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52 サングリア鷹匠店

昔、この通りには、
駿府城に運ばれる
食糧を扱う店が連
なっていたそうです鷹の市・駿府市
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午前8時頃～午後３時頃
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が通っていたので地
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呼んでいます

東海道は江戸から京都を結ぶ
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町は本陣や問屋場など宿場の
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駿府城公園

ランチバル・バル

おみやげバル
ランチバル・バル・おみやげバル

TICKET

チケットはバル参加全店で購入できます。
以下３店では、たくさんのチケットをご用意しております。
●ペガサート地下１Ｆ奥事務所　９:３０～１８:３０（土・日・祝定休）
●ヴァンファン ツカモト（マップNo.61）　１１:００～２０:００（日曜定休）
●藁科銘茶　杉山園（マップNo.42）　９：００～１９：００（日曜定休）
☆6日（木）、7日（金）夕方から、鷹匠界隈でチケットを移動販売しています！

m e g u r u  M
I T E
T A

♪

70店
参加

● 3,700円　１冊５枚綴り　※前売り券・当日券同一価格です。　
●バラ売り当日券800円　10/6（木）・7（金）・8（土）
　　※今年から、バル当日は、チケット１枚単位でも販売致します。
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54 Good Old Table

おみやげバル 11:00～20:00（６・７日）11:00～19:00（8日）

葵区伝馬町9-13
Tel 271-8878

伝馬町通り、セノバのバス
が出てくる信号と静岡銀行
の信号の間です。プリザー
ブドフラワーとバルーンを
売っているお店です。
お土産　プリザーブドフラワー

amagaeru62
おみやげバル 11:00～17:00

葵区伝馬町９-14
Tel 251-2525

伝馬町に移転して二年！
優しい味でおなじみの手づ
くりシュークリームをご用
意してお待ちしております。
お土産 シュークリーム詰め合
わせ９個入り（ミックス、エクレ
ア、ベビー各3個）

エクレール63
シューハウス

ランチバル 11:00～15：00　バル 18：00～4:00

葵区伝馬町12-7  天馬パークビル３Ｆ
Tel 255-3229

食事もできるBarスタイル
の飲み屋さんです。ＪＲ、静
鉄両駅から徒歩5分。１人
から大人数まで対応可能。
メニュープチデザート付き「みてたバル
ﾌﾟﾚｰﾄ」（あらびきソーセージのライス
バーガー・クリーミーポテトのホットサ
ラダ・シーフードマリネ・プチデザート）
ドリンク　当店飲み放題メニューの中
から

Bar slow life64
バー・スローライフ

おみやげバル 9:00頃～20:00頃

葵区御幸町5-2
Tel 251-5066

静岡市で一番有名なデイ
リーヤマザキです。コンビニ
でもランドマーク的な知名
度があるお店です。

お土産　①コーヒーチケット10
枚（1枚100円）②焼き立てパン
（塩バターパン3個、メロンパ
ン2個、ドーナツ5個）詰め合わ
せセット

デイリーヤマザキ
静岡伝馬町通り店

50
ランチバル 11:30～14：00　バル 18：00～22:30

葵区御幸町4-2  ポワソンビル1F
Tel 255-3909

清水港直送の南まぐろが１
貫８８円とリーズナブル。１
貫７８円～と気軽に寄れる
寿司店です。

メニュー　厳選にぎり
ドリンク　ドリンクメニューか
らどれでも１杯

立ち喰い寿司 みずほ51
おみやげバル 12:00～22:00

葵区御幸町7-5
Tel 266-5085

ワインと日本酒の専門
店です。

お土産　唎き酒師、ソムリエー
ルの選ぶ日本酒とワインの小瓶
とそれに合うおつまみのセット
です。

La Sommeliére52

おみやげバル 10:00～18:00（6・7日のみ）

葵区伝馬町８-24
Tel 252-5943

豆腐、油揚げ類の他に惣菜
（約１５種）フライ（約１５
種）と充実。惣菜は５０gか
ら販売しますので、お好み
で詰め合わせが出来ます。
お土産 選べるお得なおみやげ。
当日お好きな品物を！

鈴木豆腐店57
バル 15:00～21:00

葵区伝馬町10-1  ヴィラ伝馬町2F
Tel 251-0200

お野菜たっぷりのお食事と
手作りチーズケーキが人気
のカフェです。セノババス
ターミナル直進、ココ壱さ
ん２階です。
メニュー　自慢のチーズケーキと
焼菓子をsetで盛り合わせます。
ドリンク　コーヒー、紅茶、ジュー
ス類よりお選びいただけます。

すずとらカフェ58

ラ･ソムリエール

バル 18:00～22:00

葵区伝馬町8-13  フォレスト静岡伝馬町2F
Tel 374-7711

本物の沖縄にこだわり、食
材や器はほとんど沖縄から
取り寄せています。お一人
様からお子様連れまで、美
味しくてヘルシーな沖縄家
庭料理をお楽しみ下さい。

メニュー　ソーキそばor沖縄そば
ドリンク　さんぴん茶

56

葵区駿府町1-32  Tel 659-1076

メニュー　バル特別グラタンセット
または　デザート４種盛合せ
ドリンク　長八ブレンドコーヒー、ア
イスコーヒー、紅茶、アイスティのい
ずれか

長八珈琲店38
バル 17:00～22:00

葵区鷹匠1-３-３　Tel 250-8788

おかげ様で17年たちまし
た。昔ながらのやきとり屋
です。変わらない味、変わら
ない価格で皆さんのお越し
をお待ちしてます。
メニュー　焼きとり盛り合わせ
ドリンク　日本酒4種、焼酎
10種、サワー、カクテル、ソフト
ドリンク
全30種ご用意してます。

やきとり居酒屋 一番鶏39
バル 17:00～23:00

葵区鷹匠1-4-1  佐野ビル1F
Tel 272-6551

北街道をセノバから２分、2本
目の道路を右折してすぐ左手
に有ります。静岡の県内酒を
呑むなら是非。おつまみも常
時100種以上。まずは一度！！
メニュー　日本酒に合うおつまみ３品
盛１プレート(例：豚タン・おい川焼）
ドリンク　その時オススメの季節
の日本酒秋上がり等、ソフトドリ
ンクＯＫ

居酒屋 おい川40

おみやげバル 10:00～21:00

葵区鷹匠1-1-1  新静岡セノバB1
Tel 251-3737

素材にこだわって、無添加
でお作りするシフォンケー
キとプリンの専門店です。

お土産　カットシフォンケーキ
２個とミニプリン2個

サナプラス45
おみやげバル 10:00～21:00

葵区鷹匠1-1-1  新静岡セノバB1
Tel 266-7097

わくわくドキドキがいっぱ
いのおもちゃ箱のような
ケーキ屋さん。人気の焼き
菓子をご用意してお待ちし
ております。
お土産　焼き菓子詰め合わせ

リュバン　46
ランチバル 11:00～18:00

葵区鷹匠1-7-8-2F
Tel 255-9509

手作りの洋食ごはんやケー
キが終日食べられる街のカ
フェです。セノバ鷹匠口を出
てすぐ、２Ｆです！

メニュー　本日のスープ+サラダ
+クロックムッシュサンド（ショル
ダーハムとチェダーチーズのホッ
トサンド）

44

バル 17:00～23:30

葵区伝馬町9-34   Tel 250-0022

オモニの手造り絶品韓国家
庭料理は、化学調味料を使
わず安心で身体にも良いで
す。韓国グルメ旅を身近な
カンタビでお楽しみ下さい。
メニュー ワンプレート4品（豚カ
ルビチム、チャプチェ、トッポギ、
手造りキムチ）
ドリンク　マッコリカクテル、マッ

コリ（カップ）、赤ワイン、JINRO水割り、コーン茶から選
べます。

韓国料理  韓旅59
カンタビ

バル 17:00～23:00

葵区伝馬町9-7  北１F
Tel 260-4637

北イタリアの料理を中心と
したイタリア料理店です。
ショーケースの前菜を、常
時10種類程あるグラスワ
インで楽しんで。
メニュー　イタリアン前菜の盛り合
わせ
ドリンク　グラスワイン（赤・白・フ
レーバーワイン）、アイスウーロン茶

Soloio60
おみやげバル 11:00～20:00

デイリーワインからオール
ドヴィンテージまで、大型
ワインセラー、試飲カウン
ター完備のワインショップ
です。
お土産　ソムリエがセレクトし
た赤or白ワイン７５０ｍｌを1本

Vins Fins TSUKAMOTO
ヴァンファン ツカモト

アマガエル
枯れない花屋

61

バル 17:00～19:00

葵区伝馬町17-8
Tel 254-1165

伝馬町小学校入口前の信
号。赤いちょうちんが目印。
和牛串焼きとプレミアム生
ビールが自慢のお店です。

メニュー　生ビール（小）＋牛串
+サラダ

太郎66
バル 18:00～21:30

葵区伝馬町23-2  ホロスコープ伝馬町１F
Tel 270-9882

知る人ぞ知る　伝馬町の
隠れ家的ビストロ。静鉄日
吉町駅徒歩3分!!

メニュー　自家製オードブル盛
り合わせ
ドリンク　生ビール(小）、グラス
ワイン(白or赤）、ソフトドリンク
変更可

67
おみやげバル 8:30～18:00

葵区伝馬町17-1
Tel 252-2676

創業昭和元年の菓子問屋で
す。子供も大人も、おじいちゃ
んも、おばあちゃんも、プロも
楽しい駄菓子のパラダイス!!

お土産　「大きなお菓子の詰め
合わせ」当店選りすぐりのお菓
子・駄菓子を約20点!!詰め合
わせた、思わず「わっ！」とおど
ろくパックです。

あまのや繁田商店65

バル 11:00～19:00　おみやげバル 11:00～19:00

葵区御幸町３-21  ペガサート地下1F
Tel 253-1330

地元で50年になるらーめ
ん屋です。スープや具はもち
ろん、麺も餃子も自家製で
がんばってます。
メニュー　おいしくて体もよろ昆布「が
ごめ昆布ととろろの月見らーめん」もしく
は「焼餃子８個＋アサヒ熟選生ビール」
お土産　５月のおまちバルで完売し
たプレミアム肉餃子(生冷凍）15個。
バルだけの特別品。

フジメン ペガサート店47
ランチバル 11:00～14：00　バル 17：30～20:30

葵区御幸町３-21  ペガサート地下1F
Tel 275-1234

たまには地下に下りてみま
せんか？トロロ屋で軽くミ
ニとろろごはんどうですか？
メニュー　ランチバル：ミニまぐ
ろとろろ丼　味噌汁付　バル：ミ
ニまぐろとろろ丼　ミニサラダ＋
小鉢付
ドリンク　ランチ：無し、バル：生
ビール（小）、日本酒、焼酎、ソフト
ドリンク

トロロ屋48
バル 16:30～20:00

葵区伝馬町1-2  ホテルシティオ静岡5Ｆ
Tel 253-1106

季節の花が咲く庭園を眺
めながら、旬の食材を使っ
たお料理をごゆっくりとお
楽しみ下さい。ホテルシ
ティオの５Ｆにございます。
メニュー 「板前が作る牛煮込み」
＆「ちょこっと天然南鮪の刺身」
ドリンク　生ビール、チューハイ、
焼酎（麦・芋）、グラスワイン(赤・
白）、ソフトドリンク  いずれか１杯

和食処  龍雲亭49

バル 18:00～24:00

葵区伝馬町8-15  朝日ビル1F
Tel 273-0707

セノバ前、「ＪＵＮＫ＆ＳＯ
ＵＬ　ＦＯＯＤ」の看板が
目印。とにかくお酒がすす
む料理がおすすめです！！

メニュー　自家製スモークプ
レート
ドリンク　生ビール、グラスワイ
ン、カクテル（限定）、ソフトドリ
ンク

Good Old Table54
グット・オールド・テーブル

ランチバル 11:30～15：00　バル 17：30～23:30

葵区伝馬町8-3  松崎ビル1F
Tel 270-9181

セノバから30秒。昼はたっぷり
サラダと特製スパイスカレー屋
さん。夜はワイン食堂です。たく
さん飲んで食べて楽しんで！
メニュー　ランチバル:ハーフ＆ハーフ
カレー（ぐるまんカレーとグリーンカ
レー）バル：洋風もつワイン煮込み
ドリンク　昼：ホットコーヒー、スパー

クリングワイン（グラス）、ソフトドリンク　夜：グラスワイン（白oｒ
赤）、スパークリングワイン（グラス）

55
おみやげバル 10:30～19:30

葵区伝馬町8-1　Tel 272-2611

セノバ前、静鉄グループの
お花屋さん。日常空間で楽
しんで頂ける商品～ギフ
ト、開店祝い等、ご用途に
合わせてご提案致します。
お土産　1チケット分の「ミニブー
ケ」季節のお花とバラを束ねた
ミニブーケをご用意致します。本
日の食卓に彩りを、大切な方へ
のプチギフトとして、スペシャル
プライスでご提供致します。

St.Fleuri53
セントフルーリ

おみやげバル 10:00～17:00

葵区鷹匠2-2-5
Tel 090-2264-8220

少し温かいパンケーキでア
イスをサンドした新食感の
マイアーアイスが自慢の店。
25席のイートインカフェ。
詳しくはＨＰで。
お土産　クレープ（バナナ＆生ク
リーム、あんこ＆生クリーム、プリ
ン＆生クリーム、クリーム白玉、
コーヒーゼリー）各1個ずつ

Maiar35
バル 17:00～21:00

葵区駿府町1-39
Tel 252-3726

北街道やまだ学生服のナナ
メ前。お得コースの￥2200
（税込）で飲み物一品付6品
を夜9時30分までやってい
ます。ぜひご利用下さい。お
寿し以外のメニューも、沢
山揃えてあります！
メニュー　寿し、さしみ
ドリンク　グラスビール（小）

すんぷ町 寿し政36
バル 17:00～21:00

葵区駿府町1-38
Tel 252-2843

昔ながらのラーメン、
チャーハン、ギョーザ。

メニュー　生ビール、ギョー
ザ、チャーハン、ラーメン

中華飯店 新京37

おみやげバル 9:00～19:00

葵区鷹匠1-3-1
Tel 253-0620

セノバから北街道沿い次の
角の静岡茶専門店。藁科川
沿の本山茶を主に扱い、試
飲も出来ます。

お土産　秋茶物語　栃沢の上
野さん栽培の旨みの強い名品
100ｇ＋杉山園特選ティーバッ
グ5コ入。

藁科銘茶 杉山園42
ランチバル 11:00～14：00　バル 17：00～21:00
おみやげバル　11：00～14：00　17：00～21：00　

葵区鷹匠1-2-2　Tel 253-1819

イタリアじゃない日本の
ニョッキ専門店。セノバか
ら徒歩30秒。一軒目は
ニョッキをたべよう!!

メニュー　ランチバル：みてたバル
限定ニョッキ　バル：ゴルゴンゾー
ラのクリームソース＆チーズニョッキ
ドリンク　ランチ：無し、バル：果実
酒、イタリアンワイン白・赤、赤葡萄
ジュース、りんごジュース

お土産　冷凍チーズニョッキ＆トマトソースセット

手造りニョッキの店

PaPa43
おみやげバル 11:00～18:00

葵区鷹匠1-3-7
Tel 251-6321

ケーキだけでなく焼菓子や
チョコレート、クッキーなど
いろいろな洋菓子がある、
昔ながらのケーキ屋です。

お土産　バル限定商品から２
点、レギュラー商品から１点の
合計3点選べます!!

ショコラファン41

葵区伝馬町9-7  塚本ビル1F・奥
Tel 255-5566

ランチバル・バル 11:30～20:30

居酒屋風のつくりが見
所。サイフォン式コー
ヒーと木のぬくもりが安
らぎを与えてくれます。
北街道沿の学生服の山
田さん向かい。

cielo azul café
シエロ・アスール・カフェ

Le Bistrot Gourmand
ワイン食堂ぐるまん

ソーロイオ

Bistrot Yｓ
ビストロ　  　わいず

バル 18:00～23:30

葵区横田町2-1  YYビル２F
Tel 272-8833

伝馬町通りのはじっこ。横
田町の入り口ビルの２Fに
あります。全国各地の純米
酒、駿河湾の地魚、特製串
カツと肉だんご揚げがおす
すめです。
メニュー　肉団子、串カツ
ドリンク　生ビール小ジョッキ、
ソフトドリンク変更可能

小だるま亭68
バル 17:00～21:00

葵区御幸町9-3　Tel 251-0123

JR静岡駅前、御幸町通り。
昭和５年より営業。地魚、
地酒を中心に旬な味を提
供しています。ていねいな
仕事、仕込みをしています。

メニュー　寿司２貫＋自家製玉
子焼＋季節の一品
ドリンク　広島酔心１合、生ビー
ル(グラス)、ソフトドリンク（ウー
ロン茶、オレンジジュース）

驛前松乃鮨69
ランチバル 15:00～17:30　バル 17:30～23:00

葵区御幸町11-6　Tel 252-2101

静岡駅北口から徒歩５分。静
鉄ホテルプレジオ静岡駅北１
Ｆにあるプロント！ホテルの中
だから落ち着いた雰囲気の中
でお酒やお食事を楽しめます。

メニュー　パルマ産ホエー豚の生
ハムとパンチェッタの盛合せ
ドリンク　ランチバル：昼のドリンク
メニューの中から１杯（16種以上）、

バル：夜のドリンクメニューの中から１杯（26種以上）

プロント静岡駅北口店70

マイアー

沖縄料理 花丁字


