F

BAR Le Refuge

静岡市葵区伝馬町9番地の15リベルテ平野1-B

居酒屋 三歩

静岡市葵区駒形通6丁目8番17号カーサベルデ1階北店舗

Loungeパール

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル4階4-C室

志村農園

静岡市葵区梅ケ島竹の段2651番地

ももや

静岡市葵区昭府二丁目6番8号

Y to C

静岡市葵区瀬名七丁目26番30号

よせなべ1312

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェードビル.1 4階402号室

メルヘン

静岡市葵区駒形通1丁目1番22号

長城飯店

静岡市葵区東千代田3-6-15 猪之田ビル1-A

しゅがあ

静岡市葵区駿河町1番地の15平尾ビル

一心

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7 青葉横丁

VAJRA

静岡市葵区紺屋町ビル5FC

月心

静岡市葵区昭和町4番地の3メリッサビル4階D号

マッターホルン

静岡市葵区呉服町二丁目1番地の9 呉服町プラザビル4F

ラウンジ Lica 3

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の2リッツビル２F

らうんじ会

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4 ジェードビル6階

くれあーる Coﬀee Stop

静岡市葵区両替町一丁目6番地の10 M2ビル 2F

Lapule

静岡市葵区七間町11番地の5 中田ビル1F

フリージア

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4 ジェードビル.1 5階502号室

店舗名称

店舗所在地

飲食店（川）

静岡市葵区谷津2364番地の1

ビバ ウォンテッド

静岡市葵区紺屋町4番地の17 森川ビル2F

大作

静岡市葵区伝馬町1番地の10

pimper's paradise

静岡市葵区七間町8番地の6寿司勝ビル1F

林style

静岡市葵区両替町二丁目5番地20 RITZビル2階

KASAKU

静岡市葵区一番町24番地

FLOWER

静岡市葵区両替町二丁目5番地の9黒川ビル3FB

中華酒家 令華

静岡市葵区両替町二丁目3番地の12両替町千両ビル地下A号室

ぼら鳥

静岡市葵区瀬名一丁目7番77号

串揚屋 串よし

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル2F

おしゃんべりどころ

静岡市葵区安倍口新田455番地の14

割烹なかだ

静岡市葵区昭和町6番地の5

ラ・ムー

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第2ビル6F

鹿島屋

静岡市葵区上石町7番地の15

菓子工房 Sweets Dog

静岡市葵区安倍口新田131番地の10

かぶと

静岡市葵区川合三丁目11番19号

大門

静岡市葵区北安東四丁目18番2号

鐘庵 川合店

静岡市葵区川合一丁目7番5号

味守香

静岡市葵区新間1085番地の11

Sake Dining 長月

静岡市葵区両替町二丁目2番地の4辻本ビル4F

武蔵

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の4 武蔵ビル1F

borrechin

静岡市葵区七間町10番地の15 ういんなビル2F

割烹 海さか

静岡市葵区川辺町一丁目1番10-2号

カラオケスタンド りゅう

静岡市葵区駿河町1番地の15平尾ビル1F

Cave LITRON

静岡市葵区駒形通一丁目1番31号

ラーメン天下一

静岡市葵区新伝馬三丁目9番4号

きよみづ

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6 青葉おでん街

バー・テンダー

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシ紺屋町ビル8F

カラオケバー エイト

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4 両替町プラザビル5-A

池田屋

静岡市葵区北沼上1480番地

愛ちゃん

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

サグン

静岡市葵区両替町一丁目4番地の12 木村ビル1F

居酒屋 楓

静岡市葵区昭府二丁目15番21号

Masuo

静岡市葵区人宿町一丁目4番地の2大角ビル2階手前

Soloio

静岡市葵区伝馬町9番地の7 1階北

こやま

静岡市葵区七間町16番地の6

京助鮨

静岡市葵区羽高町4番29号

たけちゃんラーメン

静岡市葵区駒形通六丁目5番9号

末広

静岡市葵区安西一丁目2番地の12

しずチカ茶店 一茶

静岡市葵区黒金町49番地の1

仁太

静岡市葵区人宿町二丁目1番地の3

やぶ福

静岡市葵区北番町131番地

酒房 千曲川

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の23

店舗名称

店舗所在地

旬彩処 いなば

静岡市葵区鷹匠一丁目14番2号

やまじゅう商店

静岡市葵区井川2254番地

Rommey

静岡市葵区両替町二丁目5番地の8新加茂川ビル3F

Re menbar

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の1

精進料理とどろき

静岡市葵区渡4番地

Buono Bouno

静岡市葵区七間町10番地の14 2F

EIGHT

静岡市葵区中町7番地の2沢野ビル1F

昇菊

静岡市葵区両替町二丁目3番地の3

タージマハール

静岡市葵区沓谷五丁目12番地の9

焼肉 金剛山

静岡市葵区瀬名川二丁目26番24号

つくしんぼ食堂

静岡市葵区沓谷六丁目16番地の2

はな

静岡市葵区三番町10番地の14

Red list

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル5階13号室

呑屋 はなび

静岡市葵区両替町二丁目4番地の16金龍ビル1-H

カラオケバー ローズ

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル6階17号

一八

静岡市葵区瀬名一丁目27番12号

ワイン食堂 GAV

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の3 1F

しゃぶ禅 静岡店

静岡市葵区七間町13番地の1セブンタウンビル2F

餃子の王将 静岡呉服町店

静岡市葵区呉服町一丁目6番地の1

羅府

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の5ブルックリンスクェア1F

カフェ Rotonda

静岡市葵区本通七丁目8番地の21パークヴィラ楓103号

room&gift PESO

静岡市葵区鷹匠二丁目12番3号1F

居酒屋 きんちゃん

静岡市葵区駒形通四丁目9番10号

Rum

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5 カリオビル8階802号

寿々

静岡市葵区鷹匠一丁目6番3号メゾンアオイ1F

あんじゅ

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の7ノースプラザビル3階

株式会社 横浜屋 千代田店

静岡市葵区千代田七丁目3番17号

にゅーらいじんぐ 山海楼

静岡市葵区駒形通一丁目1番9号

よっちゃん

静岡市葵区千代田6丁目30番33号

忠ちゃん

静岡市葵区千代田六丁目30番33号

エテルナ

静岡市葵区瀬名中央四丁目6番6-102号

KEEP

静岡市葵区瀬名1丁目10番15号

ラーメン斉藤

静岡市葵区昭府1丁目10番40号

焼き鳥 矮鶏

静岡市葵区昭和町1番地の1治作ビル3F

パルシェ やぶ福

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ内 604

CLUB A

静岡市葵区昭和町6番地の12 QUTビル3階AB

料理 樹

静岡市葵区紺屋町13番地の6山城屋ビル1F

昭府町 石ケ谷そば

静岡市葵区昭府一丁目17番20号

けんぼう

静岡市葵区羽鳥六丁目7番1号

居酒屋 うっちゃん

静岡市葵区相生町14番28号

居酒屋 鬼の家

静岡市葵区横田町2番10号 サンハイツ横田104号

きひろ

静岡市葵区梅屋町4番地の9 人宿町コーポラス1F

Belle

静岡市葵区北番町95番地

店舗名称

店舗所在地

K's CLUB Papilion

静岡市葵区昭和町1番地の2静岡スカイタウン2階203号室

K's CLUB 紀京

静岡市葵区昭和町1番地の2静岡スカイタウン2階201号室

シェーキーズ マークイズ静岡店

静岡市葵区柚木1026番地内3F

K's CLUB LA TACHE

静岡市葵区昭和町1番地の2静岡スカイタウン3階.1・.3

金の字支店

静岡市葵区常磐町一丁目1番地

パセリ

静岡市葵区富厚里997番地の4

そば処 戸隠 松富店

静岡市葵区松富一丁目3番3号

51

静岡市葵区七間町12番地の2 静岡東宝会館地下1階

和

静岡市葵区常磐町1丁目8-7

武林車店

静岡市葵区金座町1番地

KUSHIEMON 串笑門 静岡本店

静岡市葵区七間町8番地の10 天龍ビル2F

Lounge axis

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル5階A

鶴田家

静岡市葵区駿府町1番17号

Too BAKER

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコート5階5-Q号室

手打ち蕎麦 一朋

静岡市葵区七間町8番地の22AKYビル1F

secret Bar MASUDA

静岡市葵区鷹匠2-21-8日吉さかえビルB1

Living

静岡市葵区両替町二丁目4番地の11ファーストビル6FB

マエジマベーカリー

静岡市葵区安西4丁目100番地13

Brasserie Conpact Japon

静岡市葵区上石町7番地の2森ビル1F

岩井屋羽鳥店

静岡市葵区羽鳥三丁目2番59号

GRILL くらもと

静岡市葵区呉服町二丁目5番地の17

BAR ほっと

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル4階

大天文

静岡市葵区土太夫町20番地

Niccheese

静岡市葵区御幸町6番地 静岡セントラルビル2F-A号室

スナック六

静岡市葵区東千代田三丁目7番25号

煖

静岡市葵区紺屋町12番地の5カプチーノビル3F3C

すんぷ 寿し政

静岡市葵区駿府町1番39号

Member

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3 小林ビル5階

居酒屋 喜多さん

静岡市葵区北一丁目8番23号 メゾンU2

一品軒

静岡市葵区両替町2-3-2 NSコート1A

ラウンジ まよ

静岡市葵区昭和町6番地の12 求友亭ビル 5階Ｃ

カラオケバー W

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル5階501号室

VANGUARD

静岡市葵区幸町2番地の15

Golden Nectar

静岡市葵区両替町二丁目1番地の6 マサキビル1F

はる

静岡市葵区七間町14番地の6 別雷神社境内店舗3号

かざぐるま

静岡市葵区羽鳥三丁目22番36号

バー プリシラ

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノ5階B区画

萬天

静岡市葵区両替町二丁目1番地の6マサキビル6階

好矢

静岡市葵区一番町87番地の6

五月庵

静岡市葵区上石町6番地の12

新 昭和町店

静岡市葵区昭和町3－2－1F

ピザハウス ハイホー

静岡市葵区紺屋町6番地の10

月さむ

静岡市葵区瀬名川1-21-28

店舗名称

店舗所在地

BAR piGmon

静岡市葵区常磐町三丁目3番4号

かつみ

静岡市葵区田町三丁目11番地

酒の蔵 おび

静岡市葵区竜南三丁目1番53号

鷹呑メ

静岡市葵区鷹匠二丁目13番7号 トピア鷹匠102号室

かのん

静岡市葵区平和三丁目9番24号

遊食酒房 卓

静岡市葵区上土一丁目3番1号

はたご屋

静岡市葵区両替町二丁目3番地の7小林ビル１F

や台ずし 両替町

静岡市葵区両替町二丁目3番地の9 カメヤビル1F

はづき

静岡市葵区紺屋町12番地の4 クニヨシビル8階

民宿 力休

静岡市葵区梅ケ島5258番地の2

中華料理 豚香

静岡市葵区東千代田二丁目1番10号

古陶庵 熊楠

静岡市葵区住吉町二丁目15番地の1 ユーロハイツ住吉町102号

おおむら

静岡市葵区井宮町96番地

しずか

静岡市葵区安倍口新田535番地の10

ニューサマンサ

静岡市葵区宮ケ崎町28-3

Mellow Light City

静岡市葵区人宿町二丁目2番地の13近藤ビル1-C

大衆割烹 萬平

静岡市葵区八番町2番地の9

むら上寿し 瀬名川支店

静岡市葵区瀬名川二丁目26番26号

ten to sen

静岡市葵区七間町9番地の2 エクスト青葉B1F

ゆ里子

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6青葉おでん街

鴻運飯店

静岡市葵区両替町二丁目5番地の21 ウィッシュ静岡ビル1F

焼きそば ゆぐち

静岡市葵区千代田一丁目4番30号

うち屋

静岡市葵区紺屋町5番地の8マルシメビル1F

日向酒場

静岡市葵区大工町8番地の11

ニパチ 静岡呉服町店

静岡市葵区呉服町二丁目3番地の10 平和苑美濃屋ビル1F

末廣鮨 東千代田店

静岡市葵区東千代田一丁目3番1号

RIBBON

静岡市葵区昭和町4-8 ルマンカンビル2F

chee cha

静岡市葵区伝馬町8番地の1 サンローゼビル1階

はらちょう

静岡市葵区駿河町1番地の13

花月楼

静岡市葵区水道町1番地の14

麺屋 やまもと

静岡市葵区七間町11番地の5 イマココビル1-17

かまど

静岡市葵区沓谷五丁目9番地の5

yoshioka

静岡市葵区駿河町7番地の5

山初

静岡市葵区二番町8番地の12

寿し国

静岡市葵区馬場町54番地

沓の音

静岡市葵区両替町二丁目2番地の4

駅前スタンド 湯気 with 旬香亭

静岡市葵区黒金町38番地

鉄板焼 一品居酒屋 虎鉄 静岡

静岡市葵区紺屋町4番地の10旅館会館ビル2階

ヒマラヤン レストラン アンド バー 両替町店

静岡市葵区両替町二丁目3番地の9 カメヤビル2F

静岡 旬香亭

静岡市葵区駿河町4番地の8 駿河町森下ビル1階

IL PONTE Kaji

静岡市葵区常磐町1-8-2 アスピス2 2A

アジア洋食厨房

静岡市葵区千代田七丁目2番24号

居酒屋 こんちゃん

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6青葉おでん街内

店舗名称

店舗所在地

福竜

静岡市葵区西門町2-1

おか穂

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル2階

焼鳥家 日乃出

静岡市葵区伝馬町9番地の14

ワイン酒場 ヴィナイーノ

静岡市葵区鷹匠三丁目10番1号

千石

静岡市葵区昭和町6番地の12 一階3号

焼き肉食べ放題 どんどん 静岡流通通店

静岡市葵区沓谷六丁目15番地の2

SABO

静岡市葵区羽鳥六丁目3番19号

りゅう

静岡市葵区幸町57番地の4

たね代

静岡市葵区常磐町2丁目11-4

てぃるーむ T＆T

静岡市葵区田町6丁目61番地

孫悟空

静岡市葵区葵町17-1

楽々 庄屋

静岡市葵区昭和町3番地の17

めるへん

静岡市葵区伝馬町15番地の13

ステーキハウス カウボーイ

静岡市葵区金座町1番地1FA号

すずまさや

静岡市葵区北安東一丁目28番29号

BABAERO

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシ紺屋町ビル3階NO.7NO.8

らーめんすがい音羽町店

静岡市葵区音羽町4番10号

BEER GARAGE

静岡市葵区宮ケ崎町30番地

うっかり

静岡市葵区昭和町6番地の12 QUTビル1F

居酒屋 心

静岡市葵区川辺町二丁目2番22号

中華ダイニング 悟空林

静岡市葵区両替町二丁目5番地の20 RITZビル3階

やっぱりステーキ静岡鷹匠店

静岡市葵区鷹匠二丁目1番7号HALUビル2 2F

H.S フード

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の2 グリーンハイツ 店舗E号

スナック ドルフィン

静岡市葵区山崎一丁目24番地の13

H.S 立ち飲み

静岡市葵区人宿町二丁目6番地の2 グリーンハイツ 店舗Ｄ号

青葉おでん街 おさと

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6青葉おでん街

とみもと

静岡市葵区桜町二丁目6番63号

ドンタク

静岡市葵区田町三丁目11番地の5

五色雲

静岡市葵区駿河町4-2 東側

遊蕎庵 無

静岡市葵区大岩本町27番6号

潮菜

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の7 ITO人宿町ビル103号

肉豆冨とレモンサワー大衆食堂安べゑ静岡御幸町店1階

静岡市葵区御幸町6番地の5パレス第三ビル1階

ふるさと勝美

静岡市葵区四番町9番地の4

ラーメン・中華 ミンミン

静岡市葵区新伝馬二丁目11番20号

和膳 二代

静岡市葵区伝馬町10番地の10パーセル伝馬1F

クラブ ゆみ

静岡市葵区紺屋町4番地の3ホワイトホライズンビル3B

すし 吉水

静岡市葵区昭和町4番地の8瑠漫館4F

LOUNGE ミュール

静岡市葵区両替町二丁目3番地の２NSコートビル6FX号

BAR Abbey Road

静岡市葵区昭和町4番地の8 5F

つたの

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の11つたのビル

とよしげ

静岡市葵区籠上1番30号

千房 静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地 静岡パルシェ6階

ジャンゴ

静岡市葵区新間48番地の47

店舗名称

店舗所在地

ラウンジ ローズ

静岡市葵区常磐町 一丁目6番地の2 グリーンハイツ和門201号室

カラオケ喫茶 こちょうらん

静岡市葵区沓谷三丁目2番17号

静岡ペガサート店

静岡市葵区御幸町3番地の21

静岡紺屋町店

静岡市葵区紺屋町3番地の14

タリーズコーヒー ASTY静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館内

F20 PARK

静岡市葵区安倍口新田161番地

渚

静岡市葵区昭和町3番地の9 星ビル1階

和幸伊勢丹静岡店

静岡市葵区呉服町一丁目7番地 静岡伊勢丹8F

コート・ダジュール静岡両替町店

静岡市葵区紺屋町4番地の5 2F

太平閣

静岡市葵区瀬名一丁目11番84号

おでんBARラボーナ

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の2ハラダビル2階2-B号室

そば前 おがわ

静岡市葵区研屋町21番地h.テラスビル105

由起

静岡市葵区松富一丁目2番25号

コーヒーショップ ポプラ

静岡市葵区呉服町二丁目4番地の5三島屋ビル2F

菊秀

静岡市葵区日出町2番地の18

京城園 両替町店

静岡市葵区両替町二丁目5番地食肉会館1F

スナック どん

静岡市葵区上土一丁目19番11号

カルフール

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の1フレンド久喜ビル3F

橋

静岡市葵区昭和町3-4

炭焼きレストランさわやか 静岡瀬名川店

静岡市葵区瀬名川二丁目39番37号

炭焼きレストランさわやか新静岡セノバ店

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号5F

黒金水産

静岡市葵区黒金町28-1

ガネスジ

静岡市葵区千代田四丁目1番32号

串カツ 拳伝承店

静岡市葵区黒金町28番地の1静岡ゴールデン横丁7号

牛肉の高橋

静岡市葵区七間町12番地の2東宝会館2F

ラジシャン

静岡市葵区両替町二丁目7番地の11SKTビル1F

四川京

静岡市葵区沓谷六丁目15番地の3

大村屋

静岡市葵区片羽町74番地

玉寿司

静岡市葵区葵町43番地

河上屋

静岡市葵区駒形通五丁目5番2号

Funny's

静岡市葵区昭和町4番地の2燦々ビル2階2B

Izakaya 蔵屋

静岡市葵区二番町1番地の1

しぞーか酒場

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル1 1F

CHOU CHOU

静岡市葵区両替町二丁目5番地の4両替町プラザビル6階D号

NO’AGE concentre

静岡市葵区鷹匠二丁目5番12号1F

BAR 七海

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシ紺屋町ビル4F

居酒屋 ます田

静岡市葵区西瀬名町1番2号

ライブハウスケントス

静岡市葵区両替町二丁目7番地の10両替町ビル5F

琥珀

静岡市葵区両替町二丁目3番地の22プレイタウン6F

華花

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル3階303号室

三河屋

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7 青葉横丁

酒田屋

静岡市葵区田町四丁目58番地

味道園

静岡市葵区新富町三丁目12番地

店舗名称

店舗所在地

すし居酒屋さしちょこ

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5パレス第二ビル1C

山惣 安倍口店

静岡市葵区安倍口新田517番地の5

静岡市井川自然の家

静岡市葵区井川3055番地の1

NON NON

静岡市葵区城北21番地の3

上海楼

静岡市葵区北安東四丁目25番15-8号

あっぷるパイ

静岡市葵区安東二丁目7番20-8号

パブ モンキー

静岡市葵区両替町二丁目3番地の4両替町STビル2F

笠井

静岡市葵区鷹匠一丁目8番6号

カフェテラス 天

静岡市葵区追手町1番19号 天松追手町ビル2F

Pub Mercury

静岡市葵区紺屋町5番地の8マルシメビル3F

よりどころ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8 PISAビル1F

スナック 花

静岡市葵区新通二丁目1番21号

HARAGUCHI le restaurant

静岡市葵区七間町9番地の5 トレンスビル１F

やきとりの扇屋 静岡千代田店

静岡市葵区千代田一丁目11番1号

鶏らーめん 極楽鳥

静岡市葵区与一一丁目14番7号COCOスマイル101

CLUB S

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の4チュリス常磐2階

Jupiter

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の7ITO人宿町ビル201

ボタニカル

静岡市葵区両替町一丁目6番地の13シェードビル1階

あじわい家 伝八

静岡市葵区古庄四丁目13番19号

餃子酒場 游林屋

静岡市葵区千代田一丁目4番29号1階

麺屋 日出次 静岡店

静岡市葵区鷹匠三丁目1番1号

西安餃子 アスティ静岡店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

江戸銀

静岡市葵区大岩二丁目9番8号

西安 健菜キッチン 新静岡セノバ店

静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号5F

しんとみ寿し

静岡市葵区南瀬名町3番11号

森のあかおに

静岡市葵区楢尾14番地

末廣鮨 安東店

静岡市葵区安東三丁目18番38号

すぎ儀

静岡市葵区北安東二丁目7番12号

串カツ田中 静岡呉服町通り店

静岡市葵区呉服町二丁目3番地の5

のほほん

静岡市葵区両替町二丁目4番地の16金龍ビル1F

お好み焼本舗 静岡瀬名店

静岡市葵区南瀬名町6番56号

graine

静岡市葵区常磐町三丁目3番5号

五味八珍南瀬名店

静岡市葵区南瀬名町5番12号

TRATTORIA K

静岡市葵区本通十丁目11番地の1

五味八珍 若松町店

静岡市葵区若松町

民宿 志むら

静岡市葵区梅ヶ島3197番地の2

ラウンジ 翡翠

静岡市葵区紺屋町12番地4 クニヨシ紺屋町ビル3階5.6

五味八珍静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地静岡パルシェ6階

Cafe Wing

静岡市葵区松富上組1番地の3

うなよし

静岡市葵区瀬名中央一丁目10番5号

天廣

静岡市葵区伝馬町9番地の3芝田ビル1Ｆ

類

静岡市葵区鷹匠二丁目11番12号

居酒屋 ちゃんぷる

静岡市葵区羽鳥三丁目5番27号

店舗名称

店舗所在地

レストラン HANA HANA

静岡市葵区人宿町一丁目3番地の12

薄利多賣半兵ヱ静岡店

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3入船ビル1F

もく屋

静岡市葵区羽鳥三丁目1番17号

饗

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシ紺屋町ビル5F

スピナッチ

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7青葉横丁2階

小料理 いしがみ

静岡市葵区人宿町二丁目1番地の3

スナック スイッチョ

静岡市葵区両替町一丁目6番地の9味の仲見世ビル2F B号

笊蕎麦 つど野

静岡市葵区津渡野514番地の2

久松

静岡市葵区瀬名川二丁目34番36号

お好み焼 桃太郎

静岡市葵区中ノ郷30番地の2

インド

静岡市葵区千代田四丁目2番1号

An

静岡市葵区両替町二丁目6番地の4ジェードビル.1 6階602号室

そよ風

静岡市葵区瀬名中央四丁目5番34号

蕎麦処 渥美

静岡市葵区音羽町10番11号オラシオン音羽町1F南側

オリバス

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス第4ビル2階

季節料理 成

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ両替町ビル5-C

EAGLE EYE

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の10 さつきビル2F

Dragoon

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノ2F-A

カレーハウス がるそん

静岡市葵区呉服町2丁目5番地の1 はまよビル2F

ほおずき

静岡市葵区瀬名川一丁目26番86号

韓国風居酒屋食堂 カラン

静岡市葵区美川町9番30号

丸亀製麺 静岡呉服町店

静岡市葵区呉服町一丁目6番地の3呉服町松下ビル1階

多楼

静岡市葵区両替町二丁目4番地の8満寿田ビル6階18号

ラムテテー

静岡市葵区紺屋町3番地の6平野屋ビル地下

中華 久松

静岡市葵区常磐町三丁目3番11号

丸亀製麺 静岡城北店

静岡市葵区城北二丁目1番6号

chawan 静岡モディ

静岡市葵区御幸町6番地の10静岡モディ2F

居酒や 金太郎（リコ）

静岡市葵区川合三丁目10番21号シャルム草谷

NERD

静岡市葵区鷹匠一丁目10番14号

静鉄ホテルプレジオ静岡駅北

静岡市葵区御幸町11番地の6

KEBAB555

静岡市葵区両替町二丁目3番地の9

ステーキハウス成しま 竜南店

静岡市葵区竜南二丁目3番28号

ステーキハウスろーすとらんぷ

静岡市葵区川辺町二丁目2番3号センチュリーするが103号

ごはんカフェ SHIMADAKE

静岡市葵区西門町1番22号宅間ビル1F

すし処 尾崎

静岡市葵区常磐町一丁目2番地の9Kモンタニア1F-A

あるじ

静岡市葵区瀬名中央四丁目6番5号

わびとさび

静岡市葵区昭和町5番地の6 SIビル1階

KING OF WONDER

静岡市葵区七間町16番地の7 OMACHIビル3B

おはしとフォーク

静岡市葵区本通一丁目3番地の6 荒井ビル1FB

千

静岡市葵区北二丁目20番79番

和作

静岡市葵区柳町36番地

レベッカ

静岡市葵区東町31番地

Limited Lounge湊

静岡市葵区両替町二丁目3番地の2NSコート5階 5-T室

店舗名称

店舗所在地

藍屋 静岡東千代田

静岡市葵区東千代田二丁目11番10号

Ristorante La liberta

静岡市葵区両替町二丁目3番地の27両替町第一ビル3F B

ハードケー

静岡市葵区千代田二丁目2番44号

鳥左衛門

静岡市葵区七間町10番地の11渥美ビル2F

伊駄天

静岡市葵区御幸町7番地の5 アイセイドービル1F

鮨 矢柄

静岡市葵区幸町24番地の6

シンプルズ

静岡市葵区馬場町39番地の3

かのん

静岡市葵区平和三丁目9番24号

丸源ラーメン長沼店

静岡市葵区長沼656番地

手打ちそば ちゃやま

静岡市葵区沓谷三丁目1番5号

カラオケBanBan 静岡唐瀬店

静岡市葵区上足洗四丁目8番31号

ジャネ

静岡市葵区東千代田二丁目1番6号

ローストビーフ たわら屋

静岡市葵区呉服町二丁目1番地の11富吉ビル1階

cafe＆Dining Kuu

静岡市葵区鷹匠三丁目1番13号鷹匠スカイコーポ2F205

INDO CURRY HOUSE CHAI

静岡市葵区呉服町二丁目1番地の3更科ビル1F

岩ちゃん

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の1清水ビル1階1F室

萩谷分店

静岡市葵区南瀬名町24番48号

七輪焼 わさび

静岡市葵区西門町1番26号

茶花

静岡市葵区呉服町一丁目7番地 静岡伊勢丹4F

上辻園 アスティ静岡

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館204区画

カレー&カレーパン 天馬 アスティ静岡

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館202区画

洋麺屋五右衛門 アスティ静岡

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

サロン 卵と私 アスティ静岡

静岡市葵区黒金町47番地アスティ静岡西館

Pizza Bar DADA

静岡市葵区御幸町6番地の10 静岡モディ1F

インドネパールカレーレストランチャイ（chai伝馬町店）

静岡市葵区伝馬町8番地の2ライブネットビル1階

カラオケスナック より道

静岡市葵区籠上28番地の11

よりみち食堂

静岡市葵区籠上20番1号

料理 手づか

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の13カーサアンフィニ1F 102

大衆酒場 翔

静岡市葵区鷹匠一丁目2番2号

そば処相生町泉屋

静岡市葵区相生町11番13号

ヴォーシェル

静岡市葵区紺屋町17番地の1

鉄板焼 葵

静岡市葵区紺屋町17番地の1葵タワー25F

魚魚の家

静岡市葵区梅ケ島5036番地の2

駿河飯店

静岡市葵区南安倍一丁目10番6号

北国

静岡市葵区遠藤新田362番地の6

中華料理 香琳

静岡市葵区千代田三丁目9番24号

D.D.カレー

静岡市葵区呉服町二丁目4番5号三島屋ビル1F

手打ち蕎麦しずおか 常磐町店

静岡市葵区常磐町三丁目3番4号

ブロンコビリー静岡安倍街道店

静岡市葵区材木町6番地

和風料理 やまね

静岡市葵区宮前町107番地

フランクリン

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の13 カーサアンフィン1Ｆ

結依好

静岡市葵区常磐町二丁目5番地の8

オリーヴ キッチン 和

静岡市葵区瀬名川二丁目27番33号

店舗名称

店舗所在地

くろちゃん

静岡市葵区建穂一丁目6番9号

焼肉 うちやま

静岡市葵区桜町一丁目7番17号

コーヒー＆スナック みみ

静岡市葵区新通一丁目11番16号大石ビル1Ｆ

グランディエール

静岡市葵区紺屋町17番地の1 4F

ヴォーシェル

静岡市葵区紺屋町17番地の1

グランディエール

静岡市葵区紺屋町17番地の1

グランディエール

静岡市葵区紺屋町17番地の1

居酒屋 海野

静岡市葵区平和二丁目30番30号

割烹 林

静岡市葵区瀬名中央四丁目7番12号

楽や

静岡市葵区両替町二丁目4番地の29 アスピスビル1F

chuan

静岡市葵区七間町14番地の7 七間町馬場ビル1F C区画

大勝苑

静岡市葵区羽鳥六丁目6番1号

レッド ロック

静岡市葵区池ケ谷東3番9号

八十吟

静岡市葵区鷹匠一丁目2番8号日吉ビル 1階

ひらぐち

静岡市葵区常磐町三丁目3番4号

イタリアンバルＨＯＭＥ

静岡市葵区七間町7番地の8セブンセンタービル1F

日本料理FUJI

静岡市葵区栄町3番地の6

足久保ティーワークス

静岡市葵区足久保口組2082番地の2

クラブ はる

静岡市葵区常磐町一丁目7番地の4 チェリス常磐町1F

居酒屋 村松克ちゃん

静岡市葵区駿府町2番8号

CHA10

静岡市葵区鷹匠一丁目11番6号

ラ チベッタビアンカ

静岡市葵区両替町二丁目5番地

幸多路

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6

無有

静岡市葵区東二丁目17番1号

台湾まぜそば 禁断のとびら 静岡店

静岡市葵区御幸町4番地の2ポワソンビル1A

DOWN HOME CAFE

静岡市葵区鷹匠一丁目9番6号渡辺ビル1F

二葉

静岡市葵区瀬名川一丁目21番56号

Le Parc

静岡市葵区赤松12番地

よしくら

静岡市葵区昭和町5番地の10北沢ビル1F

espressamente illy 新静岡cenova店

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号新静岡セノバ店B1F

パスタ屋 一丁目

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ6F

サンマリノ

静岡市葵区西草深町17番18号

大野木荘

静岡市葵区梅ケ島4269番地の10

RANK 39

静岡市葵区両替町二丁目3番地の4両替町STビル2階東側

淡路島バーガーSTAND 静岡北店

静岡市葵区北二丁目20番79号

淡路島バーガーCAFE & STAND 静岡伝馬町店

静岡市葵区栄町5番地の11栄エーワイビジデンス101号

ふわこっぺSTAND 静岡鷹匠店

静岡市葵区鷹匠一丁目2番2号

花千代

静岡市葵区羽高町2番32号

駒形・石ヶ谷

静岡市葵区駒形通二丁目2番7号

よしく

静岡市葵区常磐町一丁目8番地の7

たまごの星

静岡市葵区柚木191番地マークイズ静岡3F

とんかつ かつせん

静岡市葵区岳美1番7号

静花

静岡市葵区大原1562番地

店舗名称

店舗所在地

ロッテリア静岡東千代田店

静岡市葵区東千代田二丁目1番地1号

まいどおおきに北街道瀬名食堂

静岡市葵区南瀬名町4番12号

ドイツ風レストラン ハンプルク

静岡市葵区黒金町28番地の1 静岡ゴールデン横丁

有限会社 味幸支店

静岡市葵区平和一丁目17番19号

Trattoria Pizzeria LOGIC shizuoka

静岡市葵区紺屋町7番地の4 サハラビル1階

ファミリーレストラン おざわ

静岡市葵区与左衛門新田41番地の2

びいだま

静岡市葵区紺屋町6番地の13松永ビル1F

ブラック アンド ホワイト

静岡市葵区鷹匠三丁目7番25号

LEAF

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の4 武蔵ビル2F

コーヒー喫茶 WAO

静岡市葵区千代田四丁目2番1号

丸玄

静岡市葵区古庄二丁目6番12号

ホルモンナイン 呉服

静岡市葵区呉服町二丁目2番地の21

ホルモンナイン 中町本店

静岡市葵区中町6番地

ホルモンナイン ネオ

静岡市葵区昭和町7番地の3

韓国食堂ニコニコ

静岡市葵区両替町二丁目5番地の４両替町プラザビル１B

くら寿司 静岡沓谷店

静岡市葵区沓谷三丁目6番8号

じんきち

静岡市葵区井川字女木男木3176番地

じんきち 井川支店

静岡市葵区井川773番地

やきとり家 すみれ 千代田店

静岡市葵区千代田四丁目2番5号

沼津港かねはち

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号新静岡セノバ5階

インド・ネパール料理 Happy

静岡市葵区黒金町49番地アスティ静岡西館B区画

弘独楽

静岡市葵区駒形通一丁目4番27号

BAR yoko

静岡市葵区昭和町3番地の10ひょうたん横丁

酔いどころ かすみ

静岡市葵区駒形通二丁目1番4号

Packer̀s Gate

静岡市葵区両替町二丁目4番地の20玄南ビル3階

Cafe ka-sa

静岡市葵区上石町6番地の13 2階

しずバル

静岡市葵区黒金町46番地静岡駅アスティ西館

中華そば０／駅下のみぜん

静岡市葵区黒金町49番地アスティ静岡東館

BAR Pisco

静岡市葵区紺屋町12番地の4クニヨシ紺屋町ビル7階NO.23

Harvest

静岡市葵区上足洗一丁目5番22号

和 オーガニック居酒屋 べじくら

静岡市葵区追手町1番21号オーテシティービル1F

はち港

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル1F

吉野家 JR静岡駅店

静岡市葵区黒金町47番地

吉野家 静岡瀬名川店

静岡市葵区瀬名川二丁目4番10号

吉野家 静岡呉服町通り店

静岡市葵区紺屋町6番地の12

舞花

静岡市葵区常磐町一丁目5番地の4パレスビル3i

HEART

静岡市葵区紺屋町12番地の5 カプチーノ4階D

居酒屋 季節風

静岡市葵区上伝馬12番38号

ポムの樹 静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地 静岡パルシェ6F

とろり天使のわらびもち 静岡店

静岡市葵区駿府町1番21号新駿府ビル 1F

びっくりドンキー東町店

静岡市葵区東町52番地の5

巽荘

静岡市葵区坂ノ上1082番地の1

NEXT EIGHT

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の11杉徳ビル地下1階

店舗名称

店舗所在地

eel bed streeet

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の11杉徳ビル地下1階

ASEAN BEAUTY

静岡市葵区呉服町二丁目3番地の10平和苑美濃屋ビル4階B号室

十二文

静岡市葵区材木町10番地の1

水無月半頃ノ紫

静岡市葵区駿河町4番地の1

一杯一笑 とん松食堂

静岡市葵区黒金町54番地の3

炭火焼肉 あじまき

静岡市葵区鷹匠一丁目4番1号エコービル１F

蕎麦屋神楽 銭座町店

静岡市葵区銭座町8番地の1

タリーズコーヒーNEOPASA静岡上り店

静岡市葵区小瀬戸字谷川地1544番地の3

すうぷ 静岡パルコ店

静岡市葵区紺屋町6番地の7静岡パルコ2F

やきとり じゅんちゃん

静岡市葵区安倍口新田121番地の4

となりのあるじ

静岡市葵区瀬名中央四丁目6番6号

あたりき

静岡市葵区横内町90番地

現代割烹 月の音。

静岡市葵区常磐町二丁目2番地の5ダルマビル1F

アフタヌーンティー・ティールーム

静岡市葵区呉服町1丁目7番地

和定食 茶仙

静岡市葵区相生町14番26号

居酒や やっぺい

静岡市葵区伝馬町8番地の12

るびい

静岡市葵区常磐町三丁目3番3号2F

TRATTORIA SAI

静岡市葵区両替町一丁目6番地の10第二松永ビル1F

六角

静岡市葵区鷹匠二丁目1番6号

SIENA

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ1F

珈琲館 静岡パルシェ店

静岡市葵区黒金町49番地パルシェ2F

スターバックスコーヒー ASTY静岡 西館店

静岡市葵区黒金町47番地（ASTY静岡西館内）

鳥貴族 両替町店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の5パレス 地下1階

NANA-SHOKU

静岡市葵区七間町7番地の8セブンセンタービル1階

The Velvet

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の17

霧下そば 青葉

静岡市葵区両替町一丁目3番地の25

鳥貴族 新静岡店

静岡市葵区鷹匠一丁目7番13号エスパシオ鷹匠2階A

きとんぶるぅ

静岡市葵区駒形通二丁目2番8号

Casual Dining The Deck・ベストヒット リ・カーリカ

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の17

お茶々

静岡市葵区常磐町二丁目3番地の6N-9

Bar FORTUNA

静岡市葵区両替町二丁目2番地の11中日本ビル2階

居酒屋 ごん

静岡市葵区沓谷六丁目26番地の2

牛密時

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の2winビル1F

アジアンダイニング＆バーSANRAJ

静岡市葵区両替町一丁目4番地の12 1階

韓国料理SOAr静岡店

静岡市葵区紺屋町3番地の2服部ビル2階

BOUL’ANGE 静岡セノバ店

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号

ヴィノスやまざき 静岡新本店

静岡市葵区七間町18番地の4

Y

静岡市葵区両替町二丁目4番地の5カリオビル4階404号室

鷹匠ぼなぺち

静岡市葵区鷹匠二丁目10番8号パサージュ鷹匠1-A

金とき 本店

静岡市葵区若松町115番地の1

石松餃子ASTY静岡店

静岡市葵区黒金町47番地

淡路島バーガー 静岡田町店

静岡市葵区新富町三丁目21番地1階

梅の花 静岡店

静岡市葵区御幸町10番地の2松坂屋静岡店本館8F

店舗名称

店舗所在地

Dahlia

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の8PISAビル4A

一千

静岡市葵区両替町二丁目5番地の13第2リッツビル1F

WINE BAR Chako

静岡市葵区昭和町3番地の6三幸ビル3F

POLARIZE

静岡市葵区両替町二丁目2番地の11中日本ビル5階

蕎麦心 きりがね

静岡市葵区鷹匠二丁目14番3号

餃子研究所アスティ店

静岡市葵区黒金町54番地の3

静岡の味 三久

静岡市葵区黒金町 54番地の3アスティー東館

ピッツェリア ドォーロ ローマ

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号5階

吟月

静岡市葵区伝馬町7番地の8SOZOSYA伝馬町ビル1F

鳥藤

静岡市葵区紺屋町13番地の6

seed

静岡市葵区人宿町二丁目5番地の7ITO人宿町ビル202号

コドナニゴウ

静岡市葵区呉服町二丁目9番地の8杉原ビル1F

てっぱん焼き新間佐藤

静岡市葵区新間449番地

mr.green呉服町店

静岡市葵区呉服町一丁目4番地の5武田ビル 1F

蕎麦鷹乃

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号新静岡セノバ5F

Room 358

静岡市葵区両替町二丁目5番地の3小林ビル2F

cafe moomoo

静岡市葵区羽鳥六丁目1番15号

カフェ＆バー Jun

静岡市葵区山崎二丁目25番地の4

ギンダコハイボール横丁静岡両替町店

静岡市葵区両替町二丁目7番地の3

博多 肉巻きやさい串とうまか酒 チカッパ アスティ店

静岡市葵区黒金町47番地アスティ西館E区画

博多 肉巻きやさい串とうまか酒 チカッパ

静岡市葵区紺屋町5番地の11シンコー紺屋町ビル2F

おでんや おばちゃん

静岡市葵区駿府城公園1番1号

麺や 真

静岡市葵区両替町二丁目3番地の12千両ビル1-B

AM,ｚ

静岡市葵区常磐町一丁目1番地の5ジュラシックビル5階-北号室

ひさ

静岡市葵区秋山町15番10号

Bar Queen

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の5 パレス第二ビル 5階A号

静岡イタリアン ジェンティーレ

静岡市葵区両替町1丁目3番地の39MA館B1

地鶏ダイナー白石

静岡市葵区両替町二丁目4番地の9フィエスタ両替町1階B号室

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【静岡市駿河区】
店舗名称

店舗所在地

季節のお料理 辻むら

静岡市駿河区津島町13番5号

ドン岩崎

静岡市駿河区森下町1番30 サンコウビル1階B号室

一本氣蕎麦

静岡市駿河区八幡三丁目1番21号

Lei Mana

静岡市駿河区大谷4582番地の1

レストラン Aoki

静岡市駿河区泉町1番27号

とんかつ とんき

静岡市駿河区森下町1番36号

韓丼 静岡馬渕店

静岡市駿河区馬渕四丁目10番10号

早川農園

静岡市駿河区根古屋37番地

カフェレストラン バナナフィッシュ

静岡市駿河区さつき町4番15号 森下マンション101

カラオケスナックスマイル

静岡市駿河区中島943番地

天佑

静岡市駿河区中田本町6番9号

ピーズ レストラン

静岡市駿河区下川原二丁目1番5号

江戸駒

静岡市駿河区南安倍三丁目24番17号

モスバーガー 静岡小鹿店

静岡市駿河区小鹿734番地の1

グラデボール 日本平店

静岡市駿河区池田1156番地の1

四六時中 静岡石田店

静岡市駿河区南八幡町8番22号

レストラン駿河 ツインメッセ静岡店

静岡市駿河区曲金三丁目1番10号

ゆるり屋二光

静岡市駿河区南町8番8号

鳥幸 さつき町店

静岡市駿河区さつき町6番10号

鳥幸 富士見台店

静岡市駿河区富士見台一丁目1番25号

スナック心

静岡市駿河区南町3番14号 エスカイア南町201号室

十千花前

静岡市駿河区南町3番2号

沼津魚がし鮨 流れ鮨 静岡石田店

静岡市駿河区南八幡町8番22号アピタグルメ館

スナック カトレア

静岡市駿河区宮竹一丁目10番1号

Rodin TERRACE

静岡市駿河区谷田53番地の2

健康居酒屋 しぞ～か 魚to畑

静岡市駿河区南町13番3号TKビルB1F

居酒屋 うさぎ

静岡市駿河区中島2861番地の1

串焼酒場 たいこう

静岡市駿河区南町2番23号 コーポマックス1FA-2号

リスボン

静岡市駿河区見瀬109番地 長田第二ハイツ101号

エスプリ・ド・ナチュール

静岡市駿河区中原850番地の1

和の食楽 佐平

静岡市駿河区中吉田43番16号

おうちごはんとお酒 ぴん

静岡市駿河区稲川一丁目1番29コーポ前田102

パブ ロマンス

静岡市駿河区小鹿三丁目17番30号

PIZZERIA & BAR SERENO

静岡市駿河区南町5番34号

HACOCAFE

静岡市駿河区敷地二丁目12番2号

スナック マキ

静岡市駿河区有東一丁目7番30号エトワールパレス 1F

かん吉 静岡店

静岡市駿河区東新田四丁目19番5号

豚豚 曲金店

静岡市駿河区曲金四丁目2番10号

三幸

静岡市駿河区中原787番地の1

けのひ堂 静岡店

静岡市駿河区曲金三丁目4番3号

サリーズカフェ

静岡市駿河区広野五丁目11番15号

店舗名称

店舗所在地

ラ アヴェニール／アヴェニール ガーデン

静岡市駿河区登呂五丁目19番38号

ZEDARBERG COFFEE BAR

静岡市駿河区新川一丁目21番15号

ぎゅう亭

静岡市駿河区中島697番地の4

スナック喫茶 薫

静岡市駿河区みずほ二丁目12番地の2

En Terrasse

静岡市駿河区小鹿1413番地の1

HARU

静岡市駿河区南町10番15号 Neo Bild南町 1F

めん処 いしがみ

静岡市駿河区大和一丁目4番1号

焼肉ほるもん元気2020

静岡市駿河区八幡三丁目13番3号コンホルム八幡102

静岡甲羅本店

静岡市駿河区中田一丁目5番10号

中華料理 富士屋

静岡市駿河区馬渕四丁目14番11号

perch

静岡市駿河区大谷5762番地ふじのくに地球環境史ミュージアム2F

カルビ一丁 静岡店

静岡市駿河区緑が丘町2番10号

ミルポワ

静岡市駿河区高松2663番地の1

海ぼうず 本店

静岡市駿河区南町6番11号

グラッチェ

静岡市駿河区聖一色486番地の1

ホテルグランヒルズ静岡 中国料理 富翠珠

静岡市駿河区南町18番1号

ホテルグランヒルズ静岡 日本料理 花凛

静岡市駿河区南町18番1号

ホテルグランヒルズ静岡 THE TABLE

静岡市駿河区南町18番1号

牛角 静岡SBS通り店

静岡市駿河区中田本町17番12号

炙り焼＆銘酒 えん

静岡市駿河区中田本町17番18号

Cham

静岡市駿河区南町6番7号

どらせな

静岡市駿河区小鹿三丁目17番7号

MARUSAN CAFE

静岡市駿河区東新田二丁目15番20号 ビラ東新103

みねちゃん

静岡市駿河区下川原三丁目19番34号

有限会社 柳家旅館

静岡市駿河区用宗五丁目19番4号

こもれび食堂

静岡市駿河区八幡二丁目8番1号

天神屋 宇津ノ谷峠店

静岡市駿河区宇津ノ谷82番地の２

インド料理 ガンジス川 中島店

静岡市駿河区中島736番地の2

赤から 東静岡駅南店

静岡市駿河区曲金七丁目392番1号

居酒屋 美登里庵

静岡市駿河区みずほ四丁目14番の21

天神屋 東新田店

静岡市駿河区東新田一丁目11番1号

シャトル

静岡市駿河区南町10番12号TSビル4F

天神屋曲金店

静岡市駿河区曲金五丁目1番1号

IZAKAYA CHORI

静岡市駿河区有東二丁目11番18号

駅南酒場 餃子研究所

静岡市駿河区南町7番1号

カフェ ブラット

静岡市駿河区津島町12番28号

ちょびすけ

静岡市駿河区馬渕三丁目13番36号

金とき 池田店

静岡市駿河区聖一色86番地の4

イタリアンレストラン テラコスタ

静岡市駿河区高松3093番地の34 2F

カラオケ喫茶ふじい

静岡市駿河区中野新田412番地の2

ラーメン魁力屋 静岡インター店

静岡市駿河区中村町301番地の1

三代目鳥メロ 静岡南口店

静岡市駿河区南町10番1号アクロスキューブ静岡1階

道とん堀 静岡敷地店

静岡市駿河区敷地一丁目10番10号

店舗名称

店舗所在地

SPICY COLOMBO

静岡市駿河区南町10番14号オラシオン南町2 2F

静鉄ホテルプレジオ静岡南レストラン

静岡市駿河区南町13番21号2F

懐石 かじ山

静岡市駿河区用宗二丁目13番13号

つぼ八 静岡駅南口店

静岡市駿河区南町10番6号村上駅南ビルB1F

竹しま

静岡市駿河区南町6番7号

和風スナック 夕顔

静岡市駿河区南町6番7号

マヌカン

静岡市駿河区南町6番7号

吉野寿司 高松店

静岡市駿河区敷地一丁目16番18号

とんかつ かつ祥

静岡市駿河区八幡二丁目16番8号

まこ

静岡市駿河区南町6番7号

藤芳

静岡市駿河区中田一丁目2番21号

居酒屋 ゆうすげ

静岡市駿河区南町6番8号入船横丁

フィレンツェ

静岡市駿河区登呂四丁目28番7号

さつき町寿司国

静岡市駿河区さつき町4番1号

呑み喰い処 ななつ

静岡市駿河区中田本町62番6号

レストラン Nagafusa

静岡市駿河区中田一丁目4番5号

麺’s House

静岡市駿河区東新田二丁目6番9号

そば処 志ほ川

静岡市駿河区南町5番32号

丸田そば本店

静岡市駿河区中田一丁目12番22号

雨のすいようび

静岡市駿河区南町10番12号TSビル3階

紅花

静岡市駿河区小鹿一丁目16番21号

マルルウ

静岡市駿河区広野四丁目8番18号

居酒屋 みづき

静岡市駿河区広野四丁目8番18号

やきとり吉田

静岡市駿河区中野新田266番地の8

Y2（スナックY2）

静岡市駿河区新川一丁目9番18号

喫茶 菜の花

静岡市駿河区大坪町10番20号

遠州

静岡市駿河区西島351番地の13

酒房 八味

静岡市駿河区南町5番36号1F

大政

静岡市駿河区向敷地1200番地の1

ABURI ALLA GRIGLIA

静岡市駿河区丸子3398番地の8

もっちゃん

静岡市駿河区用宗一丁目28番9号

鷹一

静岡市駿河区中田一丁目2番16号

スナック 愛

静岡市駿河区南町3番14号

カンナ

静岡市駿河区曲金四丁目13番7号 2F

すみ

静岡市駿河区南町2番23号 コーポマックス1F

大栄

静岡市駿河区西島1362番地

スナックあき

静岡市駿河区桃園町11番8号

リーベ

静岡市駿河区南町3番14号 エスカイア南町ビル2F

持舟窯

静岡市駿河区用宗四丁目17番10号

喰道楽 有賀灯

静岡市駿河区南町10番15号

待月楼

静岡市駿河区丸子3305番地

RAJ PALACE

静岡市駿河区池田1723番地の4

Chez.Mont-Pierre

静岡市駿河区敷地一丁目5番27号

店舗名称

店舗所在地

草花コスモス

静岡市駿河区馬渕二丁目7番6号

焼肉飯店 京昌園 静岡駅南口店

静岡市駿河区南町10番1号アクロスキューブ静岡南町 4F5F

居酒屋 金太

静岡市駿河区広野二丁目21番13号

のへそ

静岡市駿河区南町1番2号小泉ビル1F

しずおかばっかぁ

静岡市駿河区南町5番26号クオリテサイモ1階

のへそ うたげ

静岡市駿河区南町3番22号

静岡大学 第一食堂

静岡市駿河区大谷836番地

静岡大学 第二食堂

静岡市駿河区大谷836番地2F

静岡大学 第3食堂

静岡市駿河区大谷836番地

レストハウス

静岡市駿河区池田1767番地の6

都城

静岡市駿河区下川原三丁目35番8号

Fukky 都

静岡市駿河区広野一丁目3番4号

マメゾン

静岡市駿河区登呂二丁目14番26号

coﬀee and stay MOMOYA

静岡市駿河区用宗三丁目1番13号

Milk Bar

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号

ホテルグランヒルズ静岡 エマイユ

静岡市駿河区南町18番1号

みな

静岡市駿河区丸子二丁目1番8号

居酒屋やんもぅ

静岡市駿河区東新田三丁目32番3号

サーティワンアイスクリーム 静岡高松ロードサイド店

静岡市駿河区高松二丁目5番6号

たばちゃん

静岡市駿河区敷地一丁目8番3号レジデンス敷地102

森のなかま 東新田店

静岡市駿河区東新田一丁目16番3号

明

静岡市駿河区用宗一丁目34番8号

はちのき亭

静岡市駿河区敷地一丁目6番15号

十二分屋

静岡市駿河区中吉田43番24号

キッチン たうち

静岡市駿河区曲金六丁目2番31号

inami

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町2F

のぼり

静岡市駿河区見瀬170番地の2の1

レストランスペラーレ

静岡市駿河区下川原四丁目19番16号

Sunash

静岡市駿河区稲川一丁目1番32号グランドゥール稲川2-1F

汐のや

静岡市駿河区敷地一丁目10番22号

Bliss caf et vin

静岡市駿河区南安倍三丁目6番43号

とんかつ うんの

静岡市駿河区高松二丁目1番11号

炎群

静岡市駿河区みずほ四丁目7番地の10

居酒屋はな

静岡市駿河区八幡三丁目21番3号

Ivory

静岡市駿河区南町4番41号オープンエアビル1F A

生酒バー 水色

静岡市駿河区下川原三丁目34番20号相川ビル108号

有限会社 地磯

静岡市駿河区東新田四丁目2番38号

旗揚げ

静岡市駿河区中田一丁目1番7号

ジョニーとスミス

静岡市駿河区稲川一丁目1番29号コーポ前田1-1

美代司鮨

静岡市駿河区南町13番21号 静鉄ホテルプレジオ 静岡駅南 1階

サイゼリヤ 静岡下川原店

静岡市駿河区下川原南21番27号

小島屋

静岡市駿河区小鹿二丁目9番1号

浜松屋

静岡市駿河区小鹿二丁目9番1号

店舗名称

店舗所在地

サイゼリヤ アピタ静岡店

静岡市駿河区南八幡町8番22号アピタ静岡クオーレ館2F

ガンジス川

静岡市駿河区大谷一丁目4番19号

ガンガジ北丸子店

静岡市駿河区北丸子二丁目39番10号

ROMEY

静岡市駿河区石部27番11号

総本家 備長扇屋 静岡SBS通り店

静岡市駿河区豊田二丁目9番10号

さくら茶寮

静岡市駿河区向敷地35番地の2

わ大

静岡市駿河区小鹿一丁目22番13号2F

サングリア久能店

静岡市駿河区根古屋162番地の1

しらなみ

静岡市駿河区南町6番7号入船横町貸店舗E号室

まどか

静岡市駿河区南町3番14号エスカイヤ南町1階113号

Lounge Marry

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町206

たま道

静岡市駿河区手越原250番地の3

SHIGENO

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号シーサイド港横丁内1F

海どん

静岡市駿河区泉町5番34号

酒処 さくら

静岡市駿河区登呂4丁目18番16号

レストラングランデ

静岡市駿河区古宿294番地

CAF de Liberty

静岡市駿河区古宿294番地

養生庵

静岡市駿河区古宿294番地

パラダイス

静岡市駿河区泉町7番13号

グランテーブル

静岡市駿河区弥生町6番1号AB棟1階

STEAK HOUSE AOYAMA

静岡市駿河区敷地ニ丁目25番10号

ウィリアム亭

静岡市駿河区古宿294番地

駄菓子屋 じゆう

静岡市駿河区古宿294番地

MUKU69

静岡市駿河区広野一丁目3番4号

華うさぎ

静岡市駿河区南町10番12号ティーエスビル6階A号室

中華麺やあじよし

静岡市駿河区登呂六丁目1番9号

居酒屋 じゅん

静岡市駿河区用宗三丁目17番10号

Loulou et Minette

静岡市駿河区谷田33番30号

くしまる

静岡市駿河区下川原五丁目4番15号

グリーンハウス ハイネケン

静岡市駿河区池田1788番地の10

すず乃家

静岡市駿河区西脇448番地

ラーメンとかぶらいあん

静岡市駿河区池田166番地の3

ます田酒店

静岡市駿河区南町7番9号サウスパラシオン5F

広東料理 棗

静岡市駿河区用宗二丁目13番19号1・2階

hugcoﬀee南町店

静岡市駿河区南町2番1号 南町ぎんざビル1F

居酒屋 酔桜

静岡市駿河区登呂六丁目3番32号 マルゼンビル1階101号

週1ラーメン

静岡市駿河区曲金四丁目15番16号

はなみ

静岡市駿河区東新田四丁目18番63号

とんかつ宇田川

静岡市駿河区中野新田303番地の5エヌハイツ大里

きゃべつ

静岡市駿河区曲金六丁目1番54号 静岡ホテル時之栖 1Fレストラン

ガスト 静岡曲金店

静岡市駿河区曲金五丁目2番40号

割烹居酒屋 和tanabe

静岡市駿河区南町2-24号カプセルインシズオカ2F

居酒屋 おきゃん けいこ

静岡市駿河区東新田三丁目32番3号

店舗名称

店舗所在地

ありの実

静岡市駿河区みずほ四丁目16番地の11

ガスト 静岡石田店

静岡市駿河区石田一丁目4番36号

厚切り牛タン専門店 居酒屋 タン吉 石田店

静岡市駿河区石田一丁目3番33号望月ビル1F

居酒屋かぞく

静岡市駿河区曲金二丁目1番39号

ガスト 静岡下川原店

静岡市駿河区下川原三丁目19番5号

ステーキガスト 静岡SBS通店

静岡市駿河区中村町333番地の1

バーミヤン 静岡国吉田店

静岡市駿河区国吉田一丁目3番34号

から好し 静岡曲金店

静岡市駿河区曲金二丁目2番30号

から好し 静岡国吉田店

静岡市駿河区国吉田一丁目21番19号

ガスト 静岡国吉田店

静岡市駿河区国吉田一丁目2番26号

台湾料理 金龍閣

静岡市駿河区西脇907番地の6

台湾料理金龍閣

静岡市駿河区小鹿368番地の2

ごっちゃあん

静岡市駿河区東新田3丁目1番8号

萌木

静岡市駿河区池田197番地の1

中国料理 吉田

静岡市駿河区小黒三丁目9番34-2号

ラ・ペーシュ

静岡市駿河区広野六丁目20番18号

麒麟

静岡市駿河区池田181番地の1

とろろ汁の丁子屋

静岡市駿河区丸子7丁目10番10号

なみへい食堂

静岡市駿河区西島847番地の1大場ビル1階

陶芸呑舟窯・cafeなまづや

静岡市駿河区向敷地656番地陶芸呑舟庵

レストランセラヴィ

静岡市駿河区馬渕四丁目10番6号

シゼンタイ

静岡市駿河区下川原二丁目23番10号1B

愛に恋

静岡市駿河区馬渕二丁目7番6号

Slow Food 3104

静岡市駿河区八幡二丁目9番4号コダカビル1F

アーセンティア迎賓館

静岡市駿河区中田一丁目1番5号

じじっく

静岡市駿河区敷地一丁目2番31号

焼肉 ホルモン やまけん2号店

静岡市駿河区南町3番地の14 エスカイア南町105号

和夢

静岡市駿河区南町7番9号サウスパラシオン1F

ANNEAU

静岡市駿河区稲川一丁目1番7号

秀

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町1F-106

熟成焼肉いちばん 曲金店

静岡市駿河区曲金五丁目1番25号

サンタアムールエテルニテ

静岡市駿河区大谷4840番地の4

味楽天

静岡市駿河区南町10番17-2号

スナック きみ

静岡市駿河区西島146番地の4

ゆで太郎静岡丸子店

静岡市駿河区北丸子一丁目31番23号

ヴィクトリーライトニング用宗店

静岡市駿河区用宗2丁目17番2号みなと横丁2階

ヒロ

静岡市駿河区馬渕二丁目7番7号八木ビル1F階A

ヌードルキッチン テラコスタ

静岡市駿河区用宗四丁目19番12号ハットパーク2-Ｃ

鳥よし

静岡市駿河区南町5番19-2号

慶州

静岡市駿河区緑が丘町11番1号

居酒屋 ひろ

静岡市駿河区中田一丁目2番22号

namiki

静岡市駿河区国吉田五丁目7番24号

酒の二階堂

静岡市駿河区桃園町9番18号

店舗名称

店舗所在地

居酒屋 咲

静岡市駿河区南町5番22号芹澤ビル1F

This Is Cafe 静岡店

静岡市駿河区高松3093番地の27

e.uchi Bar

静岡市駿河区高松780番地

アヒル食堂

静岡市駿河区南町10番12号TSビル3F

くろ麦

静岡市駿河区さつき町8-15

らーめんブッチャー 小鹿店

静岡市駿河区小鹿806番地の8

まどか

静岡市駿河区広野六丁目3番18号

my・cafe

静岡市駿河区敷地二丁目1番41号巧ビル1階

UNITED

静岡市駿河区南町5番29号

からあげ十番

静岡市駿河区広野一丁目1番3号

かごや

静岡市駿河区手越原100番地

すしと板前料理 篤

静岡市駿河区小鹿1丁目4番19号

ASAHI coﬀee&public

静岡市駿河区南町5番36号オラシオン南町3 1F

bakery&cafe GALLEY

静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号グランシップ内1F

さつき

静岡市駿河区桃園町5番5号

ミナ・ローザ

静岡市駿河区東新田二丁目5番27号

とらや&cafe

静岡市駿河区小鹿307番地の7

吉

静岡市駿河区南町5番17号オリエントビル1F

よってこや 静岡SBS通り店

静岡市駿河区石田三丁目10番3号

NJ

静岡市駿河区中田一丁目4番27号

あの店。

静岡市駿河区宮竹2丁目14番1号ミドリハイツ西側1F

聖一色 玉寿司

静岡市駿河区聖一色73番地の5

Patisserie VERT CLAIR

静岡市駿河区豊田三丁目1番45号

西方

静岡市駿河区八幡 二丁目10番12号

胡桃

静岡市駿河区南町3番14号

キッチン スエヒロ

静岡市駿河区池田633番地の2

バナック

静岡市駿河区敷地一丁目28番10号

美杉村

静岡市駿河区中田本町45番35号コーポA

三好屋本店

静岡市駿河区中島1356番地

居酒屋 伸兆

静岡市駿河区下川原六丁目23番17号

ホルモン焼肉 伸桃縁

静岡市駿河区桃園町20番16号

台湾料理 福龍

静岡市駿河区東新田一丁目11番28号

カフェ ド ピンポン

静岡市駿河区登呂二丁目6番2号2F

喜楽

静岡市駿河区有東二丁目11番18号

たこ八

静岡市駿河区丸子二丁目1番5号

スナック 白黒

静岡市駿河区用宗一丁目28番9号タガタコーポ1-5号

どんまい

静岡市駿河区中原877番地の1

ラーンサウジャン

静岡市駿河区西島246番地の2

ふくわうち

静岡市駿河区泉町7番16号

スナック あし

静岡市駿河区見瀬237番地の5

かつ銀 静岡SBS通り店

静岡市駿河区中村町225番地の1

KURAYA KATO

静岡市駿河区用宗三丁目5番33号

スナック裕

静岡市駿河区津島町1番13号

店舗名称

店舗所在地

鮪笑

静岡市駿河区八幡一丁目3番13号

日本平パーキングエリア店

静岡市駿河区池田字寺之久保坪218番地の3

サン・マリノ

静岡市駿河区馬渕二丁目11番19-2号

久能屋

静岡市駿河区根古屋30番地

つけめん 大雅

静岡市駿河区手越原251番地の12LLビル東側

明月 池田

静岡市駿河区池田195番地の2

セロリ

静岡市駿河区丸子新田226番地

そば処 なるさわ

静岡市駿河区中島734番地の1

ちゅらさん

静岡市駿河区稲川一丁目3番2号

宮田屋

静岡市駿河区根古屋147番地の1

ととのや権吉

静岡市駿河区向敷地132番地の1第一松本コーポ102

アプローチ カフェ

静岡市駿河区南安倍三丁目1番4号

幸八

静岡市駿河区用宗二丁目15番10号

スシロー静岡有明店

静岡市駿河区有明町12番12号

カフェレストラン MITA

静岡市駿河区南町11番18号

登華園

静岡市駿河区豊原町11番10号

ぶらっくぺっぱあ

静岡市駿河区高松一丁目23番10号

Cafe&Restaurant Tembooo

静岡市駿河区登呂三丁目1番1号静岡新聞放送会館17階

紬

静岡市駿河区南町10番12号ティーエスビル1階1B号室

新新京

静岡市駿河区泉町3番9号ハイネスしおつ1FW

味処 柳

静岡市駿河区南町4番33号

紫陽花

静岡市駿河区曲金四丁目8番8号

カネカ園

静岡市駿河区丸子七丁目10番10号

マクドナルド静岡SBS通り店

静岡市駿河区中村町213番地の1

花城亭

静岡市駿河区中田三丁目1番3号

ドトールコーヒーショップEneJet曲金店

静岡市駿河区曲金六丁目4番38号

#Dolce and Banana3

静岡市駿河区古宿294番地

マクドナルド１号線丸子店

静岡市駿河区丸子新田327番地の2

わした静岡店

静岡市駿河区小黒三丁目11番12号

用宗みなと温泉

静岡市駿河区用宗二丁目18番1号

和食さと 静岡池田店

静岡市駿河区池田155番地の1

とり福

静岡市駿河区小鹿二丁目40番20号

おにおん

静岡市駿河区馬渕2丁目7番2号

cafe la traviata

静岡市駿河区南町2番26号ロアシズオカ101号

小鹿山荘

静岡市駿河区小鹿930番地の3パークサイド樹らん1階

カレーハウスCoCo壱番屋 静岡小黒店

静岡市駿河区小黒二丁目9番16号

LA PALETTE

静岡市駿河区用宗四丁目21番12号

ひとつ星食堂

静岡市駿河区中田2丁目6番6号エスカイア101

角屋

静岡市駿河区大和二丁目8番20号

たらふく

静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ1階

竹造

静岡市駿河区広野四丁目11番14号

天寅

静岡市駿河区小鹿二丁目9番1号

鈴茂

静岡市駿河区馬渕二丁目10番24号

店舗名称

店舗所在地

サーティワンアイスクリーム静岡長田店

静岡市駿河区東新田二丁目16番22号

味処 こころ

静岡市駿河区小鹿427番地の5

もつ健

静岡市駿河区南町10番12号A

紅虎餃子房

静岡市駿河区南八幡町8セントラルスクエアスクエア静岡2F

ベイサイド迎賓館静岡

静岡市駿河区高松3093番地の4

旬菜亭 おか蔵

静岡市駿河区広野四丁目5番1号

清見そば 八幡店

静岡市駿河区八幡五丁目19番5号

マクドナルド静岡アピタ店

静岡市駿河区石田一丁目5番1号アピタ静岡

マクドナルド静岡下川原店

静岡市駿河区下川原南22番14号

マクドナルド東静岡池田店

静岡市駿河区池田167番地の1

Diamante

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町 109号室

花月旅館

静岡市駿河区稲川一丁目5番2号

ピエスドール

静岡市駿河区宮竹一丁目18番1号

喫茶＆スナックみちくさ

静岡市駿河区馬渕四丁目16番52号

焼肉ハウス 泉楽

静岡市駿河区東新田四丁目9番50号

西洋料理 夢蔵

静岡市駿河区敷地二丁目8番37号

ル・コンテ

静岡市駿河区南町10番14号オラシオン南町2 1階

桂都

静岡市駿河区南町6番7号 入船横丁B号

せれくと1

静岡市駿河区八幡二丁目11番19号

俺の食堂

静岡市駿河区中村町18番地の3B

海鮮道楽 丼丸 静岡宮竹店

静岡市駿河区宮竹一丁目13番12号

駿河もつ鍋地魚 おかだ

静岡市駿河区南町4番6号

麺処 清水

静岡市駿河区大谷4610番地の1

やきとり80 池田店

静岡市駿河区池田528番地の2

食事処 ななみ

静岡市駿河区宇津ノ谷238番地の2

炭火焼きもん きんちゃく家

静岡市駿河区南町2番2号

Cafe Betty

静岡市駿河区敷地1丁目28番10号

定食厨房 とうかいどう

静岡市駿河区丸子6316番地の1

渡村

静岡市駿河区みずほ二丁目3番地の1

梅丸

静岡市駿河区南町2番4号

歌声広場 ポイント

静岡市駿河区下川原五丁目32番14号

聖一色石ヶ谷

静岡市駿河区聖一色439番地の1

Cana 草薙店

静岡市駿河区国吉田四丁目20番2号

てっぱん屋 虎鉄

静岡市駿河区南町2番1号駅南銀座ビル2F

居酒屋 ぽこ

静岡市駿河区南町2番23号コーポマックス1Ｄ1

ランサ

静岡市駿河区馬渕四丁目10番18号

モスバーガー 静岡国一店

静岡市駿河区宮本町1番8号

静岡県立大学 小鹿キャンパス食堂

静岡市駿河区小鹿二丁目2番1号

静岡県立大学 学生ホール食堂 1F食堂

静岡市駿河区谷田52番1号学生ホール1F

スパイス王国 アピタ静岡店

静岡市駿河区南八幡町8番22号アピタ静岡クオーレ館2Ｆ

おかもと

静岡市駿河区中島2861番地の1

たこ焼 としちゃん

静岡市駿河区丸子二丁目1番8号

居酒屋 五街

静岡市駿河区南町10番12号竹下ビル5階B号

店舗名称

店舗所在地

一歩

静岡市駿河区南町19-26 飯塚ビル1F

MANDALAY

静岡市駿河区馬渕二丁目9番15号

Lion Dining

静岡市駿河区用宗四丁目19番12号ハットパーク用宗2F

静岡小鹿店

静岡市駿河区小鹿420番地の1

ゆで太郎 静岡インター通り店

静岡市駿河区中野新田83-1

まこと屋

静岡市駿河区豊田一丁目1番35号

ばん

静岡市駿河区丸子二丁目3番2号

旬彩

静岡市駿河区中吉田43-16

ジョリーパスタ中吉田店

静岡市駿河区中吉田47番5号

麺屋 にのみや

静岡市駿河区池田217番地の1

ナイト・スポット

静岡市駿河区新川1丁目9-9

ジョリーパスタ 中田本町店

静岡市駿河区中田本町55番67号

ロイヤルホスト静岡インター店

静岡市駿河区中野新田371番地

パブ さおり

静岡市駿河区泉町3-9ハイネス塩津1Ｆ

スナック ココ

静岡市駿河区大坪町4番3号

入船鮨 登呂店

静岡市駿河区有東二丁目3番29号

入船鮨 南店

静岡市駿河区南町6番6号

へのかっぱ

静岡市駿河区東新田二丁目16番35号シャトレー東新田103

カラオケまねきねこ静岡SBS通り店

静岡市駿河区中村町356番地の1

クロンボ曲金店

静岡市駿河区曲金四丁目1番8号

寿司光

静岡市駿河区国吉田四丁目25番8号

そば半 馬渕店

静岡市駿河区馬渕四丁目5番23号

そば半

静岡市駿河区登呂六丁目2番1号

めぐ

静岡市駿河区西島462番地の1

リストランテ スペーゼ

静岡市駿河区森下町1番7号

ACT cafe

静岡市駿河区森下町1番40号

Cafe MILES

静岡市駿河区稲川一丁目4番17号

四川料理 渓邦

静岡市駿河区泉町1-21静岡第一ホテル内

おおば

静岡市駿河区馬渕三丁目18番10号

文田商店

静岡市駿河区登呂二丁目18番13号

シシリア

静岡市駿河区池田212番地の2

OBANZAI maru

静岡市駿河区南町6番7号F号

三六

静岡市駿河区稲川3丁目6番24号

実花

静岡市駿河区馬渕2-7-7八木ビル1F-B

KURA

静岡市駿河区大谷一丁目7番14号

東仙

静岡市駿河区西脇1021番地の1

Megere

静岡市駿河区南町4番7号ユーフォリア南町102C号室

たきふく

静岡市駿河区大和2-4-25

ビート

静岡市駿河区小黒二丁目11番14号

駿菜 みさご

静岡市駿河区八幡5丁目6番21号

pivot coﬀee

静岡市駿河区宮竹一丁目14番20

すみれ

静岡市駿河区南町10-12ハリマヤビル2F-B

スナック 月虹

静岡市駿河区西脇437番地の8

店舗名称

店舗所在地

らすかす

静岡市駿河区馬渕二丁目11番20号

有限会社 武島料理店

静岡市駿河区用宗二丁目13番7号

からやま草薙店

静岡市駿河区聖一色194番地の6

大坂王将 静岡下川原店

静岡市駿河区下川原五丁目36番38号

コメダ珈琲店 東静岡店

静岡市駿河区曲金六丁目6番26号

コメダ珈琲 静岡インター店

静岡市駿河区緑が丘町2番1号

カスターニョ

静岡市駿河区用宗四丁目8番24号

魚民東静岡南口駅前店

静岡市駿河区曲金6-6-1 1階2階

橙家

静岡市駿河区丸子新田246番地の1

稲穂

静岡市駿河区南町5番36号オラシオン南町3 2F

居酒屋 とんがり坊主

静岡市駿河区中原587番地の1

金平

静岡市駿河区向手越一丁目7番17号

びすとろ ぷろばんす

静岡市駿河区聖一色471-5

こんなもん華

静岡市駿河区中田1丁目2番22号

スナック B・B

静岡市駿河区南町2番23号 コーポマックス1F

あっちゃん

静岡市駿河区青木827番地の1

寿し政 高松店

静岡市駿河区高松一丁目23番6号

やなぎや

静岡市駿河区小鹿二丁目30番13号

T̀sgreen

静岡市駿河区鎌田71番地の14

二代目 しげぞう

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町2F

彦作

静岡市駿河区国吉田一丁目21番1号

三代目 一期一恵

静岡市駿河区小鹿一丁目9番14号

ぼちぼち

静岡市駿河区泉町4-33

大王膳

静岡市駿河区池田611-1

Chipakoya

静岡市駿河区稲川二丁目9番8号パークマンション101号

こでまり

静岡市駿河区南町1番22号石川コーポ1F

そば処 輔

静岡市駿河区中田二丁目6番12号

居酒屋 ひのき

静岡市駿河区みずほ三丁目11番地の3

中華 唐子

静岡市駿河区富士見台一丁目11番14号

カナディアン静岡

静岡市駿河区下川原五丁目30番12号

パセリ

静岡市駿河区新川一丁目11番24号

こだわり とんかつ かつ政 高松店

静岡市駿河区敷地1丁目1番33号

こじろう

静岡市駿河区高松二丁目6番5号亀山ビル1F

無我

静岡市駿河区南町3番14号エスカイヤ南町112号

カレーハウス JAZZ

静岡市駿河区小鹿二丁目1番8号

コレクションガレージ・リバース

静岡市駿河区西島1368番地

そば処 錨

静岡市駿河区中吉田39番16号エクセル山本1F

鉄板酒場 四丁目

静岡市駿河区下川原4丁目26-17

野菜畑

静岡市駿河区曲金一丁目2-3

喫茶 ボギー

静岡市駿河区中田本町33番26号

お気軽グリルまんぷくや

静岡市駿河区中吉田39番16号

八剣伝 小鹿店

静岡市駿河区小鹿910番地の7

珈琲館 EVER GREEN

静岡市駿河区池田717番地

店舗名称

店舗所在地

らーめんとお好み焼きの店 十和田

静岡市駿河区下川原6丁目26-11

牛伴

静岡市駿河区南八幡町21番10号

チョンマゲ 食堂

静岡市駿河区南町5番23号 CAMDEN.st 1F-A

サカタ苑

静岡市駿河区丸子二丁目2番5号

酒処 みのり

静岡市駿河区国吉田四丁目25番19号コーポ静東102

寿司国

静岡市駿河区用宗2-13-13

焼肉平家

静岡市駿河区聖一色86-1

多鶴

静岡市駿河区泉町8番13号

レディーバード

静岡市駿河区敷地一丁目6番15号

四川萌芽

静岡市駿河区用宗1-28-9タカガワコーポ1階7号

今昔

静岡市駿河区宇津ノ谷231番地の2

大勝

静岡市駿河区八幡二丁目12番2号

ダイニングカフェレストラン Ag

静岡市駿河区栗原20番17号

車寿司

静岡市駿河区中田二丁目2番6号

あかり

静岡市駿河区南町3番14号エスカイヤ南町103

焼酒房 ローカル

静岡市駿河区桃園町8番8号

Aki

静岡市駿河区南町3番14号 エスカイア南町1F-102

戸隠そば 登呂店

静岡市駿河区登呂二丁目15番13号

瀬戸内製麺 静岡南安倍店

静岡市駿河区南安倍三丁目6番37号

椿坂 久保田

静岡市駿河区小鹿1416番地の1

Harvest

静岡市駿河区新川9番18号

カラオケ喫茶 アート

静岡市駿河区八幡二丁目15番12号

かめや

静岡市駿河区南町2番11号

花SHOP美花

静岡市駿河区小鹿一丁目18番5号

居酒屋 吾家

静岡市駿河区南町2番23号 コーポマックス

荒海

静岡市駿河区馬渕二丁目7番6号

しぞ～か魚to畑 駅南銀座店

静岡市駿河区南町5番23号 CAMDEN St.1F-B

ごっつぁんです。 静岡駅前

静岡市駿河区南町9番1号 駿河スカイタワー101-3

スナック ブギウギ

静岡市駿河区中田二丁目12番26号

和風レストラン 俺ん家

静岡市駿河区丸子1丁目6番30号

大さじ 小さじ

静岡市駿河区みずほ一丁目2-48番地

サウナ しきじ

静岡市駿河区敷地二丁目25番1号

居酒屋 たいち

静岡市駿河区石田三丁目5番25号

かつ庵 静岡池田店

静岡市駿河区池田168番地の2

寿限無

静岡市駿河区大和田8番地の7

恋

静岡市駿河区南町2番23号

スターバックスコーヒー アピタ静岡店

静岡市駿河区石田一丁目5番1号アピタ静岡石田店1F

スターバックスコーヒー 静岡中原店

静岡市駿河区中原430番地の1

スターバックスコーヒー 静岡草薙店

静岡市駿河区中吉田43番27号

麺屋はやたろう 静岡下島店

静岡市駿河区下島121番地の1

ひめの家

静岡市駿河区敷地二丁目21番7号

ケンタッキーフライドチキン 草薙店

静岡市駿河区中吉田15番5号

ケンタッキーフライドチキン 静岡SBS通り店

静岡市駿河区中田本町44番15号

店舗名称

店舗所在地

大王膳

静岡市駿河区見瀬109番地

スナック 雅乃

静岡市駿河区泉町4番39号

南大門

静岡市駿河区西中原1-5-41

飛龍

静岡市駿河区有東三丁目3番18号

中国料理 成華

静岡市駿河区下川原6-26-13

居酒屋 竹八

静岡市駿河区小黒二丁目3番7号

たてしな

静岡市駿河区東新田2-19-14

スナック プレミア

静岡市駿河区下川原4丁目26-17

どん太郎

静岡市駿河区馬渕2-7-35

洋食パラディーゾ

静岡市駿河区用宗2-17-2 みなと横丁1F1区画D

駿河

静岡市駿河区西大谷11番地の4

大長鮨

静岡市駿河区馬渕二丁目13番14号

スナック だん

静岡市駿河区下川原三丁目26番12号

キッチンさのや

静岡市駿河区池田661番地の1

海遊家

静岡市駿河区新川二丁目5番7号

麺や厨

静岡市駿河区国吉田四丁目4番8号

押川

静岡市駿河区曲金6丁目13番18号

がん・さん

静岡市駿河区大谷1453番地の1

岩久 豊田店

静岡市駿河区豊田三丁目8番41号

カラオケスナック ななつ星

静岡市駿河区新川1-9-18-104号

居酒屋 さつき

静岡市駿河区馬渕二丁目5番32号

美穂

静岡市駿河区泉町7番12号ナンガイビル1F

居ざっく みぃ

静岡市駿河区聖一色86番地の1 101

スナック あやまち

静岡市駿河区西中原一丁目7番27号 西中原店舗アパート1階南側店舗

絆

静岡市駿河区大谷1431番地の10

三ッ星マート 静岡店
もり竹

静岡市駿河区大谷449番地の2
静岡市駿河区豊田一丁目9番33号

岩久 小鹿店

静岡市駿河区小鹿二丁目32番12号

炭火やきとり とさか 静岡南口店

静岡市駿河区南町14番25号

MAHARAJA DINING

静岡市駿河区池田405番地

すなっく よーこ

静岡市駿河区聖一色86番地の1

おでん処 ゆたか

静岡市駿河区南町1番22号 石川コーポ 1F

ここ

静岡市駿河区下川原二丁目25番6号

民芸酒場 仁

静岡市駿河区大谷1406番地の2

果林

静岡市駿河区西脇477-1

GANGA JAMUNA

静岡市駿河区敷地一丁目10番22号

居酒屋なかむら

静岡市駿河区中田3丁目5番43号

山路

静岡市駿河区泉町7番12号

居酒屋 案山子

静岡市駿河区稲川一丁目2番35号

山崎商店

静岡市駿河区小鹿二丁目28番34号

石橋旅館

静岡市駿河区根古屋405番地

寿司よし

静岡市駿河区曲金一丁目9番18号

すし居酒屋 柳亀

静岡市駿河区中島982-3

店舗名称

店舗所在地

焼き鳥ゆうさん

静岡市駿河区みずほ二丁目3番地の1-3

natural hot spring&hotel 松之湯

静岡市駿河区曲金五丁目5番1号

スナックれい子

静岡市駿河区南町2番23号コーポマックス1F

ステーキハウス成しま みずほ店

静岡市駿河区みずほ二丁目7番地の5

静峰園 椿の里

静岡市駿河区池田2113番地の4

ふじの坊 笑膳

静岡市駿河区南八幡町8番22号クオーレ館2F

えちごや

静岡市駿河区みずほ二丁目13番地の4

蕎麦屋八兵衛 静岡店

静岡市駿河区小黒1-7-14

petit restaurant Saori

静岡市駿河区東新田二丁目15番18号コーポ尾崎103号

居酒屋 竜ちゃん

静岡市駿河区中田一丁目2番16号

酒仙隠家 みなみごち

静岡市駿河区泉町7番13号

和風パブ 小春

静岡市駿河区泉町7番12号南街ビル1F

季節料理ゆき

静岡市駿河区馬渕一丁目11番16号

串カツ拳

静岡市駿河区南町10番11号 オラシオン南町1階東側店

びぎん

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町ビル2F

和食居酒屋 拓造

静岡市駿河区東新田四丁目9番50号

馬渕 はなもと

静岡市駿河区馬渕四丁目14番9号

みつまる

静岡市駿河区池田243番地の10

アビイロード

静岡市駿河区用宗一丁目28番9号用宗コーポ1F

よもぎ埜

静岡市駿河区丸子七丁目5番13-1号

おかちめんこ

静岡市駿河区有東一丁目7番35号

Healthy Dining ＆ BAR Sea Zoo

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号みなと横丁

楽蔵 静岡南口駅前店

静岡市駿河区南町10番1号アクロスキューブ静岡6-8階

スナック ミズキ

静岡市駿河区東新田四丁目9番50号

ちょっとより道

静岡市駿河区中田本町33番24号

広島お好み焼 あべちゃん

静岡市駿河区馬渕二丁目7番35号

cafe HACHI&MITSU

静岡市駿河区丸子3240番地の1

スナック 夢

静岡市駿河区馬渕4丁目16番52号 桜ハイツA棟103号

いざか家 林檎

静岡市駿河区広野三丁目9番12号

寿し政（競輪場）分店

静岡市駿河区小鹿二丁目9番1号

おさかなのおいしい店 昇龍

静岡市駿河区泉町3番30号

醍醐味

静岡市駿河区上川原17番9号

そば半

静岡市駿河区古宿294番地

此花

静岡市駿河区馬渕4-14-5

赤のれん

静岡市駿河区広野三丁目19番1号

中華飯店 利尻

静岡市駿河区中島370番地の1

静岡おでん 山ちゃん

静岡市駿河区古宿前山294番地 すんぷ夢ひろば

岩久 中原店

静岡市駿河区中原615番地の8

飯

静岡市駿河区大谷796番地ハイツ静明2

カラオケ スナック まみこ

静岡市駿河区丸子新田257番地の1

奥むら

静岡市駿河区馬渕三丁目14番35号

歌恋

静岡市駿河区泉町7番12号

蝉丸

静岡市駿河区栗原11番10号

店舗名称

店舗所在地

がたろう寿司

静岡市駿河区高松1-16-25

レストラン カーム

静岡市駿河区下川原二丁目24番15号

コルドン・ブルー

静岡市駿河区寺田110番地の3

ひをり

静岡市駿河区丸子2990番地の1

金泉軒

静岡市駿河区桃園町20番31号

御食事処 ふきのとう

静岡市駿河区中島370-1

来来亭 東新田店

静岡市駿河区東新田二丁目6番13号

華 安藤商店

静岡市駿河区中島2-6

佐藤酒店

静岡市駿河区八幡1-1-21

大石商店

静岡市駿河区高松2277番地

富久屋

静岡市駿河区根古屋33番地

ナナハチ

静岡市駿河区馬渕三丁目9番2号

おそばの丸田

静岡市駿河区中田本町28番2号

Don Farm

静岡市駿河区西平松字塩畑480番地の1

居酒屋 来味

静岡市駿河区曲金三丁目5番40号ハピネス椎の木101号

地酒 地魚 おおいし

静岡市駿河区用宗一丁目34番21号

珍来 有明店

静岡市駿河区有明町10番6号

角屋

静岡市駿河区馬渕二丁目6番31号 アーナビル1階101号室

おこん

静岡市駿河区高松一丁目21番13号

タムちゃん

静岡市駿河区小鹿1-54-34

焼肉食べ放題 どんどん静岡石田店

静岡市駿河区石田一丁目1番43号

呑み処 ひよこ

静岡市駿河区中田一丁目1番7号 土岐ビル1F

ふきの燈

静岡市駿河区馬渕二丁目9番17号

日和亭

静岡市駿河区聖一色12番地の1

拉麺家

静岡市駿河区中田本町55番70号

治一郎 中田店

静岡市駿河区中田四丁目2番6号

レストラン ふらいぱん

静岡市駿河区谷田1337番地の60

花鳥

静岡市駿河区みずほ四丁目7番地の10

やっぱりステーキ 静岡インター店

静岡市駿河区中野新田57番地の93

元気くん

静岡市駿河区南町7番9号 サウスパラシオン1F A

居酒屋 さんかく

静岡市駿河区東新田二丁目6番10号 東新田ビル1F

うなぎの石橋

静岡市駿河区西中原一丁目6番13号

ささや

静岡市駿河区泉町3番10号

居酒屋 むつ味

静岡市駿河区馬渕2-7-7

岩久 西脇店

静岡市駿河区西脇875番地の6

居酒屋 すずめ

静岡市駿河区中島2861番地の1

飲み家 美馬

静岡市駿河区登呂四丁目26番19号

居酒屋 小路

静岡市駿河区寺田110番地の3

BASE TABLE

静岡市駿河区聖一色660番地

Butto Beat

静岡市駿河区西中原西店舗アパート1階 北側店舗

やぶ福 登呂支店

静岡市駿河区登呂五丁目21番37号

すたみな太郎 静岡西店

静岡市駿河区手越原川久保66番地の1

くーろん

静岡市駿河区中野新田157番地の3

店舗名称

店舗所在地

左半次

静岡市駿河区南町2番23号コーポマックス1-G

村さ来 静岡駅南店･カラオケ村祭り

静岡市駿河区南町8番1号1・2F

炭焼きレストランさわやか静岡池田店

静岡市駿河区池田634番地の1

手打ち蕎麦 とおるや

静岡市駿河区高松二丁目1番35号 草冠舎101号

ライム軒

静岡市駿河区中田本町62番6号

ホリディハウス

静岡市駿河区小鹿961番地の12 2F

炭焼きレストランさわやか静岡インター店

静岡市駿河区中野新田387番地の1

麺家 八丸

静岡市駿河区東新田二丁目16番35号シャトレー東新田101号

新鮮組

静岡市駿河区大和二丁目7番13号

ドラミカフェ

静岡市駿河区西脇11番地の1 2F

和膳 二代 久能店

静岡市駿河区古宿294番地リバティーリゾート久能山

花橘

静岡市駿河区大谷二丁目11番22号

食堂あんと

静岡市駿河区大谷1452番地の1

静岡英和学院大学内 (株)レパスト食堂

静岡市駿河区池田1769番地

ベトナム料理 サイゴン

静岡市駿河区中村町37番地の3

杏花園

静岡市駿河区小黒三丁目5番13号

清水港 みなみ

静岡市駿河区森下町1番41号タイヨウビル2F

焼津港 みなみ

静岡市駿河区南町2番14号1F

静岡県立大学内 (株)レパスト第2食堂

静岡市駿河区谷田52番1号

スナック ロメオ

静岡市駿河区用宗五丁目1番3号

亀屋食堂

静岡市駿河区西島706番地の1-103

松屋 静岡八幡店

静岡市駿河区八幡二丁目3番17号

松屋 静岡池田店

静岡市駿河区池田404番地の1

ROY G BIV

静岡市駿河区登呂五丁目21番47-2号

居酒屋 たかまつ

静岡市駿河区手越355番地 ビューハイツ手越1-B

呑み処 きむら

静岡市駿河区泉町4番39号Uフラット101

千里馬

静岡市駿河区豊田三丁目8番47号

満嬉多

静岡市駿河区稲一丁目9番23号

かどや商店

静岡市駿河区根古屋404番地の1の1

リンガーハット 静岡インター店

静岡市駿河区中原927番地の1

かつや 静岡聖一色店

静岡市駿河区聖一色1887番地の7

つくし

静岡市駿河区みずほ一丁目11番地の8

ちゃーしゅうや武蔵 アピタ静岡店

静岡市駿河区石田一丁目5番1号アピタ静岡店1F

ラピス アジュール

静岡市駿河区曲金六丁目6番10号

らぁめん花月嵐 東静岡店

静岡市駿河区聖一色149番地の3

ティールーム かいざん

静岡市駿河区石部1572番地

KEI

静岡市駿河区南町3番14号 エスカイア南町1F-108

居酒屋 まっちゃん

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号

さかな屋食堂

静岡市駿河区大谷448番地の1

ゆず庵 静岡インター通店

静岡市駿河区南安倍三丁目4番13号

文田商店 谷田店

静岡市駿河区谷田33番地の6

五味八珍東新田店

静岡市駿河区東新田一丁目268番6号

五味八珍静岡豊田店

静岡市駿河区豊田一丁目4番58号

店舗名称

店舗所在地

松屋 日本平PA（下り線）店

静岡市駿河区国吉田字西原坪東名高速下り日本平PA

クラブサリーズ スポーツ＆カフェ

静岡市駿河区石部13番17号

呑み処 めぐり愛

静岡市駿河区中田一丁目10番15号

choft

静岡市駿河区古宿294番地

廣東料理 曹家

静岡市駿河区曲金六丁目1番40号

文次亭

静岡市駿河区馬渕二丁目6番6-1号

居酒屋 みなみ

静岡市駿河区広野三丁目9番12号

とんかつ キッチンO.K

静岡市駿河区有東二丁目11番18号

松庵

静岡市駿河区宮竹二丁目5番1号

丸亀製麺静岡池田

静岡市駿河区池田402番地の1

丸亀製麺 静岡インター店

静岡市駿河区中野新田324番地の8

コーヒー ドガ

静岡市駿河区下川原五丁目34番23号

文珠庵 そば処

静岡市駿河区用宗一丁目30番7号

ステーキハウス成しま 草薙店

静岡市駿河区谷田4番5号

京子

静岡市駿河区中田二丁目4番26号

おしかの丘食堂

静岡市駿河区小鹿1380番地の1

和食処 おぢや

静岡市駿河区馬渕四丁目7番15号

定食屋まるやま

静岡市駿河区大谷1401番地の1

夢庵 静岡池田

静岡市駿河区池田756番地の25

ストリートスタイル

静岡市駿河区古宿294番地リバティーリゾート久能山町屋テント3

パドック

静岡市駿河区南町3番14号エスカイア南町110

焼肉きんぐ 小黒店

静岡市駿河区小黒三丁目10番13号

カラオケBanBan 静岡豊田店

静岡市駿河区豊田一丁目2番1号

Cafe Refresh

静岡市駿河区池田1795番地の1

丸源ラーメン 静岡インター店

静岡市駿河区中野新田320番地の1

中華料理 趙雲

静岡市駿河区敷地一丁目28番10号

かっぱ寿司静岡有明店

静岡市駿河区有明町7番15号

魚虎支店

静岡市駿河区中田二丁目6番2号

鐘庵 静岡丸子店

静岡市駿河区北丸子一丁目5番5号

鐘庵 静岡下川原店

静岡市駿河区下川原三丁目19番23号

カメリアガーデン

静岡市駿河区小鹿1368番地

エアーフラッシュ

静岡市駿河区丸子三丁目7番5号

シーサイド・ヴィラ マウロアネーラ

静岡市駿河区高松3093番地の1

ハーティーヒルズ ロイヤルセントヨーク

静岡市駿河区寿町6番14号

居酒屋 竹しま

静岡市駿河区下島338番地の1

祭り

静岡市駿河区丸子一丁目4番15号

居酒屋 八田

静岡市駿河区東新田二丁目16番35号 シャトレー東新田105

居酒屋 みちこ

静岡市駿河区東新田二丁目16番35号 シャトレー東新田102号

鶏白湯専門店 五星村

静岡市駿河区曲金七丁目8番13号

竹とんぼ

静岡市駿河区広野四丁目8番18号

小料理 花の里

静岡市駿河区下川原三丁目10番9号

福来源

静岡市駿河区曲金四丁目1番12号

一幸寿司

静岡市駿河区丸子三丁目4番1号

店舗名称

店舗所在地

ファミリー食堂 さいとう

静岡市駿河区南町8番9号

清見そば 登呂店

静岡市駿河区高松一丁目17番25号

寅さん

静岡市駿河区向敷地352番地の7

笑福

静岡市駿河区小鹿二丁目9番1号

コーヒー スナック 茶香留

静岡市駿河区南町3番14号 エスカイア南町2F-207

京城園本店

静岡市駿河区馬渕二丁目14番13号

ほっとであい

静岡市駿河区南町10番12号タケシタビル5F-A

サラデーン

静岡市駿河区用宗四丁目5番26号

蕎麦処 きしがみ

静岡市駿河区宇津ノ谷232番地の2

スナック 三条

静岡市駿河区丸子三丁目12番58-1号

Lounge grace

静岡市駿河区南町7番9号サウスパラシオン2階202B

クック・ドール

静岡市駿河区東新田四丁目17番1号スイートジェントリー1-B

王様の耳はロバの耳

静岡市駿河区宮竹一丁目3番18号

Asian food Suika chan

静岡市駿河区中島3175番地の２

ミア 静岡店

静岡市駿河区中田二丁目6番6号エスカイア中田106号

まいどおおきに静岡インター食堂

静岡市駿河区中野新田382番地の2

LA TABLE DE SHIMA

静岡市駿河区南町7番9号サウスパラリオン1F

パンドラ

静岡市駿河区みずほ二丁目12番地の8

レストランDADA

静岡市駿河区中原158番地の1

幸せの黄金鯛焼き県立美術館前店

静岡市駿河区谷田41番1号

まるはん

静岡市駿河区南町1番13号

焼肉 丈太郎

静岡市駿河区用宗ニ丁目17番1号

うさぎびより

静岡市駿河区南町10番地の12TSビル6B

パブ夢千代

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号みなと横丁2F

パスタ屋 一丁目

静岡市駿河区南八幡町8番22号

うなぎ 清むら

静岡市駿河区馬渕四丁目14番6号

ミスター太郎

静岡市駿河区小鹿三丁目8番10号

ココット

静岡市駿河区高松一丁目5番40号

とよ寿し

静岡市駿河区池田880番地の4

さの竹

静岡市駿河区八幡三丁目21番3号

酒処 きりやま

静岡市駿河区馬渕三丁目9番2号

中華そば 次郎

静岡市駿河区敷地一丁目28番10号101

カフェ ゆめ苺

静岡市駿河区西平松462番地の1

菜々や

静岡市駿河区南町20番15号

居酒屋 みどり

静岡市駿河区中田一丁目2番16号

寿三

静岡市駿河区馬渕二丁目9番17号

くら寿司 静岡インター通り店

静岡市駿河区西中原一丁目7番30号

鐘庵 静岡池田店

静岡市駿河区池田688番地の3

鐘庵 静岡曲金コンコルド店

静岡市駿河区曲金七丁目8番22号

清見そば本店

静岡市駿河区南町1番6号

そば処 磐石

静岡市駿河区中島370番地の1

じゅうじゅうカルビ東静岡店

静岡市駿河区曲金六丁目8番29号

貴乃

静岡市駿河区広野四丁目12番8号

店舗名称

店舗所在地

なかのぶ

静岡市駿河区八幡一丁目2番8号

みぜん

静岡市駿河区南町6番22号サウスクレスト1F

吉野家 静岡インター通り店

静岡市駿河区西中原一丁目6番27号

吉野家 静岡SBS通り店

静岡市駿河区中田四丁目7番21号

田や

静岡市駿河区みずほ五丁目1番地の8

ひょうたん

静岡市駿河区向敷地51番地の12

洋麺屋五右衛門 静岡曲金店

静岡市駿河区曲金七丁目1番1号 2F

中華そば久能山

静岡市駿河区古宿294番地

Berry Cute Cafe

静岡市駿河区古宿294番地

石ヶ谷

静岡市駿河区石田一丁目1番6号

マッキー

静岡市駿河区中田本町17番18号

蕎麦屋神楽 静岡インター店

静岡市駿河区中野新田262番地の2

蕎麦屋神楽 登呂店

静岡市駿河区南八幡町23番15号

鉄板焼びすとろ平野屋

静岡市駿河区見瀬237番地の5石川ビル104

おわら茶屋

静岡市駿河区宮本町2番7号

亜胡

静岡市駿河区下川原三丁目2番6号

山内屋

静岡市駿河区根古屋404番地の1-2

鰻のいいだ

静岡市駿河区八幡三丁目11番3号

つつい

静岡市駿河区石田二丁目5番1号

常葉大学静岡草薙キャンパス内 トコカフェ

静岡市駿河区弥生町6番地の1

魅惑の牛豚

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号1-7

中国飲茶館

静岡市駿河区新川二丁目4番20号

シンデレラ

静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号芸術劇場2F

近江焼肉ホルモンすだく 静岡店

静岡市駿河区曲金二丁目5番41号AFCハイツ1階

GRATEFUL'S HUTPARK用宗店

静岡市駿河区用宗世四丁目19番12号 1-B

もんじゃ・お好み焼 月島

静岡市駿河区中田二丁目3番20号

サンデーダイナー

静岡市駿河区用宗二丁目17番2号2階

BLUEST

静岡市駿河区馬渕一丁目17番16号

ラウンドワン静岡駿河店

静岡市駿河区向手越一丁目10番1号

酒場ル ダルマ商店

静岡市駿河区南町10番12号オラシオン南町1F

麺処田ぶし静岡店

静岡市駿河区有東二丁目9番20号

リバティーリゾート久能山ライブハウス

静岡市駿河区古宿294番地

かつや静岡インター店

静岡市駿河区中野新田377番地の1

いきなりステーキ 静岡中島店

静岡市駿河区中島1050番地の1

きらら

静岡市駿河区南町10番12号竹下ビル2F-A

海風文庫

静岡市駿河区用宗二丁目15番3号シーサイド#9001 1F

はま寿司静岡IC店

静岡市駿河区中野新田161番地の1

ベルヴィ ラヴァンセーヌ

静岡市駿河区八幡一丁目4番38号

FromTEN

静岡市駿河区大谷字宮川1443番地の1

肉炉端 タベスギータ

静岡市駿河区南町1番5号1階

居酒屋 きりん

静岡市駿河区南町6番7号入船横丁貸店舗B号室

晴の

静岡市駿河区馬渕二丁目7番33号

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【静岡市清水区】
店舗名称

店舗所在地

珈琲花南

静岡市清水区長崎南町2番25号

ホテル クエスト清水

静岡市清水区真砂町3番27号

居酒屋 我家我家

静岡市清水区折戸510番地の6

うなぎの春日野

静岡市清水区西久保44番地の1

食道楽

静岡市清水区江尻町3番13号

海蛇スネーク

静岡市清水区上力町3番11号

からあげ魚廣

静岡市清水区上力町3番11号

摩天楼

静岡市清水区銀座8番16号

あじぶか

静岡市清水区梅ケ谷242番地の1

寿し辰

静岡市清水区興津中町1416番地の12

サイバーキューブ

静岡市清水区真砂町2番29号

マイニチ

静岡市清水区上原二丁目5番15号

壱参

静岡市清水区真砂町5番32号

和ダイニング四六時中 清水店

静岡市清水区上原一丁目6番16号イオン清水店2F

割烹 いけだ

静岡市清水区西久保228番地の19

沼津魚がし鮨 流れ鮨 清水ドリームプラザ店

静岡市清水区入船町13番15号

なすび総本店

静岡市清水区富士見町5番8号

よもぎ

静岡市清水区下野北14番1号

芳川

静岡市清水区上原一丁目2番20号

日与志

静岡市清水区船原二丁目16番2号

EAGLE PASS CAFE

静岡市清水区辻一丁目1-14 Cube’09-1階

清水河岸の市

静岡市清水区島崎町149番地

オオムラ自転車折戸店＆アルモカフェ

静岡市清水区折戸二丁目2番7号オオムラ自転車折戸店内

BAR・SPAGHETTERIA ITALIA

静岡市清水区相生町7番26号

居酒屋 風味鶏

静岡市清水区渋川三丁目9番20号

アジアンカフェ茶香茶花

静岡市清水区駒越東町5番26号 ソレイユノノムラ

羽衣ホテル

静岡市清水区三保1282番地の1

イタリアンバル Glow up

静岡市清水区真砂町1番20号

ラーメンすがい袖師店

静岡市清水区袖師町982番地の2

静岡カラオケ大学

静岡市清水区追分三丁目3番1号 2F

海鮮酒場浜ちゃん

静岡市清水区草薙一丁目8番16号マルコビル1階北側

多喜本

静岡市清水区江尻町3番4号

酒房 恵

静岡市清水区相生町9番20号

居酒屋 両 まるりょう

静岡市清水区真砂町2番18号

呑美喰学遊館 すずき酒店

静岡市清水区西久保522番地

いさみ寿司

静岡市清水区上清水町1番6号

渋川園

静岡市清水区島崎町149番地

アレグロアッサイ

静岡市清水区草薙一丁目8番20号

銅の字

静岡市清水区巴町10番16号昭和堂ビル101号

クラウド

静岡市清水区旭町4番5号旭4-5ビル1階

K-HOUSE

静岡市清水区蒲原5369番地の2

店舗名称

店舗所在地

エイボン

静岡市清水区葛沢405番地

望花亭

静岡市清水区渋川二丁目14番14号

スナック ゴールド・スター

静岡市清水区八坂北ニ丁目13番9号

武吉

静岡市清水区草薙一丁目7番2号

cafebar いつもの店で

静岡市清水区旭町4番11号 宮壱番館1F

Karaoke & Bar Vanquish

静岡市清水区銀座1番15号

エル・オサムーチョ

静岡市清水区草薙二丁目27番19号

カプリコーン（清水シティホテル内）

静岡市清水区真砂町2番2号

かっぽれ

静岡市清水区辻三丁目1番14号

三園旅館

静岡市清水区二の丸町6番31号

サガミ清水店

静岡市清水区梅が岡6番16号

しみず魚to畑

静岡市清水区入船町13番15号 ドリームプラザ内

プティ・パリ・ド・ラ・ターブル

静岡市清水区入江岡町15番26号 清水鉄工機械工業協同組合ビル1F

LE CHAMP VOLANT

静岡市清水区船越南町794番地の5

丼兵衛

静岡市清水区島崎町149番地 まぐろ館2階

居酒屋 ぶす

静岡市清水区三保92番地の45

旅館 潮騒

静岡市清水区三保1075番地の2

cafe なでな

静岡市清水区草薙杉道一丁目15番2号

やっちき

静岡市清水区真砂町5番30号

ラーメン イチハチ

静岡市清水区清水村松地先新田116番地の8

月日星

静岡市清水区村松4047番地の1

古民家 Pause cafe

静岡市清水区鳥坂478番地

中華料理 豚豚 清水店

静岡市清水区旭町5番4号栄華ビル1F

シイたけぞう

静岡市清水区小河内4070番地の1

かしお

静岡市清水区柏尾204番地の2

鳥貴族 草薙店

静岡市清水区草薙一丁目3番2号アスティ草薙2階

ホテルルートイン 清水インター

静岡市清水区八坂東一丁目20番20号

ラウンジ 金魚

静岡市清水区巴町11番9号 田園ビル2階C号室

ラウンジ AKEMI

静岡市清水区巴町9番21号 丸二ビル1階 104号

清照由苑

静岡市清水区中河内4209番地

グラン・カンパーニュ

静岡市清水区巴町11番23号

ぶどうの丘 草薙

静岡市清水区草薙一丁目28番1号

串特急 草薙店

静岡市清水区草薙一丁目6番7号1階

牛角 清水店

静岡市清水区真砂町5番2号シャレーム清水1F

海鮮居酒屋 清水港

静岡市清水区真砂町1番12号 清水NSビル地上1∼2階

博多ラーメン替玉屋

静岡市清水区堀込177番地の1

Izakaya Moto Studio

静岡市清水区巴町10番16号昭和堂ビル201号

わらく

静岡市清水区草薙一丁目2番202号

みやもと河岸の市店

静岡市清水区島崎町149番地

ごはん屋 さくら

静岡市清水区由比今宿1027番地の8

駿河の味処 富士屋

静岡市清水区殿沢二丁目1番10号

御穂鶴

静岡市清水区三保1026番地の1

松風

静岡市清水区但沼町84番地の2

店舗名称

店舗所在地

倉沢屋

静岡市清水区由比東倉澤69番地の1

桜えび茶屋

静岡市清水区由比672番地の1

はとばキッチン

静岡市清水区入船町13番15号

河岸の市 ふかくら西店

静岡市清水区島崎町149番地清水河岸の市いちば館

グローリー

静岡市清水区相生町3番19号斉藤店舗1F北

天神 清水駅前店

静岡市清水区真砂町3番15号I-COMFORT清水駅1階

ポルシェ

静岡市清水区由比709番地の15

(株) 天神屋 大坪店

静岡市清水区大坪二丁目1番18号

株式会社 天神屋押切店

静岡市清水区押切583番地の2

天神屋 船越店

静岡市清水区木の下町278番地

自家焙煎珈琲 リラミー

静岡市清水区本郷町7番24号 メゾン岡村1F

ぶぅふぅうー

静岡市清水区下野緑町17番11号 石月アパート3号

清水チャーハン食堂

静岡市清水区入船町13番15号エスパルスドリーム清水入船通りS118区画

駿河天麩羅食堂

静岡市清水区入船町13番15号

旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 清水西口駅前店

静岡市清水区真砂町2番28号

嵯娥旅館

静岡市清水区秋吉町1番4号

鮨処 やましち

静岡市清水区蒲原三丁目3番10号

蔵

静岡市清水区下野緑町17番11号

駿河丸

静岡市清水区入江二丁目1番10号

かしの木亭

静岡市清水区浜田町8番12号

もとよし

静岡市清水区興津中町754番地の1

まつぼっくり

静岡市清水区三保1335番地の1

中国料理 樹林

静岡市清水区興津東町1234番地

居酒屋 れん

静岡市清水区興津東町1234番地 駿河健康ランド1階

十割蕎麦 あおい

静岡市清水区興津東町1234番地駿河健康ランド内

松月

静岡市清水区興津東町1234番地

和ダイニング あゆ

静岡市清水区興津東町1234番地

焼肉 海峰

静岡市清水区興津東町1234番地 駿河健康ランド内

和食・お寿司 大漁

静岡市清水区興津東町1234番地駿河健康ランド内1階

海の見える洋食屋 マルシェ

静岡市清水区興津東町1234番地駿河健康ランド12階

駿河健康ランド 大広間

静岡市清水区興津東町1234番地

酒場 岩科

静岡市清水区蒲原四丁目32番25号

月

静岡市清水区西高町11番16号

おうちごはん まんさく

静岡市清水区巴町10番9号

干物食堂・居酒屋 おそうざい屋さん

静岡市清水区草薙一丁目2番20号-2

Mate Cafe

静岡市清水区草薙二丁目25番5号

こさむ鮨

静岡市清水区真砂町5番16号

Club LECIEN

静岡市清水区草薙一丁目6番15号

まぐろや やす兵衛

静岡市清水区島崎町149番地

AIREN（愛憐）

静岡市清水区旭町3番13号 津田ビルNo.2 1階

清水港魚河岸漁師めし 岸屋

静岡市清水区島崎町149番地

清水鮪と貝焼 馬鹿貝

静岡市清水区島崎町149番地

アデリーヌ

静岡市清水区中矢部町1番19号

店舗名称

店舗所在地

盛旺軒

静岡市清水区天王南5番3号

サロン 錦

静岡市清水区江尻東三丁目4番4号

そば処 かつみ

静岡市清水区緑が丘町1番20号

ニュー すいしょう

静岡市清水区草薙一丁目7番1号

月の女神

静岡市清水区草薙一丁目14番8号塚本ビル 2階

スナック 草薙一丁目

静岡市清水区草薙一丁目7番3号ポケットビル2階

陽だまり

静岡市清水区由比297番地の1

ふるまき

静岡市清水区由比町屋原187番地の4

AquariuS

静岡市清水区巴町7番5号コーポS3 2FB号

ランタン

静岡市清水区下清水町1番37号

きのえね茶屋

静岡市清水区東大曲町5番6号

たか友

静岡市清水区追分一丁目6番3号

甲松家

静岡市清水区興津中町1373番地の2

富士福

静岡市清水区蒲原322番地の11イオンタウン蒲原内

瀬織

静岡市清水区巴町10番19号

居酒屋 度来処

静岡市清水区千歳町6番27号

スナック 琴

静岡市清水区高橋四丁目21番19号

見晴旅館

静岡市清水区由比今宿996番地の1

回転寿司 のぶちゃん

静岡市清水区入船町13番15号

御食事処 大漁市場

静岡市清水区入船町13番15号

ありがとう食堂

静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎地下1階

ぱすてる屋

静岡市清水区江尻町8番27号

やきとり 鳥元坊

静岡市清水区袖師町445番地の10

GINZA シャル

静岡市清水区銀座13番27-2号

じいばあ

静岡市清水区巴町7番19号

酔華

静岡市清水区万世町一丁目1番12号

スナック パティオ

静岡市清水区宮代町11番1号

龍鳳

静岡市清水区天王南7番7号

中華 巴飯店

静岡市清水区蜂ケ谷458番地の16

cafe オビー

静岡市清水区蒲原一丁目9番19

ほうじゅん

静岡市清水区神田町3番3号

居酒屋スナック やまと

静岡市清水区興津中町400番地

びすとろ くれいどる

静岡市清水区三保1761番地の1

YAMA no kitchen

静岡市清水区宮下町10番47号

割烹若ざわ 富海亭

静岡市清水区駒越中一丁目17番38号

金多楼

静岡市清水区万世町二丁目3番4号

道とん堀 清水渋川店

静岡市清水区渋川一丁目6番25号

マッシモ

静岡市清水区三保89番地の1

ゆい桜えび館

静岡市清水区由比673番地の1

サーティワンアイスクリーム 静岡フレスポ店

静岡市清水区鳥坂860番地フレスポ静岡2F

鯨のひげ

静岡市清水区入船町9番24号

若木屋

静岡市清水区港町二丁目9番13号

サーティワンアイスクリーム ベイドリーム清水SC店

静岡市清水区駒越北町8番1号ベイドリーム清水内106区画

店舗名称

店舗所在地

鮨処おがさわら

静岡市清水区入船町13番15号

中国料理 盛旺

静岡市清水区袖師町1098番地

よりみち

静岡市清水区辻三丁目7番2号

ととすけ

静岡市清水区島崎町149番地清水市場河岸の市（まぐろ館2F）

スナック すずなり

静岡市清水区巴町7番8号2階

モスバーガー バロー清水高橋店

静岡市清水区高橋五丁目1番1号

miZuno

静岡市清水区船越東町209番地の2

やすい軒

静岡市清水区真砂町2番35号

ロビン

静岡市清水区旭町5番23号良知店舗1階

清栄寿司

静岡市清水区三保3581番地

うおかん

静岡市清水区島崎町149番地

ワイン食堂 シャンティ

静岡市清水区西高町1番1号コーポS 1FC

June

静岡市清水区巴町7番3号コウワビル1F-B

きぬむら

静岡市清水区草薙一丁目6番15号ブルーワンマンション1F

みやもと 島崎店

静岡市清水区島崎町149番地の50

十千花前 清水

静岡市清水区真砂町2番24号

ココス 清水店

静岡市清水区築地町10番28号

喫茶・スナック レイホー

静岡市清水区辻三丁目6番29号

居酒屋 けんけん

静岡市清水区大沢町4番2号

喫茶 木馬

静岡市清水区江尻町3番6号

めしやくうべえ

静岡市清水区堂林二丁目16番13号

バチカン

静岡市清水区本郷町1番1号

蓬莱亭

静岡市清水区港町一丁目4番1号

酒呑処 樽彦

静岡市清水区真砂町2番13号

たから屋

静岡市清水区相生町2番30号

草薙バル sea-Dz

静岡市清水区草薙一丁目5番7号

アシストゴルフ ノザキ

静岡市清水区大坪一丁目9番6号

イタリア軒 清水店

静岡市清水区有東坂二丁目294番地の13

HOPA

静岡市清水区草薙一里山3番7号イナバスカイビル1F

Port Salon

静岡市清水区相生町9番12号

和食さと清水大曲店

静岡市清水区入江三丁目10番26号

中華料理 一心

静岡市清水区春日二丁目4番33号

まぐろ王国 大ちゃん

静岡市清水区島崎町149番地

そば処 福乃家

静岡市清水区折戸二丁目12番12号

朝霧高原カフェ

静岡市清水区島崎町149番地

うるせえやつら

静岡市清水区巴町7番9号MKビル201号

サイゼリヤ 清水駅前えじりあ店

静岡市清水区辻一丁目2番1号えじりあ2階

有限会社 リカーショップおきつ

静岡市清水区西久保1丁目6番19号

インド料理ガンジス川

静岡市清水区駒越中二丁目14番2号

サイゼリヤ 清水インター店

静岡市清水区八坂東二丁目1番33号

ChoBin

静岡市清水区万世町一丁目1番8号

西陣

静岡市清水区袖師町258番地の4

味楽苑

静岡市清水区月見町2番2号

店舗名称

店舗所在地

パブひらめき

静岡市清水区巴町11番2号

カフェ クレイファクトリー

静岡市清水区島崎町6番49号

IT Cafe&Bar Output

静岡市清水区銀座4番5号木口ビル2階

月の舟

静岡市清水区旭町3番12号

酔平仙

静岡市清水区七ッ新屋二丁目6番17号

散歩道

静岡市清水区八坂東一丁目14番3号

かん吉清水店

静岡市清水区御門台3番10号

CAFE I'M FISH

静岡市清水区二の丸町7番7号カサマロン103

すぱげてぃ屋

静岡市清水区有東坂二丁目294番13号セントラルビル102号室

ビストロ リュミエール

静岡市清水区興津中町1354番地の12

SUNNY

静岡市清水区本郷町1番1号清水駅前ビル3階

ラーメン暖暮 清水店

静岡市清水区上原二丁目5番8号ラフォーレ池ノ沢1B

ミルクホール

静岡市清水区江尻東一丁目2番10号

お食事処 活火山

静岡市清水区中之郷一丁目4番11号

井筒屋

静岡市清水区由比314番地

ヴェリタス

静岡市清水区江尻東一丁目1番6号 石丸ビル２階

由のや

静岡市清水区由比76番地

よかとっと。

静岡市清水区草薙1丁目7番1号

餃子BAR 椿家

静岡市清水区真砂町1番38号

酒処さくら

静岡市清水区蒲原四丁目32番15号

おいげん家

静岡市清水区巴町11-22

旬花酒陶 百合音

静岡市清水区真砂町6番21号

Queen Waspish

静岡市清水区巴町11番1号福満ビル二階奥

竹ふじ

静岡市清水区三保114番地

中華料理 萩原

静岡市清水区鳥坂554番地の2

おさかな工房 魚清

静岡市清水区小芝町1番18号

coﬀee&スナック やえがし

静岡市清水区本町12番1号

味彩酒蔵 らいず

静岡市清水区旭町2番13号

MANAMI

静岡市清水区銀座12番13号

お好み焼き 鉄板焼きのMochi

静岡市清水区蒲原四丁目9番15号

居酒屋 ちょっくら

静岡市清水区蒲原66番地の102

イタリアンバル ステイゴールド

静岡市清水区草薙一丁目8番13号 ２F

侍ちゃんぷる

静岡市清水区真砂町2番6号

ジンジャー餃子販売所

静岡市清水区江尻東一丁目2番31号

創作中華 野村

静岡市清水区草薙一丁目15番19号

食事処 開花亭

静岡市清水区由比町屋原608番地

Birdy

静岡市清水区巴町10番31号田口ビル103号

サーフエコー カフェ

静岡市清水区三保92番地の45 宮城島店舗2号

ばっちゃん亭

静岡市清水区江尻町10番9号

ふるさと

静岡市清水区春日一丁目8番12号

旨いと想う料理とお酒 くおい

静岡市清水区有度本町5番27号

四季料理 の田

静岡市清水区巴町7番9号レジデンスTOMOE102号

フェイクセル

静岡市清水区江尻町4番35号

店舗名称

店舗所在地

ダイニング弁当 ブンブン山

静岡市清水区万世町一丁目6番15号 2F

かわ久

静岡市清水区押切1675番地

正貴

静岡市清水区蒲原一丁目5番25号

居酒屋 マスヤ

静岡市清水区石川本町7番3号

炭火串焼大将 草薙店

静岡市清水区草薙一丁目14番12号

來夢

静岡市清水区万世町一丁目1番11号 コーポふたば1F

屋根裏

静岡市清水区銀座1番9号

ガスト 清水七ツ新屋店

静岡市清水区七ッ新屋442番地の1

寿し安

静岡市清水区船越三丁目5番43号

カラオケハウス 寿限無

静岡市清水区由比町屋原164番地の1

大むら

静岡市清水区蒲原三丁目7番5号

有限会社大花

静岡市清水区江尻東三丁目10番13号

とことこ

静岡市清水区千歳町6番27号 千歳ガーデンヒルズレジデンス110号

スモークヘッド

静岡市清水区入江岡町1番8号1D

しゃぶ葉 清水春日店

静岡市清水区春日一丁目5番18号

グラッチェガーデンズ 清水春日店

静岡市清水区春日一丁目8番8号

有限会社 玉川

静岡市清水区御門台1番33号

はぎた

静岡市清水区月見町4番3号

バーミヤン 清水矢部店

静岡市清水区中矢部町3番8号

中華飯店 さくら屋

静岡市清水区上清水町11番24号

盛旺軒 下野店

静岡市清水区下野町9番13号

へのへのもへじ

静岡市清水区小島町8番地の3

大衆割烹 大武

静岡市清水区西高町11番4号

居酒屋 農家の食卓

静岡市清水区折戸四丁目7番22号

カレー美術館 tiam

静岡市清水区港町二丁目5番13号スミカ港町ビル1F

BonMasuda

静岡市清水区江尻東一丁目3番15号

台湾料理金福源

静岡市清水区押切1410番地

かあちゃん

静岡市清水区天神二丁目3番6号

エミエール

静岡市清水区真砂町1番37号

なぶら家

静岡市清水区鳥坂555番地の2

暁

静岡市清水区渋川551番地の7

中華飯店 吉勝

静岡市清水区長崎1109-1F

南

静岡市清水区万世町一丁目4番3号 大和ハイツ101号

呑み処AKUTO

静岡市清水区宮代町10番18号

MUSHUP COFFEE&BEER

静岡市清水区銀座1番10号

台湾料理 しん源

静岡市清水区下野緑町1番8号

宝珠園

静岡市清水区鶴舞町7番27号

ハーフタイム

静岡市清水区押切930番地の6

パブ 木蘭

静岡市清水区巴町12番3号シティコーポ新清水2階202

さいとう

静岡市清水区下清水町2番16号

集

静岡市清水区巴町10番10号１F

雅

静岡市清水区千歳町6番27号千歳のれん街108

Fukuyama 福

静岡市清水区巴町11番7号内藤貸店舗1号室（1階）

店舗名称

店舗所在地

炭火焼肉 やまけん

静岡市清水区本郷町1番2号清水駅前ビル1階

ＢＡＲ ＢＥＥ－７

静岡市清水区真砂町1番32号三海ビル2階

居酒屋 縁

静岡市清水区江尻町3番12号

らうんじ こころ

静岡市清水区下野西1番26号

やまめのさと

静岡市清水区河内241番地の1-1

ZERO

静岡市清水区巴町7番9号伊埜谷ビル1F

茶茶

静岡市清水区河内1588番地の2

中華飯店 白虎

静岡市清水区梅ケ谷60番地の9

大名

静岡市清水区梅ケ谷242番の1

コミュニティカフェSOW

静岡市清水区村松2221番地の1

たこ助

静岡市清水区銀座1番5号

居酒屋こづち

静岡市清水区東大曲町3番1号

セレナーデ

静岡市清水区旭町3番12号佐野ビル２Ｃ号

だいこく屋

静岡市清水区河内81番地の2-1

熟成焼肉いちばん 清水店

静岡市清水区秋吉町302番地の8

ちょい呑み ねこ

静岡市清水区千歳町6番27号千歳ガーデンヒルズレジデンス千歳のれん街107

らーめん通り

静岡市清水区八木間町609番地の7

居酒屋 えじり

静岡市清水区江尻町3番9号 佐藤ビル1F

てなもんや

静岡市清水区真砂町1番32号三海ビル1階

お食事処 ことぶき

静岡市清水区長崎新田273番地の1

美らさん

静岡市清水区旭町4番9号オカムラビル2F

よし川

静岡市清水区蒲原三丁目5番18号

蓮華

静岡市清水区長崎南町7番1号 雅ハイツ 1階

This Is Cafe エスパルスドリームプラザ清水店

静岡市清水区入船町13番15号エスパルスドリームプラザ本館1階 S144区画

ビビッド

静岡市清水区巴町9番22号 石ヶ谷ビル2F

長寿園

静岡市清水区下野西4番19号

八幡センター

静岡市清水区河内415番地の2

桐林焼肉店

静岡市清水区興津中町524番地の13

カラオケ・スナック昭和

静岡市清水区蒲原中498番地の1

Blanc Ocean SHIMIZU

静岡市清水区島崎町223番地

そば 上の

静岡市清水区由比328番地の3

スナック ポジション

静岡市清水区旭町5番5号 松村ビル2階

食酒家 船路

静岡市清水区木の下町276番地

むら上

静岡市清水区西久保一丁目14番26号

かねぶん喫茶室

静岡市清水区吉原979番地

呑喰栄時

静岡市清水区辻一丁目7番28号

コロッケ倶楽部 静岡清水店

静岡市清水区辻1丁目2番1号えじりあ1階

深夜きっちん山田商店

静岡市清水区袖師町1575番地の78江尻センタービル1階

侍ホルモン 清水駅前店

静岡市清水区真砂町1番16号

盛旺飯店 駒越店

静岡市清水区駒越西二丁目2番12号

ラーメン海山

静岡市清水区八木間町415番地11 1F

あかねや食堂

静岡市清水区巴町9番21号

BRUTO

静岡市清水区真砂町1番39号

店舗名称

店舗所在地

由喜

静岡市清水区石川24番地の4

炭火焼肉 がらっぱ

静岡市清水区港南町1番8号

まつや

静岡市清水区南岡町1番5号

しずこ

静岡市清水区二の丸町7番7号カサマロンマンション105号

新すし

静岡市清水区渋川三丁目10番23号

Yuki karaoke studio

静岡市清水区渋川83番地の6

ラーメンまるさ商店

静岡市清水区袖師町1877番地の66

ラウンジ 赤い箱

静岡市清水区興津中町1126番地の2

とおせんぼ

静岡市清水区弥生町8番6号

一休茶屋

静岡市清水区但沼町803番地の6

くいもの屋 わん 清水駅前店

静岡市清水区辻1丁目2番1号 えじりあ2F

隠れ居酒屋 頂

静岡市清水区辻5丁目2番14号

台湾料理 龍華

静岡市清水区船越南町245番地

モスバーガー清水エンチョー店

静岡市清水区袖師町1455番地

おんふぁーむ

静岡市清水区中矢部町14番8号

たくちゃん

静岡市清水区草薙一丁目7番14号

ﬁgs

静岡市清水区駒越西一丁目2番50号

レストラン トリオ

静岡市清水区山原320番地の14

欧風居酒屋you遊

静岡市清水区巴町12番5号

銀の字

静岡市清水区万世町一丁目5番12号

北條

静岡市清水区小河内3899番地の1

康子

静岡市清水区神田町4番16号

花束

静岡市清水区三保945番地の8

ROBUSTO

静岡市清水区銀座1番5号WINSHIPS1階A

吉おか

静岡市清水区中之郷二丁目1番8号

OHANA BAR

静岡市清水区島崎町2番10号

rose quartz

静岡市清水区巴町7番15号マツナガビル1-B号

cafe & dining FANTAN

静岡市清水区由比町屋原632番地の1

Cradle

静岡市清水区巴町7番3号コウワビル1Ｆ

Pub スカーレットブーケ

静岡市清水区江尻東三丁目9番7号1階奥

豊苑

静岡市清水区三保2988番地の7

居酒屋 こじろう

静岡市清水区下野北15番26号

Casetta di Shu

静岡市清水区三保1333番地の1

もくぺれ×GALLERY Kino

静岡市清水区有度本町5番18号

どん福

静岡市清水区島崎町149番地河岸の市まぐろ館1F

エリカスパルサ

静岡市清水区旭町3番14号津田産業ビル2階・3階

カレーハウスcoco壱番屋 清水大曲店

静岡市清水区鶴舞町1番4号

Plumeria

静岡市清水区真砂町1番48号 1階

カレーハウスcoco壱番屋 ASTY清水店

静岡市清水区真砂町1番1号

Liberta

静岡市清水区相生町1番5号大岡ビル2F

竹田酒店

静岡市清水区緑が丘町14番20号

RAMIE

静岡市清水区追分三丁目3番1号追分ビル1階

龍宮亭

静岡市清水区横砂中町29番11号

店舗名称

店舗所在地

こなから

静岡市清水区殿沢二丁目1番13号

丸岩ラーメン

静岡市清水区袖師町1575番地の75

LUXE

静岡市清水区旭町4-22-1F

R荘

静岡市清水区草薙一丁目1番7号

喫茶&スナック ナイトマン

静岡市清水区長崎359番地の2

Cafe de Agora

静岡市清水区草薙一丁目2番25号-2

夢眠 中華料理店

静岡市清水区庵原町131番地の1

民宿レストラン潮

静岡市清水区三保2718番地の6

若竹

静岡市清水区辻二丁目2番5号

寿司元

静岡市清水区蜂ケ谷282番地

清水うなぎ割烹 川京

静岡市清水区平川地3番20号

麺屋 燕 エスパルスドリームプラザ店

静岡市清水区入船町13番15号エスパルスドリームプラザ1F

カフェエマルジョン

静岡市清水区蒲原新田一丁目15番23号

月日星 炭火焼厨房

静岡市清水区村松4047番地の1

cerise

静岡市清水区巴町10番9号天野ビル3号

松の寿司

静岡市清水区銀座1番3号

味韓

静岡市清水区真砂町1番35号

全開屋

静岡市清水区村松一丁目1番72号

RAINBOW

静岡市清水区銀座8番16号

魚徳

静岡市清水区興津東町629番地

台湾料理 美味館

静岡市清水区押切1670番地

シャンテ

静岡市清水区下野東2番11号

日本平高原アイスクリーム

静岡市清水区村松4047番地の1

パブ

静岡市清水区旭町3番12号佐野ビル1階D

K

ハトヤ旅館

静岡市清水区草薙一丁目9番3号

喫茶スナック ダカーポ

静岡市清水区巴町12番5号

アミューズ

静岡市清水区巴町11番9号

ALBA

静岡市清水区真砂町6番21号

けん坊

静岡市清水区岡町1番4号

旧和泉屋「お休み処」

静岡市清水区蒲原三丁目25番3号

にこにこ寿司 草薙店

静岡市清水区草薙一里山5番16号

より道

静岡市清水区宮加三576番地の2

nogi農園

静岡市清水区三保3121番地の7

びすとろ 光輪

静岡市清水区入船町7番10号

BAR スリンキー

静岡市清水区真砂町5番2号シャレーム清水2階

焼肉SUMIKA

静岡市清水区真砂町6番21-1号リュエルギンザC

HERO

静岡市清水区真砂町5番2号シャレーム2F B

EKIMAE STAND

静岡市清水区真砂町1番21号

HANABUSA

静岡市清水区旭町4番4号トップビル1階

ロイハート

静岡市清水区旭町4番20号1階

辰己寿司

静岡市清水区下野西1番13号

Ashray.com

静岡市清水区旭町4番3号GCビル2F東側

パブ 悠悠

静岡市清水区旭町4番9号オカムラビル1階101号室

店舗名称

店舗所在地

eterna

静岡市清水区巴町7番3号コーポS4 2F B号

新生丸

静岡市清水区巴町9番23号佐野ビル1F

割烹 わかすぎ

静岡市清水区巴町12番2号

若駒

静岡市清水区蒲原四丁目26番2号

府中屋

静岡市清水区蒲原3丁目19番23号

main

静岡市清水区旭町3番12号佐野ビル1-B号

穴子の魚竹寿し

静岡市清水区草薙122番地

志乃ぶ鮨

静岡市清水区渋川二丁目2番12号

MITRA

静岡市清水区相生町3番2号

肉バル BISTECCA

静岡市清水区真砂町1番32号ニューポートビル1階

リストランテ ロメオ

静岡市清水区江尻台町1番26号

亀八

静岡市清水区相生町9番17号

チャイニーズダイニング福家

静岡市清水区大沢町4番1号久保田ビル103号

しゅがあぽっと

静岡市清水区月見町6番4号

森のマルシェ

静岡市清水区西里1342

くすりのつつじ堂

静岡市清水区草薙一丁目8番18号草薙アザリー1Ｆ

ナマステ蒲原

静岡市清水区蒲原三丁目14番2号

ポカラ

静岡市清水区辻一丁目3番1号田中屋ビル

望月竹次郎商店

静岡市清水区但沼町489番地4

末廣鮨

静岡市清水区江尻東二丁目5番28号

In The Gate

静岡市清水区小島町479番地

清水ヒカリ座

静岡市清水区真砂町4番3号

あこがれ亭

静岡市清水区小島町1396番地の2

マクドナルド草薙店

静岡市清水区長崎108番地

Kitchen96

静岡市清水区相生町1番2号

Ｐｙｏｎ Ｋｉｃｈｉ 清水店

静岡市清水区相生町9番41号

プロローグ

静岡市清水区相生町2番15号ロア相生1F

AKEBONO.La table

静岡市清水区長崎南町7番25号

居酒屋 凜

静岡市清水区真砂町1番35号

麦とろ丸子亭清水

静岡市清水区真砂町4番20号

鮨処大吉

静岡市清水区銀座13番8号

美豚

静岡市清水区銀座12番7号

ふらんくさとる

静岡市清水区巴町12番3号シティコーポ新清水102

川村農園CAFE

静岡市清水区三保1816番地の2

マクドナルドイオン清水店

静岡市清水区上原一丁目6番16号イオン清水店1F

古民家 あん Cafe

静岡市清水区小河内3090番地の1

PIZZERIA

静岡市清水区蜂ケ谷291番地の4

L'APE

食事処 たけのこ

静岡市清水区西里1319番地

スナック まこの店

静岡市清水区相生町9番18号

スウィートメッセージヤマロク

静岡市清水区増140番地の2

Drinkin'Beer! HAM

静岡市清水区巴町10番26号佐野ビル1階

有限会社千番閣

静岡市清水区大坪一丁目3番13号

三盛楼渋川本店

静岡市清水区渋川228番地の1

店舗名称

店舗所在地

マクドナルド南幹線清水店

静岡市清水区大坪一丁目4番5号

milk crown cafe and bar

静岡市清水区真砂町3番15号icomfort102

妙

静岡市清水区巴町12番4号望月ビル1Ｆ

清水港 海山

静岡市清水区島崎町149番地 清水魚市場河岸の市まぐろ館2階

いわし料理 善

静岡市清水区辻1丁目1番23号

港湾食堂

静岡市清水区横砂字御林脇408番地の13清水港湾労働福祉センター1階

青柳本店

静岡市清水区江尻町6番11号

八宏の店 マルハチ

静岡市清水区江尻東二丁目3番18号

蘭蘭

静岡市清水区月見町2番5号

味よし

静岡市清水区真砂町5番1号

居酒屋阿木

静岡市清水区駒越中二丁目4番28号

ランプ

静岡市清水区三保912番地の3

フェリーチェ・ドルチェ

静岡市清水区入船町13-15

誠寿し

静岡市清水区神田町18番19号

BAR CHILL

静岡市清水区真砂町4番3号ときわビル2階

蕎麦いわ久 川さき庵

静岡市清水区袖師町1323番地の4

スナック 未来

静岡市清水区八坂東二丁目1番35号

ソルティドック

静岡市清水区巴町11番1号2F

カラオケ喫茶 勇

静岡市清水区追分三丁目3番1号追分ビル1階中央

Noel

静岡市清水区巴町7番5号1F

yen

静岡市清水区真砂町1番32号三海ビル1階南号室

一本槍

静岡市清水区巴町10番19号

マレリカ

静岡市清水区入船町4番9号

清水屋

静岡市清水区和田島818番地の1

旅館 伏木荘

静岡市清水区西里727番地の2

Chuk’s CELLAR

静岡市清水区真砂町1番15号

ラハイナ

静岡市清水区巴町11番7号 望月店舗1階

串揚げ 空

静岡市清水区草薙一丁目8番20号さかえビル1階

生そば味武

静岡市清水区横砂南町10番16号

water,ﬂower Salute 幸理

静岡市清水区巴町9番19号泉ビル2F

夜来香

静岡市清水区真砂町4番31号

やきそばやみっちゃん

静岡市清水区由比763番地の3

1LDK

静岡市清水区銀座8番14号

Crystal branka LiLi

静岡市清水区巴町10番17号天城ビル1階

てんくう清水駅前店

静岡市清水区真砂2番25号

アジト

静岡市清水区相生町7番7号

ココパームス

静岡市清水区中之郷一丁目10番14号

手打ち蕎麦 きのえね

静岡市清水区七ツ新屋423番地の6

PUB 瑠覇運一世

静岡市清水区巴町12-2 新清水ビル2F

ドウテルテ

静岡市清水区千歳町6番1号

居酒屋 和子

静岡市清水区蜂ケ谷248-3

居酒屋 杉菜

静岡市清水区秋吉町5番56の2

花梨

静岡市清水区巴町10番31号巴町びる2階

店舗名称

店舗所在地

（有）魚彩

静岡市清水区江尻東二丁目5番13号

Pizza Verde

静岡市清水区谷田9番31号メゾン戸塚103

みふくさぼう

静岡市清水区折戸四丁目7番54号

魚屋酒家 うおだい

静岡市清水区東大曲町2番7号

清水港さかなや

静岡市清水区入船町13-15

漁師丼の店

静岡市清水区入船町13番15号

TEXAS

静岡市清水区江尻東二丁目1番6号

まぐろ館 一期

静岡市清水区島崎町149番地 まぐろ館1F

一期

静岡市清水区巴町2番3号

CAFE

YAMAZAKI

静岡市清水区矢倉町2-9

Supper Club LiLy

静岡市清水区相生町6番1号

あさひや

静岡市清水区銀座13番28号

居酒屋 ぽれぽれ

静岡市清水区真砂町6-4

ジャパン。

静岡市清水区真砂町2-22

寿司照本店

静岡市清水区入江1丁目9-15

ゆで太郎 清水長崎南町店

静岡市清水区長崎南町1番43号

鳥坂 みどり寿し

静岡市清水区鳥坂139-10

ジョリーパスタ 清水鳥坂店

静岡市清水区鳥坂897番地の1

蓮華K

静岡市清水区巴町12-4望月ビル103号

DAEDRA Junks

静岡市清水区真砂町7番7号

マゼの極み ＴＨＥ ＦＡＴＴＯＮ

静岡市清水区草薙一丁目14番9号

家 光蔵

静岡市清水区西久保44番地の21

ルナー

静岡市清水区東大曲町4-8

百味鮮

静岡市清水区庵原町144番地の14

鮨 川澄

静岡市清水区入船町13-15エスパルスドリームプラザ1階清水すし横丁内

がたろう寿司

静岡市清水区堂林一丁目３－９

中華そば ながおか
Tea party

静岡市清水区辻1-4-8
静岡市清水区中之郷一丁目1-6KSビル1F

ジューンベリー/Your Warm Second House

静岡市清水区由比阿僧279番地

さかなや道場 清水駅前店

静岡市清水区真砂町2番27号清水駅前商店街ビル1Ｆ

屋次郎長 あねタン

静岡市清水区相生町9-6

カラオケまねきねこ清水江尻台店

静岡市清水区江尻台町3番3号

カラオケまねきねこ草薙駅前店

静岡市清水区草薙一丁目2番15号

台湾料理百味鮮

静岡市清水区八木間町809番地の3

台湾料理百味鮮

静岡市清水区相生町6番1号

台湾料理香満楼

静岡市清水区折戸一丁目4番5号

餃子やさん

静岡市清水区袖師町1900番地の19

盛旺

静岡市清水区興津中町623番地の12

よしくに

静岡市清水区蒲原新栄65

あべちゃん

静岡市清水区巴町9番21号丸二ビル1階103号

日出寿司

静岡市清水区沼田町6番2号

キュリアス

静岡市清水区巴町11番9号 田園ビル1F-D

とん将

静岡市清水区三保111-5

店舗名称

店舗所在地

居酒屋 京

静岡市清水区相生町3番20号 伊豆川ビル 1階

Lounge HERME

静岡市清水区巴町6-5

食彩 いっ誠

静岡市清水区有度本町5番27号 ヒルズ寺尾南側

らーく

静岡市清水区江尻町3番5号

潮来

静岡市清水区巴町6-16

プレイボーイ

静岡市清水区中矢部町7-9

鮨の邦春

静岡市清水区横砂東町22-1

円満亭

静岡市清水区旭町4番13号

キャンバスコーヒー

静岡市清水区草薙一里山5番7号

居酒屋 まちこ

静岡市清水区宝町3番1号

奈々

静岡市清水区巴町11-2フジビル2F B店舗

目利きの銀次

静岡市清水区真砂町3-6真砂町ニューアメリカ屋貸店舗 1階2階

白山

静岡市清水区木の下町276番地

Chihana

静岡市清水区相生町3番19号斉藤ビル1階南側

手打ちそば 泉の里

静岡市清水区殿沢1-1-12

スナック チャンス

静岡市清水区巴町11番8号EddyCabin1階

リアン

静岡市清水区相生町2番15号ロア・アイオイ1F

きえん

静岡市清水区銀座8番10号

天女の里

静岡市清水区三保1293-1

巴

静岡市清水区旭町3番27号安田ビル1F

かつ平

静岡市清水区興津中町126番地

シリアン

静岡市清水区高橋六丁目4番20号

ビー玉

静岡市清水区江尻東一丁目2番38号

SOL

静岡市清水区本郷町1番1号清水駅前ビル2階

はるか

静岡市清水区巴町10-29

波のオト。

静岡市清水区巴町8番2号

夢歌

静岡市清水区大坪一丁目9番6号ハセガワビル1C

和花

静岡市清水区千歳町6番32号

居酒屋 みーたん

静岡市清水区旭町5番1号

タンドール

静岡市清水区草薙三丁目8番10号

スナック エマニエル

静岡市清水区西大曲町6番7号

TEPEE

静岡市清水区蛇塚311-1

がブリチキン草薙駅前店

静岡市清水区草薙一丁目8番11号

PRONTO アスティ草薙

静岡市清水区草薙一丁目3番2号アスティ草薙1F

台湾料理 百味佳

静岡市清水区蒲原一丁目6番16号

バン・ブー（やぶみせ）

静岡市清水区庵原町1921番地の9

とん兵

静岡市清水区小芝町3-46

大戸屋 清水店

静岡市清水区七ツ新屋434番地の1

コメダ珈琲店 清水有東坂店

静岡市清水区有東坂二丁目364番地の1

スナック 黄いろい自転車

静岡市清水区江尻東3-8-19

いがぐり

静岡市清水区吉川110-3

清水商店

静岡市清水区草薙一丁目8番13号

コメダ珈琲店 清水インター店

静岡市清水区八坂西町15番30号

店舗名称

店舗所在地

EL NINO

静岡市清水区桜橋町4番8号

食彩空間 だいご味

静岡市清水区草ケ谷343番地

リカーランドマツナガ

静岡市清水区下野西3番28号

台湾料理 王府

静岡市清水区草薙34番地の1

やまだ酒店 ピザ＆ワインバー

静岡市清水区蒲原新田1-19-21

呑み処「釜平」

静岡市清水区草薙一里山1番8号

焼肉センター

静岡市清水区三保2110

鶏のジョージ草薙駅前店

静岡市清水区草薙一丁目7番6号トレンディー草薙1階

il gatto

静岡市清水区草薙2-27-19

焼肉びっくり屋

静岡市清水区西高町9番24号

食事処 かづや

静岡市清水区真砂町3番9号

喫茶 蘭舞瑠

静岡市清水区南岡町3番4号

小丼亭

静岡市清水区高橋六丁目6番47号

遊麺

静岡市清水区飯田町434-3

いちまる水産 まぐろ屋

静岡市清水区三保1299番地の4

三保の松原 いちまる水産

静岡市清水区三保1293番地の1

いちまる

静岡市清水区三保1338-42

梅光

静岡市清水区万世町1丁目6番30号

コックピット

静岡市清水区銀座14番１号1階北側

レッドシューズ

静岡市清水区下野西7番36号

マカティ

静岡市清水区旭町4-20 1F

居酒屋 喜子

静岡市清水区追分3丁目3番1号

スナック 夢生

静岡市清水区大内五反田674番地の1

MEKENI CABALEN

静岡市清水区巴町10番16号昭和堂ビル202号

やしま

静岡市清水区真砂町1番17号

居酒屋 朝子

静岡市清水区入船町3番1号

居酒屋 碓水

静岡市清水区本郷町8番18号

THE SIX STADIUM

静岡市清水区入船町13番15号

居酒屋スナック すずめ

静岡市清水区横砂本町14番11号

かつさと新蒲原駅前店

静岡市清水区蒲原322番地の11イオンタウン蒲原

ゆうき

静岡市清水区大坪二丁目1番1号友ビル1階

よろこび

静岡市清水区真砂町5番22号

いっぴん亭

静岡市清水区辻二丁目5番25号

居酒屋 うさぎ

静岡市清水区巴町7番4号

Hirozushi

静岡市清水区中矢部町1番11号

高雄飯店

静岡市清水区相生町6-28

きねや

静岡市清水区弥生町11番32号

club NOAH

静岡市清水区旭町3番26号

娘十八

静岡市清水区巴町9番22号

ドロンコ

静岡市清水区村松一丁目3番83号

K2

静岡市清水区吉川117番地の2

まんだら

静岡市清水区江尻東二丁目1番15号

居酒屋 ちょっと

静岡市清水区巴町8番26号

店舗名称

店舗所在地

平の字

静岡市清水区銀座9-29

民宿 竹下 ナギサヤ

静岡市清水区三保2414番地の3

和 CAFE 茶楽

静岡市清水区興津本町158の1

山路

静岡市清水区三保92番地の45

小料理 たかだ

静岡市清水区宝町7番24号

黒田屋

静岡市清水区鶴舞町2番2号

パブ マニラ

静岡市清水区巴町6番5号巴ビル2F-E号

木内もつ焼

静岡市清水区江尻東2丁目4番2号

ANGEL PUB

静岡市清水区巴町7番5号コーポS3 2FA

サーの店

静岡市清水区大沢町5番30号平野ビル 2階

お好み焼き 乃んでれ

静岡市清水区大沢町5番30号

居酒屋 あゆ

静岡市清水区千歳町6番27号千歳ガーデンヒルズレジデンス102号

カラオケ酒場 あんちゃん

静岡市清水区千歳町6番1号

アミー

静岡市清水区江尻東三丁目7番13号

こか・まーゆ

静岡市清水区沼田町10番43号

小金

静岡市清水区相生町9-27ヤスダビル1階

Kicheka

静岡市清水区村松705番地の1クリーンフジミ102号

マザーグース

静岡市清水区南矢部557番地の1

寿司安

静岡市清水区万世町一丁目5番13号

マクドナルド 清水店

静岡市清水区真砂町2番34号

Cathỳs Bar

静岡市清水区巴町10番29号

はまとん

静岡市清水区蒲原137番地の18

リバーサイド

静岡市清水区千歳町6番27号千歳ガーデンヒルズレジデンス103号

マクドナルド清水ベイドリーム店

静岡市清水区駒越北町8番5号

来々軒

静岡市清水区折戸505番地の４

スナック ボギー

静岡市清水区江尻町12-11

マスカットハウス

静岡市清水区巴町13番16号

さち

静岡市清水区大沢町11番16号

パブ ニキータ

静岡市清水区旭町4番9号岡村ビル

味

静岡市清水区銀座8番15号

大間新栄丸

静岡市清水区島崎町149番地の27清水魚市場内 まぐろ館2階

みつ葉

静岡市清水区西久保215番地の1

ともだち

静岡市清水区七ツ新屋185番地の5

居酒屋 鈴

静岡市清水区追分一丁目2番4号

酔処 花

静岡市清水区旭町3番16号

居酒屋 テツ

静岡市清水区万世町二丁目9番14号

カルビ一丁 清水店

静岡市清水区鳥坂702番地の8

レモンバーム

静岡市清水区相生町6番1号

まんがん

静岡市清水区秋吉町5番49号

あッ

静岡市清水区日立町10番16号

さつき

静岡市清水区横砂中町16番31号

あさひ

静岡市清水区旭町7番17号

ABELL

静岡市清水区江尻東一丁目1番11号

店舗名称

店舗所在地

入船鮨エスパルスドリームプラザ店

静岡市清水区入船町13番15号エスパルスドリームプラザ

Bear's Kitchen

静岡市清水区千歳町7番20号

洋食家 おかめ亭

静岡市清水区辻一丁目10番19号

有限会社 狐狸庵

静岡市清水区宮代町10番3号

スナック ぼったくり

静岡市清水区旭町3番12号佐野ビル2-B

魚河岸 どんぶり君

静岡市清水区島崎町149

キッチン おにおん

静岡市清水区江尻東一丁目1番35号

晩翠

静岡市清水区港町一丁目5番10号

アンナ

静岡市清水区三保991番地の3

八木春

静岡市清水区真砂町1番15号

可惜夜

静岡市清水区巴町7-3コーポS4 1A

お料理 さいとう

静岡市清水区追分二丁目18番11号 1階

パティスリー リアン

静岡市清水区辻四丁目3番13号

沖縄めんそーれ

静岡市清水区島崎町6番47号

魚勇

静岡市清水区天神二丁目5番17号

紫蘭

静岡市清水区蒲原新栄85番地の3

酒彩 主璃夢

静岡市清水区渋川一丁目2番10号

岬屋

静岡市清水区浜田町7番20号

梅芳園

静岡市清水区三光町6番35号

Chikage Coﬀee Roastery

静岡市清水区清水町4番2号

ラウンジ みや美

静岡市清水区銀座12番15号

酒処 京子

静岡市清水区江尻町3-7

伸

静岡市清水区辻一丁目1番20号

居酒屋 未来

静岡市清水区三保945番地の3

LAYLA

静岡市清水区草薙1-8-16マルゴビル2F-2

新寿司

静岡市清水区万世町一丁目4番3号

Budhi

静岡市清水区銀座4番7号

ミュージックバー ダブルムーン.com

静岡市清水区巴町10番20号

YEBISU倶楽部・海人

静岡市清水区辻一丁目1番15号

郷愁

静岡市清水区万世町一丁目1番35号

清水 江戸銀

静岡市清水区島崎町149番地 河岸の市 まぐろ館2階

岩久 食堂

静岡市清水区桜が丘町7番3号

にんぎょ

静岡市清水区渋川一丁目2番18号

うお鶏 清水

静岡市清水区真砂町6番1号 1F

居酒屋 杏

静岡市清水区八木間町187番地の2

三陸

静岡市清水区旭町2番19号

居酒屋 河良

静岡市清水区江尻東一丁目5番6号

芋すけ 清水

静岡市清水区真砂町6番1号 橋本ビル2F

山下天丼店

静岡市清水区巴町7番13号

五月

静岡市清水区追分二丁目14番16号

八男坊

静岡市清水区相生町9番34号

じゃみん

静岡市清水区巴町10番9号天野ビル1F1号

cafe&bar M

静岡市清水区江尻東三丁目10番17号1階

店舗名称

店舗所在地

やませみの湯

静岡市清水区西里1449番地

よし久

静岡市清水区銀座6番1号

モーニング

静岡市清水区入江一丁目11番22号

サンタナ

静岡市清水区大沢町4番1号 久保田ビル201

汁平

静岡市清水区富士見町6番11号

月とうさぎ

静岡市清水区下野緑町17番11号

ヒロ

静岡市清水区相生町9番12号新世界

美々

静岡市清水区巴町11番9号 田園ビル2階A号

向田

静岡市清水区草薙55番地

味彩そ乃田

静岡市清水区銀座10番3号

スナック ココ

静岡市清水区松井町5番17号

もてぎ

静岡市清水区巴町7番9号レジデンスTOMOE101号室

ちんちら

静岡市清水区巴町11番9号

追分奴寿司

静岡市清水区追分一丁目5番10号

一元 八木間店

静岡市清水区八木間町430番地の1

魚河岸

静岡市清水区大沢町4番1号

ハニースナック

静岡市清水区巴町11番3号 1F

喫茶＆スナック 希実

静岡市清水区興津中町623番地の12

巴すし

静岡市清水区巴町7番24号

ギャル

静岡市清水区旭町4番9号 岡村ビル1階

ちょい呑み屋 ぽっぽちゃん。

静岡市清水区江尻町3番7号

自家焙煎珈琲 檜皮

静岡市清水区鶴舞町5番21号

CHERI

静岡市清水区巴町7番5号

ふじ川食堂

静岡市清水区草薙二丁目4番9号

GLAMOROSA

静岡市清水区旭町3番19号1階

とうもろこし

静岡市清水区八坂東2丁目1番35号

すなっく「ゆみ」

静岡市清水区巴町7番19号

スナック ブルックス

静岡市清水区巴町6番10号

VIP

静岡市清水区巴町10番26号 佐野ビル2階

中華飯店 九龍 松原店

静岡市清水区松原町1番21号

リッシュ

静岡市清水区旭町4番4号

サンビーチ

静岡市清水区三保2717番地の3

カフェ とことこ

静岡市清水区中之郷二丁目28番3号

ジミーズティー清水駅前店

静岡市清水区真砂町2番33号

Silver

静岡市清水区相生町9番19号

一福寿し

静岡市清水区巴町6番16号

有限会社 やきとり道場

静岡市清水区草薙一丁目8番12号

みそのやカフェ

静岡市清水区港町一丁目2番11号

スナック 君と僕

静岡市清水区旭町5番5号松村ビル1F

FRIEND HOUSE

静岡市清水区小芝町1番6号

千年成

静岡市清水区相生町2番24号

居酒屋 天晴

静岡市清水区銀座2番5号

ダイニング カフェ バオバブ

静岡市清水区北脇132番地の17

店舗名称

店舗所在地

CHERRY BEANS BURGER

静岡市清水区入船町13番15号ドリームプラザ3階

JMK日本音楽歌謡講師会本部

静岡市清水区村松162番地

幸寿司

静岡市清水区富士見町6番17号

珍華楼

静岡市清水区下野北9番12号

ラーメン旗っさし家 蒲原店

静岡市清水区蒲原5342番地の1

わんこ

静岡市清水区真砂町5番20号

まねきねこ

静岡市清水区相生町9番4号

ちゅうかなかむら家

静岡市清水区袖師町150番地の3

あおい温泉 草薙の湯

静岡市清水区草薙1865番地の2

中華そば 北京屋

静岡市清水区神田町4番16号

中華焼肉 大元

静岡市清水区大沢町5番2号

そば食堂 兎

静岡市清水区本郷町1番2-2号RITZ CONT1 1階

せんいち

静岡市清水区清水村松地先新田116番地の11

スナック バンブー

静岡市清水区下野西2番7号

lounge 花華

静岡市清水区巴町11番9号田園ビル1階-B

ふみちゃん

静岡市清水区江尻町10番9号

ふじ乃や

静岡市清水区真砂町7-6

居酒屋 たまちゃん

静岡市清水区楠新田217番地の8

和風スナック みどり

静岡市清水区入江二丁目1番49号

レストラン じゃがいも

静岡市清水区草薙二丁目22番8号

焼肉 八千代亭

静岡市清水区八千代町3番1号

とのおか

静岡市清水区下野中1番11号

かっぱ

静岡市清水区真砂町1番37号

とり扇

静岡市清水区月見町4番9号

喜楽

静岡市清水区山原140番地の1

和

静岡市清水区興津中町1293番地の5

ラウンジ エミ

静岡市清水区巴町10番10号1階南側

喫茶ボンヌール

静岡市清水区真砂町4番11号

やまぼうし

静岡市清水区但沼町69番地の11

みどり寿司 高橋支店

静岡市清水区高橋2-11-16

ミカ

静岡市清水区巴町7番3号コーポSIV 2FA号

酒亭 花むら

静岡市清水区渋川一丁目2番10号クオリティ1号

haru̲coﬀee

静岡市清水区下野西2番23号

絆－KIZUNA－

静岡市清水区相生町3番20号

Fiesta

静岡市清水区旭町3番17号 旭町中央ビル1F・B

堀池酒店

静岡市清水区但沼町518番地

パブ＆レストラン ポンキッキ

静岡市清水区興津中町1362番地の7

羅比亜

静岡市清水区真砂町1番15号

酔い処 竹世

静岡市清水区巴町9番11号

秀花

静岡市清水区沼田町10番31号

鐘庵 押切店

静岡市清水区押切1413番地

久松

静岡市清水区真砂町4番5号

鐘庵 有東坂店

静岡市清水区有東坂4番10号

店舗名称

店舗所在地

中華料理きがわ

静岡市清水区村松原二丁目6番19号

清水病院地下食堂アミー

静岡市清水区宮加三1231番地

アミー

静岡市清水区相生町9番26号

Red bar

静岡市清水区真砂町5番19号２階

Ammy-Ammy

静岡市清水区相生町9番26号

Pole Pole

静岡市清水区草薙一丁目13番6号

やまだ

静岡市清水区有東坂二丁目155番地の1

ささや

静岡市清水区草薙一丁目9番6号

アマデウス

静岡市清水区巴町11番20号 やよいビル1F

PUB A-1

静岡市清水区旭町4番20号

Clover Cafe

静岡市清水区江尻町2番13号

日和見

静岡市清水区北脇139番地の3

喫茶 アルペンブルー

静岡市清水区迎山町2番3号

BLACK CAT

静岡市清水区真砂町1番地の43

テラス・ひだまり

静岡市清水区大坪一丁目6番3号

ラウンジ蘭蘭

静岡市清水区巴町6-5

喫茶 リーベ

静岡市清水区追分三丁目3番25号

喫茶 ひだまり

静岡市清水区宮代町1番1号はーとぴあ清水1階

みずぐち

静岡市清水区江尻東三丁目1番8号

くじら

静岡市清水区大沢町18番34号

未来

静岡市清水区由比375番地の11

あじ助

静岡市清水区江尻町4番36号 銀座小路

株式会社 かね田食堂

静岡市清水区入江一丁目1番23号

三浦屋

静岡市清水区三保1011番地

Marigold

静岡市清水区巴町11番1号フクマンビル1階北側

紫栄

静岡市清水区押切593番地の2

支那忠

静岡市清水区蒲原三丁目3番15号

居酒屋 てっちゃん

静岡市清水区巴町11番1号

カラオケ道場 SAKAEYA

静岡市清水区鶴舞町3番7号

月と6ペンス

静岡市清水区入江一丁目12番9号

魚正

静岡市清水区横砂南町7番11号

とりきん

静岡市清水区西久保35番地の20

Snack Yuzu

静岡市清水区巴町11番9号田園ビル2階B

蕎麦屋 平蔵

静岡市清水区天王西7番1号

魚虎 本店

静岡市清水区入江二丁目2番20号

すーざん食堂

静岡市清水区駒越西一丁目4番16号

呑

静岡市清水区島崎町5番25号

鳥花

静岡市清水区船越一丁目6番43号

みく

静岡市清水区村松280番地の7

ちゃん源

静岡市清水区蒲原三丁目7番18号

らーめんまん

静岡市清水区追分一丁目7番1号ジェネシスオイワケ101号

SHOP & Cafe Marukaku

静岡市清水区鳥坂815番地

招福（庵原本店）

静岡市清水区庵原町134番地の18

店舗名称

店舗所在地

一元本店

静岡市清水区七ッ新屋二丁目4番23号

喫茶 ムラ

静岡市清水区巴町11番13号

おあ志す

静岡市清水区桜が丘町4番13号

ウインク

静岡市清水区梅ケ谷242番地の1

香里

静岡市清水区草薙55番地 ヒバハウス1階西側

居酒屋 ゆき

静岡市清水区銀座14番1号1階北側

Happy Color Doll

静岡市清水区辻一丁目3番1号田中屋ビル2E

麻雀 麻龍

静岡市清水区旭町7番25号保科ビル2階201号室

餃子の王将 清水店

静岡市清水区長崎61番地の1

ホルモン わっしょい

静岡市清水区草薙一丁目2番24号中村ビル2F

Launge Kanon

静岡市清水区相生町9番5号田中ビル1階

株式会社 横浜屋 草薙店

静岡市清水区草薙一丁目2番25号HYビル1階

さんふぁいぶ

静岡市清水区堀込67番地の1

うつわとコーヒー

静岡市清水区江尻東二丁目1番15号中央ビル1F

千花

静岡市清水区真砂町8番5号

ゆずりは

静岡市清水区草薙一丁目7番14号

居酒屋 魚魚六

静岡市清水区高橋四丁目10番7号

千鳥

静岡市清水区西大曲町1番30号

レストラン栄屋

静岡市清水区草薙一丁目14番14号

居酒屋 みき

静岡市清水区巴町9番11号

居酒屋 しげ子

静岡市清水区巴町7番21号

とん通

静岡市清水区入船町6番5号

凧

静岡市清水区江尻町10番7号

道

静岡市清水区由比1025番地の6

呑処

静岡市清水区八木間町430番地の1

海蜻

静岡市清水区江尻東三丁目7番14号

さくら

静岡市清水区村松75番地の1

一道

静岡市清水区大内121番地の7

伝丸 1国清水大曲店

静岡市清水区西大曲町2番8号

トーク

静岡市清水区半左衛門新田83番地の1

有限会社 大衆割烹もちづき

静岡市清水区草薙一丁目6番1号

チャイナハウス せいと

静岡市清水区港南町1番10号

淳の店

静岡市清水区旭町2番21号

居酒屋米津

静岡市清水区石川本町19番10号

Lazy Jack

静岡市清水区高橋南町12番1号

炒炒

静岡市清水区能島245番地の11

びすとろ うさぎや

静岡市清水区港町一丁目1番4号

ぼくの家

静岡市清水区長崎743番地

居酒屋 さつま

静岡市清水区天王東6番3号

うなぎ亭

静岡市清水区楠新田218番地の4

あおぞら 青空

静岡市清水区由比今宿195番地の1

河岸分店

静岡市清水区相生町1番3号

生駒寿し

静岡市清水区入江岡町11番22号

店舗名称

店舗所在地

Romp garden

静岡市清水区草薙一丁目5番2号

居酒屋 日本丸

静岡市清水区相生町9番24号

台湾料理 福福

静岡市清水区由比町屋原621番地の1

麺街道

静岡市清水区沼田町10番32号

や台ずし清水駅前町

静岡市清水区本郷町1番28号

紫苑

静岡市清水区梅田町9番12号

のんべえ村

静岡市清水区巴町11番3号

そわか

静岡市清水区横砂中町19番11号

羽衣

静岡市清水区三保1336番地の14

金の字支店

静岡市清水区巴町12番3号 シティコーポ新清水1F

招福

静岡市清水区真砂町1番40号

てんとう虫・サンバ

静岡市清水区相生町3番2号

カレーハウス香琳

静岡市清水区八坂東二丁目1番35号

戸隠そば エスパルスドリームプラザ店

静岡市清水区入船町13番15号エスパルスドリームプラザ1F

味楽亭 はしもと

静岡市清水区真砂町6番23号

ニパチ 清水駅西口店

静岡市清水区真砂町4番6号

小せん

静岡市清水区銀座9番7号

焼肉たんぽぽ

静岡市清水区草薙一里山5番5号

あさ乃そば店

静岡市清水区西久保176番地の33

Berrer Half

静岡市清水区西高町1番1号

くり田

静岡市清水区巴町11番21号

喰い処 ”恵那”

静岡市清水区有東坂一丁目248番地の21

焼肉タイガー

静岡市清水区港町一丁目3番19号

寿司割烹 一兆

静岡市清水区旭町4番3号GCビル1F

だるま食堂

静岡市清水区興津中町1415番地

パブ花音 KANON

静岡市清水区大沢町4番6号 不二ハイツ1階北側

グリーンハウス

静岡市清水区蜂ケ谷514番地の4

ハニーサックルローズ

静岡市清水区港町二丁目5番15号

うちごはん 三保食堂

静岡市清水区三保3515番地の2

ふじいち飯店

静岡市清水区相生町9番39号

寿司の村田屋

静岡市清水区木の下町10番地

遊仲

静岡市清水区相生町9番20号

居酒屋 なごみ

静岡市清水区蒲原464番地の5

金の字本店

静岡市清水区真砂町1番14号

アッパーラウンジ

静岡市清水区馬走1500番地の2

ラウンジ Zahnrad

静岡市清水区旭町2番13号石川ビル2F

テラスラウンジ

静岡市清水区馬走1500番地の2

日本料理・寿司処 「富貴庵」

静岡市清水区馬走1500番地の2

オールディダイニングザ・テラス

静岡市清水区馬走1500番地の2

キッチン コミヤマ

静岡市清水区谷田5番5号

青山焼きそば店

静岡市清水区入江南町9番30号

左党

静岡市清水区中矢部町14番12号

有限会社 福助

静岡市清水区真砂町1番13号

店舗名称

店舗所在地

ベーシックフレンチミズコシ

静岡市清水区鳥坂1254番地の20

ソウル

静岡市清水区真砂町4-12

萬寿美

静岡市清水区由比1025-3

炭火焼肉 伴

静岡市清水区八坂北一丁目8番10号

だんらん酒場 マサヒロ

静岡市清水区草薙一丁目5番3号

天よし

静岡市清水区草薙1丁目14-12

ケーキ＆カフェ 彩菓

静岡市清水区大坪一丁目9番15号

たからや

静岡市清水区三保657番地の3

藤吉郎

静岡市清水区巴町7番26号

ワインショップ もちづき

静岡市清水区袖師町455番地の5

ぽっかぽか食堂

静岡市清水区村松原一丁目4番78号

居酒屋 心希

静岡市清水区千歳町6番27号千歳ガーデンヒルズレジデンス 106

千花

静岡市清水区大沢町5番15号

かくれ家 ろぶ村 清水店

静岡市清水区真砂町5番25号1階

手作り雑貨 Merci

静岡市清水区興津中町380番地の12

寿し鐵 袖師支店

静岡市清水区袖師町517番地の1

榊屋

静岡市清水区横砂西町6番15号

樽八鮨支店

静岡市清水区吉川100番地の8

HAND CAFE

静岡市清水区八木間町1157番地の1

居酒屋 磯

静岡市清水区松原町8番4号

中華 酔軒

静岡市清水区押切1434番地

MARS

静岡市清水区巴町12番2号新清水ビル2階北

LUM PEN

静岡市清水区旭町4番112号 2階

ぬくもり園 ルームくつろぎ

静岡市清水区小河内2750番地

忠平

静岡市清水区谷津町一丁目215番地の1

吉野寿司 高部店

静岡市清水区大内新田13番地の5

日本平夢テラス

静岡市清水区草薙600番地の1

パブ エルナンデス

静岡市清水区長崎410番地の2 2階

有限会社 六六魚

静岡市清水区船越東町238番地の2

スナック 恋びと

静岡市清水区渋川三丁目11番11号

松のや 静岡北脇新田店

静岡市清水区北脇新田610番地の10

ル・セール

静岡市清水区江尻台町3番1号

トラジ

静岡市清水区旭町4番3号1階

松屋 静岡七ツ新屋店

静岡市清水区七ッ新屋328番地の1

伝説のすた丼屋 清水PA店

静岡市清水区小河内885番地の15新東名高速道路清水PA（集約）SMS1-5区画

ケンタッキーフライドチキン 清水インター店

静岡市清水区八坂東二丁目15番19号

大はら

静岡市清水区三保577番地

かつや 静岡七ツ新屋店

静岡市清水区七ツ新屋418番地の1

カフェ メイト

静岡市清水区大平852番地の1-1

京香

静岡市清水区有東坂二丁目294番地の13 セントラルビル105号

うおせい

静岡市清水区相生町3番21号

チャティー

静岡市清水区清水町4番8号

旬菜旬魚 八十八

静岡市清水区相生町3番22号パル新清水ビル内1階

店舗名称

店舗所在地

五味八珍 駒越店

静岡市清水区駒越北町4番1号

松屋 清水南店

静岡市清水区駒越北町4番1号

麻辣亭

静岡市清水区港南町1番8号

童夢

静岡市清水区新緑町7番60号

わっはっは

静岡市清水区楠新田403番地の2

田なべ

静岡市清水区西大曲町1番3号

キッチン ポット

静岡市清水区有東坂二丁目276番地の5

味玉

静岡市清水区浜田町8番10号

中華飯店 白河

静岡市清水区押切2007番地

丸亀製麺 静岡清水店

静岡市清水区本郷町10番20号

ベトナム料理フォーフェ

静岡市清水区巴町9番8号

焼鳥 桐生

静岡市清水区本郷町2番2号

焼肉センター

静岡市清水区旭町3番9号

仙香亭

静岡市清水区押切1434番地

Queen bee

静岡市清水区旭町4番3号 GCビル2階西

カラオケBanBan 草薙店

静岡市清水区草薙一里山4番13号

カラオケBanBan 清水千歳店

静岡市清水区千歳町4番21号

カラオケBanBan 新清水駅前店

静岡市清水区相生町9番30号ホテルサンポート1F

キッチン5

静岡市清水区船越南町802番地の1ピオン1F

酒処 手毬

静岡市清水区江尻東三丁目9番7号

かっぱ寿司清水店

静岡市清水区七ツ新屋二丁目1番60号

讃岐うどん めんめ

静岡市清水区八木間町665番地の1

居酒屋 廣

静岡市清水区天王東3番13号

DIAMOND

静岡市清水区旭町4番22号 旭町貸店舗2階

しんしん

静岡市清水区堂林二丁目12番20号

ねぎぼうず

静岡市清水区由比北田141番地の21

町屋飛脚

静岡市清水区大坪一丁目8番17号

和子

静岡市清水区真砂町1番40号

ラーメン 一元 下野店

静岡市清水区下野東4番14号

勝富清水本店

静岡市清水区吉川299番地の1

Canvas

静岡市清水区船越南町802番地の1

赤とんぼ

静岡市清水区北矢部町二丁目5番28号

そば処 はまいし

静岡市清水区由比西山寺字芦野268番地の2

気さく

静岡市清水区渋川一丁目6番28号 京山ビル 1階

スナック HERO

静岡市清水区蒲原新栄122番地

理沙

静岡市清水区宮代町2番10号

清水商店

静岡市清水区江尻東三丁目10番1号

萩原農園

静岡市清水区増270番地

まぐろ一船買い問屋 バンノウ水産

静岡市清水区島崎町149番地 まぐろ館1階

清水港 海岸食堂 バンノウ水産

静岡市清水区島崎町149番地 河岸の市 まぐろ館1

まぐろ一船買い問屋 バンノウ水産 エスパルスドリームプラザ店

静岡市清水区入船町13番15号エスパルスドリームプラザ1階

Lhasso ネパールインド料理

静岡市清水区庵原町144番地の5

大松園

静岡市清水区庵原町73番地の4

店舗名称

店舗所在地

蕎麦deカフェ petit こあん

静岡市清水区草薙一丁目3番15号

喫茶 エリカ

静岡市清水区万世町二丁目8番1号

やぶ藤 追分店

静岡市清水区追分三丁目3番23号

中華飯店 異邦人

静岡市清水区有度本町3番8号

栄寿司

静岡市清水区村松一丁目4番地の52

澄海

静岡市清水区相生町1番5号 1F

D.D

静岡市清水区銀座1番1号 1F

びば

静岡市清水区日立町13番13号

フレンチ食堂

静岡市清水区平川地5番10号

グレース

静岡市清水区鳥坂1136番地の4

木瓜

静岡市清水区銀座12番6号

treasure

静岡市清水区真砂町1番38号1F

岡屋

静岡市清水区興津本町6番地

マンガスナック 富士

静岡市清水区巴町10番20号

甘寅

静岡市清水区銀座9番8号

麺屋 ARIGA

静岡市清水区鳥坂555番地の2

肉匠坂井 清水インター店

静岡市清水区西久保45番地の1

まいどおおきに清水江尻食堂

静岡市清水区江尻台町14番23号

小鈴

静岡市清水区矢倉町6番6号

つじ久そば店

静岡市清水区村松164番地

丸金ラーメン

静岡市清水区神田町4番13号

くら寿司 清水二の丸店

静岡市清水区二の丸町1番27号

やきとり家すみれ 清水店

静岡市清水区真砂町3番7号

清水港湾興津センター内「清見」

静岡市清水区興津清見寺町1375番地の20

ヤマボシ水産

静岡市清水区由比今宿1043番地の1

AK

静岡市清水区巴町10番31号田口ビル102号

まぐろ寿司

静岡市清水区入江三丁目6番18号

かふぇれすと デミ

静岡市清水区向田町12番23号

HIPPY SHAKE

静岡市清水区銀座1番1号2F

吉野家 清水大坪店

静岡市清水区大坪一丁目9番11号

吉野家 JR清水駅店

静岡市清水区真砂町1番1号

茶房れん

静岡市清水区入船町9番19号

居食焼酎屋 てっちこ

静岡市清水区真砂町7番2号

ホテルマイステイズ清水 1階レストラン

静岡市清水区真砂町1番23号ホテルマイステイズ清水 1階

橙

静岡市清水区巴町10番9号天野ビル1階

蕎麦屋神楽 清水店

静岡市清水区辻四丁目4番20号

草薙 茄兵衛

静岡市清水区草薙一丁目26番1号

Flip Flop

静岡市清水区銀座1番24号

炭火焼肉ホルモン やまけん 草薙店

静岡市清水区草薙一丁目7番6号トレンディー草薙2階

カフェ・アガサ

静岡市清水区八坂北二丁目13番21号

カプチーノ

静岡市清水区村松624番地の35

心愛

静岡市清水区江尻町5番4号菊池アパート1階奥

来来亭 清水江尻台店

静岡市清水区江尻台町21番1号

店舗名称

店舗所在地

Milky Way

静岡市清水区巴町10番9号天野ビル1階2号室

S.colina

静岡市清水区山切1487番地の1

鮨乃弥助

静岡市清水区下野東3番20号

竹寿司

静岡市清水区巴町11番14号

しゃぶしゃぶ かむり

静岡市清水区千歳町9番5号

居酒屋 康

静岡市清水区草薙一丁目6番1号

げんき

静岡市清水区高橋四丁目17番13号立花ビル1階

や台ずし草薙駅前町

静岡市清水区草薙一丁目8番16号マルゴビル1F

ラピスコライユ

静岡市清水区真砂町3番1号

ドッグカフェしっぽーむ

静岡市清水区中之郷三丁目1番29号

手打ちそば 勝友

静岡市清水区元城町7番23号

Gravy burger stand

静岡市清水区巴町7番5号

森のぷーさん

静岡市清水区銀座12番12号

ろばた 都

静岡市清水区巴町11番25号

はま寿司ベイドリーム清水店

静岡市清水区駒越北町8番2号ベイドリーム清水駐車場内

鶏焼屋

静岡市清水区相生町3番9号

KITA HALAL MART

静岡市清水区草薙一丁目8番16号2FのC

岡田屋

静岡市清水区江尻台町14番18号

三勝そば店

静岡市清水区二の丸町3番9-2号

ホワイト餃子 静岡店

静岡市清水区上原一丁目4番2号

鐘庵

静岡市清水区三保92番地の12

鐘壱

静岡市清水区殿沢一丁目3番2号

