
【飲食店（約450店舗）】
 「静岡市のお茶」がお店で飲める！

NO. 業種名 店舗名 住所

1 食堂 明月支店 静岡市葵区馬場町100-4

2 食堂 うなぎの篝火 静岡市葵区安倍町16-5

3 食堂 くれそん 静岡市葵区上土2-16-47

4 食堂 京橋 静岡市葵区川合3-10-21ｼｬﾙﾑ草谷1F

5 食堂 月さむ 静岡市葵区瀬名川1-21-28

6 食堂 二葉 静岡市葵区瀬名川1-21-56

7 食堂 貴波し 静岡市葵区北5-31-40

8 食堂 かつ千 静岡市葵区岳美1-7

9 食堂 和食  やまね 静岡市葵区宮前町107

10 食堂 あおしま亭 静岡市葵区⾧沼630

11 食堂 三久 静岡市葵区黒金町4 JR静岡駅ｱｽﾃｨ東館

12 食堂 なみへい食堂 静岡市駿河区西脇８４７１

13 食堂 ㈲丁子屋 静岡市駿河区丸子7-10-10

14 食堂 ㈱かね田食堂 静岡市清水区入江1丁目1-23

15 食堂 晩翠 静岡市清水区港町1丁目5-10

16 食堂 若木屋 静岡市清水区港町2-9-13

17 食堂 八千代亭 静岡市清水区八千代町3-1

18 食堂 ふじ川食堂 静岡市清水区草薙2丁目4-9

19 食堂 天よし 静岡市清水区草薙1丁目14-12

20 食堂 焼肉たんぽぽ 静岡市清水区草薙一里山5-5

21 食堂 酒倶楽部わっはっは 静岡市清水区楠新田403-1

22 食堂 だるま食堂 静岡市清水区興津中町1415

23 食堂 しょうげつ 静岡市清水区興津東町1234

24 食堂 海峰 静岡市清水区興津東町1234

25 レストラン 和洋会席  さくら 静岡市駿河区向敷地35-2

26 レストラン キッチンおにおん 静岡市清水区江尻東1丁目1-35

27 レストラン ECCOLA 静岡市清水区天神1丁目2-15 

28 レストラン サンライス 静岡市清水区港町2丁目6-19

29 レストラン カプチーノ 静岡市清水区村松624-35

30 レストラン サンサーラ 静岡市清水区村松698

31 レストラン Hopa 静岡市清水区草薙一里山3-7

32 レストラン Sea‐Dz 静岡市清水区草薙1丁目5-7

33 レストラン じゃがいも 静岡市清水区草薙2丁目22-8

34 レストラン エポック 静岡市清水区楠新田222-2

35 レストラン くれいどる 静岡市清水区三保1760-3

36 和食 四季食彩吉おか 静岡市清水区中之郷2丁目1-8

37 日本料理・料亭 壱 静岡市葵区人宿町1-1-10 SOZOSYA Mﾋﾞﾙ1F

38 日本料理・料亭 BUICHI 静岡市葵区人宿町1-3-10

39 日本料理・料亭 ITAMAE朝太郎 静岡市葵区人宿町2-5-2 SOZOSYAｷﾈﾏ館1Ｃ

40 日本料理・料亭 竹元 静岡市葵区梅屋町4-9

41 日本料理・料亭 佐和井 静岡市葵区西門町1-10

42 日本料理・料亭 府中庵 待月楼 静岡市葵区常磐町1-1-8 PISAﾋﾞﾙＢ1

43 日本料理・料亭 彩香 静岡市葵区常磐町1-5-4 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ

44 日本料理・料亭 ぽん吉 静岡市葵区常磐町1-5-7

45 日本料理・料亭 ごう 静岡市葵区常磐町1-6-2 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ和門1ＦA号

46 日本料理・料亭 料理  手づか 静岡市葵区常磐町2-3-13 ｶｰｻｱﾝﾌｨﾆ1F102

47 日本料理・料亭 遊心 静岡市葵区常磐町2-6-6 ﾓｱｸﾚｽﾄ1F

48 日本料理・料亭 春日 静岡市葵区常磐町2-8-5

49 日本料理・料亭 たね代 静岡市葵区常磐町2-11-4

50 日本料理・料亭 松八 静岡市葵区常磐町2-12-10



NO. 業種名 店舗名 住所

51 日本料理・料亭 日本料理 くりた 静岡市葵区常磐町3-2-18 ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ常磐町1Ｂ号

52 日本料理・料亭 三日月 静岡市葵区七間町13-13

53 日本料理・料亭 料理と咲け とが路 静岡市葵区七間町9-5 ﾄﾚﾝｽﾞﾋﾞﾙ1F奥

54 日本料理・料亭 覚弥別墅 静岡市葵区七間町1-15

55 日本料理・料亭 巧 静岡市葵区七間町16-7

56 日本料理・料亭 そっせ 静岡市葵区七間町19-1

57 日本料理・料亭 割烹・海さか 静岡市葵区昭和町3-1 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ101

58 日本料理・料亭 鉄板焼きBistroさわ 静岡市葵区昭和町6-2ｱｲﾜﾝﾋﾞﾙ2Ｆ

59 日本料理・料亭 なかだ 静岡市葵区昭和町6-5

60 日本料理・料亭 てんぷらと海鮮料理 博 静岡市葵区昭和町6-12

61 日本料理・料亭 治作 静岡市葵区昭和町1-1

62 日本料理・料亭 潺々 静岡市葵区昭和町5-8 ﾗﾝｽﾋﾞﾙ1F

63 日本料理・料亭 昇菊 静岡市葵区両替町2-3-3 青葉小路

64 日本料理・料亭 七福 静岡市葵区紺屋町6-10 大石ビル1Ｆ

65 日本料理・料亭 串よし 静岡市葵区紺屋町12-5 ｶﾌﾟﾁ-ﾉﾋﾞﾙ2F

66 日本料理・料亭 武蔵 静岡市葵区呉服町2-9-4

67 日本料理・料亭 ふじわら 静岡市葵区呉服町2-9-3 ｺﾊﾗ呉服町ﾋﾞﾙ2F

68 日本料理・料亭 三代目  清左衛門 静岡市葵区呉服町2-7-11

69 日本料理・料亭 割烹 辻 静岡市葵区呉服町2-7-10 ﾂﾎﾞﾔﾋﾞﾙ1,2F

70 日本料理・料亭 天ぷら すぎ村 静岡市葵区追手町1-21 ｵｰﾃｼﾃｨﾋﾞﾙB1F

71 日本料理・料亭 河太郎 静岡市葵区黒金町55

72 日本料理・料亭 日本料理 FUJI 静岡市葵区栄町3-6

73 日本料理・料亭 菖蒲 静岡市葵区昭府1-10-25

74 日本料理・料亭 福一丸 静岡市葵区昭府1-18-15 1,2F

75 日本料理・料亭 魚武 静岡市葵区籠上3-36

76 日本料理・料亭 御所丸 静岡市葵区大鋸町5-9

77 日本料理・料亭 炭焼き串処  かさい 静岡市葵区研屋町29-4

78 日本料理・料亭 魚匠  ととや 静岡市葵区伝馬町8-9

79 日本料理・料亭 和彩厨房 膳 静岡市葵区鷹匠1-10-16

80 日本料理・料亭 寿々喜 静岡市葵区鷹匠1-6-3 ﾒｿﾞﾝｱｵｲ1F

81 日本料理・料亭 旬彩遊膳あつみ 静岡市葵区鷹匠1-2-8

82 日本料理・料亭 鷹匠  すだち 静岡市葵区鷹匠2-12-1

83 日本料理・料亭 源氏山 静岡市葵区鷹匠3-20-19

84 日本料理・料亭 てんぷら 成生 静岡市葵区鷹匠2-5-12 １Ｆ

85 日本料理・料亭 鷹匠町 美鶴 静岡市葵区鷹匠2-9-11

86 日本料理・料亭 旬彩処  いなば 静岡市葵区鷹匠1-14-2 ｲﾜﾀﾋﾞﾙ1F

87 日本料理・料亭 欧風料理  山河 静岡市葵区鷹匠3-4-14

88 日本料理・料亭 水ぐち 静岡市葵区音羽町4-8

89 日本料理・料亭 壽が乃 静岡市葵区浅間町1-5

90 日本料理・料亭 割烹  にごり沢 静岡市葵区沓谷1353-2

91 日本料理・料亭 割烹  みなかみ 静岡市葵区千代田7-8-22

92 日本料理・料亭 瞬 静岡市葵区有永町22-60

93 日本料理・料亭 割烹  林 静岡市葵区瀬名中央4-7-12

94 日本料理・料亭 日本料理  花みづき 静岡市葵区瀬名1-19-37

95 日本料理・料亭 北海苑 静岡市駿河区馬渕2-12-2

96 日本料理・料亭 荒海 静岡市駿河区馬渕2-7-6

97 日本料理・料亭 文次亭 静岡市駿河区馬渕2-6-6-1

98 日本料理・料亭 奥むら 静岡市駿河区馬渕3-14-35

99 日本料理・料亭 海どん 静岡市駿河区泉町5-34

100 日本料理・料亭 季節のお料理  辻むら 静岡市駿河区津島町13-5

101 日本料理・料亭 旬ごよみ鳥幸富士見台店 静岡市駿河区富士見台1-1-25

102 日本料理・料亭 ひめの家 静岡市駿河区敷地2-21-7

103 日本料理・料亭 味匠  仁陣 静岡市駿河区高松1-18-2

104 日本料理・料亭 蝉丸 静岡市駿河区栗原11-10

105 日本料理・料亭 地酒地魚おおいし 静岡市駿河区用宗1-34-21



NO. 業種名 店舗名 住所

106 日本料理・料亭 和の食楽 佐平 静岡市駿河区中吉田43-16 足立ビル1F

107 日本料理・料亭 富士屋 静岡市清水区殿沢2丁目1-10

108 日本料理・料亭 芳川 静岡市清水区上原1丁目2-20

109 日本料理・料亭 十七夜山荘 静岡市清水区上原2-4-52

110 日本料理・料亭 川京 静岡市清水区平川地3-20

111 日本料理・料亭 若ざわ巴町店 静岡市清水区巴町6-11 

112 寿司 すし清 静岡市葵区駒形通1-2-9

113 寿司 すし屋の市 静岡市葵区常磐町2-7-1

114 寿司 寿し市 静岡市葵区人宿町1-3-17

115 寿司 築地  寿司清 静岡市葵区呉服町1-7 静岡伊勢丹8F

116 寿司 お寿し屋 なるかわ 静岡市葵区両替町1-5-2 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ両替町

117 寿司 鮨ふじわら 静岡市葵区両替町1-3-14 マエダビル1階

118 寿司 都寿し 静岡市葵区安倍口新田517-5

119 寿司 鮨の八（まるはち） 静岡市葵区篭上8-36

120 寿司 笛吹寿し 静岡市葵区一番町87-4

121 寿司 寿し割烹  羽衣 静岡市葵区六番町7-3

122 寿司 玉寿司  葵町支店 静岡市葵区葵町43

123 寿司 弥助支店 静岡市葵区富厚里338-2

124 寿司 寿し政 静岡市葵区駿府町1-39

125 寿司 太助すし 静岡市葵区水落町18-26

126 寿司 Kubota 静岡市葵区鷹匠3-20-3-2

127 寿司 鮨処若いわい 静岡市葵区音羽町3-18

128 寿司 宝寿司 静岡市葵区沓谷4-16-4

129 寿司 しんとみ寿し 静岡市葵区南瀬名町3-11

130 寿司 すし辰 静岡市葵区千代田4-5-14

131 寿司 美代司鮨 静岡市駿河区南町13-21 静鉄ﾎﾃﾙﾌﾟﾚｼﾞｵ静岡駅南1Ｆ

132 寿司 車寿司 静岡市駿河区中田2-2-6

133 寿司 江戸駒 静岡市駿河区南安倍3-24-17

134 寿司 がたろう寿し 静岡市駿河区高松1-16-25

135 寿司 やかた寿司 静岡市駿河区小黒1-11-9

136 寿司 小川寿司  曲金支店 静岡市駿河区曲金1-6-10

137 寿司 寿司よし 静岡市駿河区曲金1-9-18

138 寿司 天然魚心流 新鮮組 静岡市駿河区大和2-7-13

139 寿司 すしと板前料理 篤 静岡市駿河区小鹿1-4-19

140 寿司 寿司割烹かっぽれ  静岡市清水区辻3丁目1-14 

141 寿司 町屋飛脚 静岡市清水区大坪1-8-17

142 寿司 栄寿司 静岡市清水区村松1丁目4-52

143 寿司 グリーンハウス 静岡市清水区蜂ヶ谷514-4

144 しずまえ鮮魚 柿屋 静岡市葵区安西1-75

145 しずまえ鮮魚 寿司割烹船正 静岡市葵区吉野町5-3

146 しずまえ鮮魚 活鮮家 もへゑ 静岡市葵区呉服町2-9-11

147 しずまえ鮮魚 しずおか魚市場直営店 アスティ店 静岡市葵区黒金町54-3 アスティ東館

148 しずまえ鮮魚 しずおか魚市場直営店 葵タワー店 静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー地下1階

149 しずまえ鮮魚 入船鮨 葵タワー店 静岡市葵区紺屋町17-1 地下１階

150 しずまえ鮮魚 天文本店 静岡市葵区七間町14-1

151 しずまえ鮮魚 天峰 静岡市葵区駿河町6-3

152 しずまえ鮮魚 とみ井 静岡市葵区常磐町1-2-7

153 しずまえ鮮魚 千代田吉野鮨 静岡市葵区川合2-1-17

154 しずまえ鮮魚 月の音。 静岡市葵区両替町2-6-4 ジェードビル1F

155 しずまえ鮮魚 入船鮨 両替町店 静岡市葵区両替町2-7-10

156 しずまえ鮮魚 待月楼 静岡市駿河区丸子3305

157 しずまえ鮮魚 健康居酒屋 しぞ～か 魚と畑 静岡市駿河区南町13�3 TKビルB1階

158 しずまえ鮮魚 海ぼうず本店 静岡市駿河区南町6-11

159 しずまえ鮮魚 入船鮨 南店 静岡市駿河区南町6-6

160 しずまえ鮮魚 吉野寿司 高松店 静岡市駿河区敷地1丁目16-18



NO. 業種名 店舗名 住所

161 しずまえ鮮魚 入船鮨 登呂店 静岡市駿河区有東2-3-29

162 しずまえ鮮魚 どんぶりやありがとう食堂 静岡市清水区旭町6-8

163 しずまえ鮮魚 鮨処やましち 静岡市清水区蒲原3-3-10

164 しずまえ鮮魚 割烹旅館 岡屋 静岡市清水区興津本町6

165 しずまえ鮮魚 末廣鮨 静岡市清水区江尻東2-5-28

166 しずまえ鮮魚 居酒屋 しん吉 静岡市清水区小芝町4-41 1階

167 しずまえ鮮魚 いさみ寿司 静岡市清水区上清水町1-6

168 しずまえ鮮魚 居酒屋 まる両 静岡市清水区真砂町2-18

169 しずまえ鮮魚 十千花前 清水 静岡市清水区真砂町2-24

170 しずまえ鮮魚 味楽亭 はしもと 静岡市清水区真砂町6-23

171 しずまえ鮮魚 清水で美味しいお魚とお食事 むら上 静岡市清水区西久保1-14-26

172 しずまえ鮮魚 河岸 和正 静岡市清水区相生町1-3

173 しずまえ鮮魚 旬菜旬魚 八十八 静岡市清水区相生町3-22

174 しずまえ鮮魚 季節料理 亀八 静岡市清水区相生町9-17

175 しずまえ鮮魚 アレグロ アッサイ（Allegro assai） 静岡市清水区草薙１丁目８�２０ さかえビル２階

176 しずまえ鮮魚 酒菜屋IKEGAMI 静岡市清水区草薙2-2-3

177 しずまえ鮮魚 吉野寿司 高部店 静岡市清水区大内新田13-5

178 しずまえ鮮魚 Ｈirozushi 静岡市清水区中矢部町1-11

179 しずまえ鮮魚 どん福 静岡市清水区島崎町149

180 しずまえ鮮魚 岸家 静岡市清水区島崎町149 まぐろ館1階

181 しずまえ鮮魚 一期 静岡市清水区島崎町149 まぐろ館1階

182 しずまえ鮮魚 清水江戸銀 静岡市清水区島崎町149 まぐろ館2階

183 しずまえ鮮魚 ととすけ 静岡市清水区島崎町149 まぐろ館2階

184 しずまえ鮮魚 清水港 海山 静岡市清水区島崎町149 まぐろ館2階

185 しずまえ鮮魚 入船鮨 ドリームプラザ店 静岡市清水区入船町13-15

186 しずまえ鮮魚 清水港さかなや 静岡市清水区入船町13-15 エルパルスドリームプラザ１F

187 しずまえ鮮魚 清水みなと漁師丼の店 静岡市清水区入船町13-15 エルパルスドリームプラザ１F

188 しずまえ鮮魚 朝獲れ回転寿司のぶちゃん 静岡市清水区入船町13-15 エルパルスドリームプラザ１F

189 しずまえ鮮魚 御食事処 大漁市場 静岡市清水区入船町13-15 エルパルスドリームプラザ１F

190 しずまえ鮮魚 竹寿司 静岡市清水区巴町11-14

191 しずまえ鮮魚 ろばた都 静岡市清水区巴町11-25

192 しずまえ鮮魚 割烹 わかすぎ 静岡市清水区巴町12-2

193 しずまえ鮮魚 居酒屋 新生丸 静岡市清水区巴町9-23

194 しずまえ鮮魚 （株）日本平ホテル 日本料理・寿司処 富貴庵 静岡市清水区馬走1500-2

195 しずまえ鮮魚 ごはん屋さくら 静岡市清水区由比今宿1027-8

196 そば・うどん 戸隠 静岡市葵区呉服町2-2-19

197 そば・うどん こやま 静岡市葵区七間町16-6

198 そば・うどん 手打ち蕎麦 たがた 静岡市葵区常磐町2-6-7

199 そば・うどん そば処あおき 静岡市葵区平和3-18-14

200 そば・うどん なん勝 静岡市葵区片羽町15

201 そば・うどん 新富町やぶ福支店 静岡市葵区新富町6-12-6

202 そば・うどん おくに/らーめん 静岡市葵区新富町6-1

203 そば・うどん 岩井屋 静岡市葵区羽鳥3-2-59

204 そば・うどん くりた 静岡市葵区伝馬町12-7 天馬ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1F

205 そば・うどん 手打ちそば  やお源 静岡市葵区横田町2-10

206 そば・うどん 手打ちそば 吉野 静岡市葵区鷹匠1-7-10

207 そば・うどん 萩屋 静岡市葵区東草深町6-17

208 そば・うどん 瑞光庵 静岡市葵区東千代田3-6-19

209 そば・うどん まんげつや 静岡市葵区古庄3-3-11

210 そば・うどん 手づくりそば  かぶと 静岡市葵区川合3-11-19

211 そば・うどん みの春 静岡市葵区瀬名川3-16-6

212 そば・うどん 池田屋 静岡市葵区北沼上1480

213 そば・うどん そば処 輔 静岡市駿河区中田2-6-12

214 そば・うどん 一本気蕎麦 静岡市駿河区八幡3-1-21

215 そば・うどん 戸隠 登呂店 静岡市駿河区登呂2-15-13



NO. 業種名 店舗名 住所

216 そば・うどん 岩久  西脇店 静岡市駿河区西脇875-6

217 そば・うどん 岩久 中原店 静岡市駿河区中原615-8

218 そば・うどん 三好屋本店 静岡市駿河区中島1356

219 そば・うどん もり竹 静岡市駿河区豊田1-9-33

220 そば・うどん 岩久  豊田店 静岡市駿河区豊田3-8-41

221 そば・うどん そば処  日和亭 静岡市駿河区聖一色12-1

222 そば・うどん そば処  錨 静岡市駿河区中吉田39-16

223 そば・うどん 手打ちそば  くろ麦 静岡市駿河区さつき町8-15

224 そば・うどん 蕎麦屋  八兵衛 静岡市駿河区小黒1-7-14 ﾄﾞﾐ-ﾙ1F

225 そば・うどん 大ちゃん 静岡市駿河区小鹿2-19-8

226 そば・うどん そば処  文珠庵 静岡市駿河区用宗1-30-7

227 そば・うどん 麺屋 蔵の助 静岡市駿河区中吉田43-24

228 そば・うどん 泉の里 静岡市清水区殿沢1丁目1-12

229 そば・うどん 蕎麦屋慶徳 静岡市清水区七ツ新屋2丁目1-63

230 そば・うどん かわ久 静岡市清水区押切1675

231 そば・うどん 十割蕎麦あおい 静岡市清水区興津東町1234

232 とんかつ WaterFlourSalute 静岡市清水区巴町9-19泉ビル2F

233 焼肉 炭火焼肉やまけん  静岡市清水区清水区本郷町1-2 

234 焼肉 味楽苑 静岡市清水区月見町2-2

235 うなぎ かん吉清水店 静岡市清水区御門台3-10

236 中華 萬福酒家 静岡市葵区両替町1-1-3 ｸﾞﾘﾌｨﾝﾋﾞﾙ1F

237 中華 桜梅桃李 静岡市葵区昭和町3-17 秀和ﾋﾞﾙ1F

238 中華 夜来香 静岡市清水区真砂町4�31

239 中華 やすい軒 静岡市清水区真砂町2-35

240 中華 宝珠園  静岡市清水区鶴舞町7-27 

241 中華 清水軒  静岡市清水区入江1-10-6

242 中華 さくら屋 静岡市清水区上清水町11-24

243 中華 マルキンラーメン 静岡市清水区宮加三728-10

244 中華 中華飯店異邦人 静岡市清水区有度本町3-8

245 中華 一元 静岡市清水区七ツ新屋2丁目4-23

246 中華 横浜屋 静岡市清水区草薙1丁目2-25

247 中華 創作中華野村 静岡市清水区草薙1丁目15-19

248 中華 とうもろこし 静岡市清水区八坂東2丁目1-35

249 中華 白河 静岡市清水区押切389-1

250 中華 ぜろ亭 静岡市清水区鳥坂847-24

251 中華 ちゅうかなかむら家 静岡市清水区袖師町150-3

252 中華 樹林 静岡市清水区興津東町1234

253 ハンバーガー YOTEN 静岡市清水区楠新田404-1 106号

254 パン屋 ぐうちょきぱんや 静岡市清水区幸町12-18

255 スペイン料理 エル・オサムーチョ 静岡市清水区草薙2丁目27-19

256 喫茶 YEBISU倶楽部 海人 静岡市清水区辻1-1-15

257 喫茶 草里 静岡市清水区春日2丁目2-13

258 喫茶 杉道 静岡市清水区草薙杉道2丁目3-25

259 喫茶 LazyJack 静岡市清水区高橋南町12-1

260 喫茶 散歩道 静岡市清水区八坂東1丁目14-3

261 喫茶 珈琲街道 静岡市清水区興津中町1449-2

262 喫茶 増田珈琲 静岡市清水区三保580-9

263 喫茶 甘味処あゆ 静岡市清水区興津東町1234

264 喫茶スナック アデリーヌ 静岡市清水区中矢部町1-19

265 喫茶スナック プレイボーイ 静岡市清水区中矢部町7-9

266 たいやき屋 伏見たいやき店 静岡市清水区興津中町1903

267 酒場・居酒屋 居酒屋 蔵 静岡市葵区鷹匠2-4-44 旭ビル1Ｆ

268 酒場・居酒屋 鹿島屋 静岡市葵区上石町7-15

269 酒場・居酒屋 幸屋 静岡市葵区上石町7-2

270 酒場・居酒屋 すヾ本 静岡市葵区本通3-16



NO. 業種名 店舗名 住所

271 酒場・居酒屋 常きわ 静岡市葵区梅屋町4-12

272 酒場・居酒屋 鳥さん 静岡市葵区研屋町50山内ビル1階

273 酒場・居酒屋 千鳥あし 静岡市葵区駒形通4-4-3

274 酒場・居酒屋 居酒屋  きんちゃん 静岡市葵区駒形通4-9-10

275 酒場・居酒屋 角屋 静岡市葵区駒形通1-1-17

276 酒場・居酒屋 味処  吉ちょむ 静岡市葵区南安倍1-4-11

277 酒場・居酒屋 亀家満 静岡市葵区本通西町19-2

278 酒場・居酒屋 まつなみ 静岡市葵区川辺町2-3-28

279 酒場・居酒屋 八助 静岡市葵区西門町2-16

280 酒場・居酒屋 居酒屋  安倍藁 静岡市葵区人宿町1-1-5 海野ﾋﾞﾙ1F

281 酒場・居酒屋 風と松 静岡市葵区人宿町1-2-9 ｶﾞｾﾞﾎﾞﾋﾞﾙ1-A

282 酒場・居酒屋 居酒屋 薊 静岡市葵区人宿町1-3-14 ﾆｭｰｸﾚﾏﾂﾋﾞﾙ1F

283 酒場・居酒屋 Masuo 静岡市葵区人宿町1-4-2大角ﾋﾞﾙ2F手前

284 酒場・居酒屋 まっちゃん家 静岡市葵区人宿町1-4-6 GOTOﾋﾞﾙ1FB

285 酒場・居酒屋 大村バー 静岡市葵区人宿町1-5-8

286 酒場・居酒屋 串浜 静岡市葵区人宿町1-6-11

287 酒場・居酒屋 しげ子 静岡市葵区人宿町1-6-16

288 酒場・居酒屋 Roji 静岡市葵区人宿町1-6-16 1F南

289 酒場・居酒屋 仁太 静岡市葵区人宿町2-1-3

290 酒場・居酒屋 手羽先 かっちゃん 静岡市葵区人宿町2-1-3 宮川ビル

291 酒場・居酒屋 のれん人生 静岡市葵区人宿町2-1-3  宮川ビル1F

292 酒場・居酒屋 憩いの場 ａｇｅ３８ 静岡市葵区人宿町2-4-22

293 酒場・居酒屋 駿河居酒屋福助 静岡市葵区人宿町2-4-5

294 酒場・居酒屋 わらんちゃ 静岡市葵区人宿町2-3-6

295 酒場・居酒屋 和洋風居酒屋 らふ 静岡市葵区人宿町2-5-17

296 酒場・居酒屋 月見草 静岡市葵区人宿町2-6-7 ｺ-ﾎﾟ清月1F

297 酒場・居酒屋 宴楽 静岡市葵区人宿町2-6-3

298 酒場・居酒屋 料理人  ひでじ 静岡市葵区七間町8-25 富ﾋﾞﾙ1F

299 酒場・居酒屋 旬菜酒房  わいも 静岡市葵区七間町8-25 富ﾋﾞﾙ1F

300 酒場・居酒屋 駿河吞喰処のっち 静岡市葵区七間町8-25 PISAﾋﾞﾙⅡ4階奥（Ｂ）

301 酒場・居酒屋 鳥左衛門 静岡市葵区七間町10-11 2F

302 酒場・居酒屋 ｂｏｒｒｅｃｈｉｎ 静岡市葵区七間町10-15 ういんなﾋﾞﾙ2F

303 酒場・居酒屋 酒菜ことぶき 静岡市葵区七間町15-2狩野ビル1Ｆ

304 酒場・居酒屋 人宿焼肉あわヨクバ。 静岡市葵区七間町16-7OMACHIﾋﾞﾙ5F

305 酒場・居酒屋 乃だや 静岡市葵区七間町16-10

306 酒場・居酒屋 旬彩 こはく 静岡市葵区七間町18-1 PIVOT静岡1F

307 酒場・居酒屋 しば多 静岡市葵区常磐町2-5-8

308 酒場・居酒屋 すたんど割烹  車や 静岡市葵区常磐町2-2-16

309 酒場・居酒屋 きよ水 静岡市葵区常磐町2-2-5 ﾀﾞﾙﾏﾋﾞﾙ1F

310 酒場・居酒屋 旬肴 にしき 静岡市葵区常磐町2-2-1 ﾗｲﾌﾞﾈｯﾄ青葉102

311 酒場・居酒屋 割烹  青柳 静岡市葵区常磐町1-4-11 杉徳ﾋﾞﾙ1F

312 酒場・居酒屋 茶ばしら 静岡市葵区常磐町1-4-5 ﾊﾟﾚｽ2 1Ｆ

313 酒場・居酒屋 呑や 静岡市葵区常磐町1-5-1

314 酒場・居酒屋 常磐酒郭あかふくろう 静岡市葵区常磐町1-7-2

315 酒場・居酒屋 寿々半 静岡市葵区常磐町1-7-3 

316 酒場・居酒屋 ちくりん 静岡市葵区常磐町1-7-9

317 酒場・居酒屋 やきとんいぞう 静岡市葵区常磐町1-7-9

318 酒場・居酒屋 おだっ喰い 静岡市葵区常磐町1-8-1 青葉横丁

319 酒場・居酒屋 飛八 静岡市葵区常磐町1-5-4 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ1F E

320 酒場・居酒屋 はち港 静岡市葵区常磐町1-5-4 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ1F

321 酒場・居酒屋 貴丸 静岡市葵区常磐町1-5-4 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ1FD

322 酒場・居酒屋 つた野 静岡市葵区常磐町1-5-11

323 酒場・居酒屋 岩生 静岡市葵区常磐町1-2-1 ﾌﾚﾝﾄﾞ久喜ﾋﾞﾙ1F

324 酒場・居酒屋 丸久 静岡市葵区常磐町1-1-8 PISAﾋﾞﾙ1Ｆ

325 酒場・居酒屋 Ｋｕ：ｎｏｍ 静岡市葵区常磐町1-2-9 Kﾓﾝﾀﾆｱ１階A号



NO. 業種名 店舗名 住所

326 酒場・居酒屋 居酒屋くれど 静岡市葵区常磐町1-2-9 Kﾓﾝﾀﾆｱ1FC

327 酒場・居酒屋 居酒屋そら 静岡市葵区常磐町1-4-3 玄南ときわﾋﾞﾙ2Ｆ

328 酒場・居酒屋 羅府 静岡市葵区常磐町1-8-5 ﾌﾞﾙｯｸﾘﾝｽｸｴｱ1Ｆ

329 酒場・居酒屋 食堂一・二・三 静岡市葵区常磐町1-8-5 BLOOKLYN SQUARE2F

330 酒場・居酒屋 居酒屋おいちょ 静岡市葵区常磐町2-3-11

331 酒場・居酒屋 となりのハッチ 静岡市葵区常磐町2-3-12

332 酒場・居酒屋 そば居酒屋しんご 静岡市葵区常磐町3-3-15常磐ビル1F

333 酒場・居酒屋 こばやし 静岡市葵区紺屋町5-1

334 酒場・居酒屋 みやび 静岡市葵区篭上5-24

335 酒場・居酒屋 かつみ 静岡市葵区田町3-11

336 酒場・居酒屋 和作 静岡市葵区柳町36

337 酒場・居酒屋 川小屋 静岡市葵区富厚里1047-1

338 酒場・居酒屋 酒肴菜彩  倭人 静岡市葵区羽鳥3-14-21

339 酒場・居酒屋 恵比寿の参ぼん 静岡市葵区伝馬町9-9

340 酒場・居酒屋 繁正 静岡市葵区鷹匠1-11-9

341 酒場・居酒屋 魚政⾧久 静岡市葵区鷹匠3-22-5

342 酒場・居酒屋 和家 -waga- 静岡市葵区鷹匠2-1-20

343 酒場・居酒屋 佳肴酒房  美吟 静岡市葵区鷹匠3-10-22

344 酒場・居酒屋 鷹匠 和京 静岡市葵区鷹匠3-10-3

345 酒場・居酒屋 酒肴  ＨＩＤＥ's 静岡市葵区横内町41-2

346 酒場・居酒屋 あさひ 静岡市葵区西草深町28-4

347 酒場・居酒屋 居酒屋  菜八(ﾅｯﾊﾟ) 静岡市葵区馬場町45

348 酒場・居酒屋 よっちゃん 静岡市葵区千代田6-30-33

349 酒場・居酒屋 千寿雁亭 静岡市葵区千代田4-1-1

350 酒場・居酒屋 あじわい家  伝八 静岡市葵区古庄4-13-19

351 酒場・居酒屋 居酒屋  しんちゃん 静岡市葵区沓谷1350-1

352 酒場・居酒屋 十八番 静岡市駿河区泉町3-11

353 酒場・居酒屋 ささや 静岡市駿河区泉町3-10

354 酒場・居酒屋 かめや 静岡市駿河区南町2-11

355 酒場・居酒屋 うな治 静岡市駿河区南町2-23

356 酒場・居酒屋 居酒屋  吾家 静岡市駿河区南町2-23 ｺ-ﾎﾟﾏｯｸｽ

357 酒場・居酒屋 和tanabe 静岡市駿河区南町2-24 ｶﾌﾟｾﾙｲﾝｼｽﾞｵｶ2F

358 酒場・居酒屋 和 ダイニング 梅丸 静岡市駿河区南町2-4

359 酒場・居酒屋 十千花前 静岡市駿河区南町3-2

360 酒場・居酒屋 味処 柳 静岡市駿河区南町4-33 第１主田ビル1F

361 酒場・居酒屋 静岡カンカン酒場 静岡市駿河区南町2-2

362 酒場・居酒屋 呑処 鳥よし 静岡市駿河区南町5-19-2

363 酒場・居酒屋 稲穂 静岡市駿河区南町5-36 ｵﾗｼｵﾝ南町Ⅲ2F

364 酒場・居酒屋 居酒屋あさ八 静岡市駿河区南町10-11 ｵﾗｼｵﾝ南町1F

365 酒場・居酒屋 おわら茶屋 静岡市駿河区宮本町2-7

366 酒場・居酒屋 ふきの燈 静岡市駿河区馬渕2-9-17

367 酒場・居酒屋 らすかす 静岡市駿河区馬渕2-11-20

368 酒場・居酒屋 おおば 静岡市駿河区馬渕3-18-10

369 酒場・居酒屋 此花 静岡市駿河区馬渕4-14-5

370 酒場・居酒屋 ななつ 静岡市駿河区中田本町62-6

371 酒場・居酒屋 炙り焼＆銘酒  えん 静岡市駿河区中田本町17-18

372 酒場・居酒屋 鷹一 静岡市駿河区中田1-2-16

373 酒場・居酒屋 藤芳 静岡市駿河区中田1-2-21

374 酒場・居酒屋 旗揚げ 静岡市駿河区中田1-1-7 土岐ﾋﾞﾙ1F

375 酒場・居酒屋 ＨＡＲＶＥＳＴ 静岡市駿河区新川1-9-18

376 酒場・居酒屋 海遊家 静岡市駿河区新川2-5-7

377 酒場・居酒屋 すず乃家 静岡市駿河区西脇448

378 酒場・居酒屋 のぼり 静岡市駿河区見瀬170-2-1

379 酒場・居酒屋 甲斐 静岡市駿河区見瀬181-5

380 酒場・居酒屋 うさぎ 静岡市駿河区中島2861-1



NO. 業種名 店舗名 住所

381 酒場・居酒屋 新江戸ふじ 静岡市駿河区八幡2-10-5

382 酒場・居酒屋 和泉屋 静岡市駿河区登呂5-9-4

383 酒場・居酒屋 竹林 静岡市駿河区登呂6-9-1

384 酒場・居酒屋 旬ごよみ 鳥幸  さつき町店 静岡市駿河区さつき町6-10

385 酒場・居酒屋 おこん 静岡市駿河区高松1-21-13

386 酒場・居酒屋 大原女 静岡市駿河区曲金4-8-7  1F

387 酒場・居酒屋 居酒屋 かぞく 静岡市駿河区曲金2-5-41 ﾀｶﾊｼﾊｲﾂ102

388 酒場・居酒屋 角屋 静岡市駿河区大和2-8-20

389 酒場・居酒屋 まるやま 静岡市駿河区大谷1401-1

390 酒場・居酒屋 民芸酒場  仁 静岡市駿河区大谷1406-5

391 酒場・居酒屋 駿河 静岡市駿河区西大谷11-4

392 酒場・居酒屋 楽々酒場  タムちゃん 静岡市駿河区小鹿1-54-34

393 酒場・居酒屋 やなぎや 静岡市駿河区小鹿2-30-13

394 酒場・居酒屋 味処 こころ 静岡市駿河区小鹿427-5

395 酒場・居酒屋 麒麟 静岡市駿河区池田181-1

396 酒場・居酒屋 みつまる 静岡市駿河区池田243-10

397 酒場・居酒屋 旬菜亭  おか蔵 静岡市駿河区広野4-5-1

398 酒場・居酒屋 居酒屋さんかく 静岡市駿河区東新田2-6-10

399 酒場・居酒屋 へのかっぱ 静岡市駿河区東新田2-16-35 ｼｬﾄﾚｰ東新田103

400 酒場・居酒屋 和食居酒屋 拓造 静岡市駿河区東新田4-9-50

401 酒場・居酒屋 橙家 静岡市駿河区丸子新田246-1 1Ｓ号室

402 酒場・居酒屋 伸 静岡市清水区辻1丁目1-20 

403 酒場・居酒屋 てっちこ 静岡市清水区真砂町7-2

404 酒場・居酒屋 居酒屋てんちょう 静岡市清水区真砂町1-52

405 酒場・居酒屋 呑喰栄時 静岡市清水区辻1丁目7-28

406 酒場・居酒屋 BRUTO 静岡市清水区真砂町1-39 

407 酒場・居酒屋 スリンキー 静岡市清水区真砂町5-2 

408 酒場・居酒屋 壱参 静岡市清水区真砂町5-32 

409 酒場・居酒屋 隠れ居酒屋 頂 静岡市清水区辻5丁目2-14  

410 酒場・居酒屋 居酒屋喜子  静岡市清水区追分3-3-1 

411 酒場・居酒屋 追分 五月 静岡市清水区追分2丁目14-16 

412 酒場・居酒屋 凧 静岡市清水区江尻町10-7  

413 酒場・居酒屋 一代本店 静岡市清水区巴町2-13 

414 酒場・居酒屋 ろばた 都  静岡市清水区巴町11-25 

415 酒場・居酒屋 一期 静岡市清水区巴町2-3

416 酒場・居酒屋 おいげん家 静岡市清水区清水区巴町11-22

417 酒場・居酒屋 藤吉郎 静岡市清水区巴町7-26

418 酒場・居酒屋 じぃばぁ 静岡市清水区巴町7-19

419 酒場・居酒屋 六六魚 静岡市清水区船越東町238-2

420 酒場・居酒屋 ChoBin 静岡市清水区万世町1-1-8

421 酒場・居酒屋 のみくいや呑 静岡市清水区島崎町5-25

422 酒場・居酒屋 うさぎや 静岡市清水区港町1-1-14

423 酒場・居酒屋 食遊亭ＺＥＮ 静岡市清水区村松705-1

424 酒場・居酒屋 サンファイブ 静岡市清水区堀込67-1

425 酒場・居酒屋 酒と旬菜釜平 静岡市清水区草薙一里山1-8

426 酒場・居酒屋 ワンコップ 静岡市清水区草薙1丁目2-24

427 酒場・居酒屋 居酒屋康 静岡市清水区草薙1丁目6-1

428 酒場・居酒屋 大衆割烹もちづき 静岡市清水区草薙1丁目6-1

429 酒場・居酒屋 たくちゃん 静岡市清水区草薙1丁目6-7

430 酒場・居酒屋 清水商店 静岡市清水区草薙1丁目8-13

431 酒場・居酒屋 きぬむら 静岡市清水区草薙1丁目6-15

432 酒場・居酒屋 だんらん酒場マサヒロ 静岡市清水区草薙1丁目5-3

433 酒場・居酒屋 ブキチ 静岡市清水区草薙1丁目7-2

434 酒場・居酒屋 海鮮酒場浜ちゃん 静岡市清水区草薙1丁目8-16

435 酒場・居酒屋 とりきん 東名インター店 静岡市清水区西久保35-20



NO. 業種名 店舗名 住所

436 酒場・居酒屋 ちょっくら 静岡市清水区蒲原66-102

437 酒場・居酒屋 居酒屋ぶす 静岡市清水区三保92-45

438 酒場・居酒屋 我家我家 静岡市清水区折戸510-6

439 酒場・居酒屋 みふくさぼう 静岡市清水区折戸4丁目7-54

440 酒場・居酒屋 居酒屋れん 静岡市清水区興津東町1234

441 ホテル・旅館 シーグランデ清水 ステーションホテル 静岡市清水区真砂町3-11

442 ホテル・旅館 ハトヤ旅館 静岡市清水区草薙1丁目9-3

443 ホテル・旅館 三保園ホテル 静岡市清水区三保2108

444 仕出し こう月 静岡市清水区吉川232-5

445 その他 アミー 静岡市清水区相生町9-26  

446 その他 味丸 静岡市清水区千歳町14-49

447 その他 よりみち 静岡市清水区宮加三576-2

448 その他 ともだち 静岡市清水区七ツ新屋185-5

449 その他 スナック夢生 静岡市清水区大内674-1

450 その他 赤い箱 静岡市清水区興津中町1126-2

451 その他 スナック希実 静岡市清水区興津中町623-12

452 その他 瑠覇運一世 静岡市清水区巴町12-2新清水ビル2F

453 その他 ラハイナ 静岡市清水区巴町11-7

454 その他 昔ばなし 静岡市清水区巴町7-9

455 その他 ノア 静岡市清水区旭町3-26

456 その他 ちゃんげん 静岡市清水区蒲原3丁目7-18

457 その他 正貴 静岡市清水区蒲原1丁目15-25

458 その他 よし川 静岡市清水区蒲原3-5-18

459 その他 岩科 静岡市清水区蒲原4丁目32-25

460 その他 よしくに 静岡市清水区蒲原新栄65

461 その他 はまとん 静岡市清水区蒲原137-18

462 その他 三芳 静岡市清水区蒲原堰沢305

463 その他 蒲原館 静岡市清水区蒲原堰沢433

464 その他 696ロックンロール 静岡市清水区蒲原3丁目3-8

465 その他 支那忠 静岡市清水区蒲原3丁目3-15


