
鷹の市
掘り出

し物が見つかる

全90店
参加

新静岡セノバ隣の
北街道沿い歩道上にて、
鷹匠1丁目と駿府町と
共同で開催します！ 
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昔、この通りには、
駿府城に運ばれる
食糧を扱う店が連
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昔、ここには路面電車
が通っていたので地
元では“電車道り”と
呼んでいます

東海道は江戸から京都を結ぶ
最も重要な道路でした。伝馬
町は本陣や問屋場など宿場の
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新静岡セノバ

ペガサート

●前売券 3,700円 １冊５枚綴り
 ※9/28（木）まで
●当日券  4,200円 ※9/29（金）・30（土）

チケット販売  ９/１（金）～
チケットはバル参加全店で購入できます

バル 8:00-20:30（L.O）

葵区伝馬町10-9　松本ビル１-A
Tel 260-6551

スペシャルティコーヒーと
フレッシュなサンドイッチ、
素材にこだわったホームメ
イドスイーツのお店。
メニュー　選べるデザート(ミニ
パフェやコーヒーゼリー、焼菓
子、ケーキetcからお好きなメ
ニューをおひとつ）
ドリンク　エスプレッソ系ドリン
クメニューよりお好きなもの1杯

5454
バル 17：00～22:00

葵区伝馬町23-2　ホロスコープ伝馬町１Ｆ
Tel 689-5175

野菜を主体としたイタリ
アン。地元の食材にこだ
わった料理

メニュー　前菜5種盛（キャロッ
トラペ、カポナータ、ピクルス、パ
テドカンパーニュ、生ハム） or デ
ザート3種盛
ドリンク　生ビール、カクテル、
ワイン、焼酎、ソフトドリンク

トラットリア Dai6060
バル 11：00～21:30

葵区黒金町49番地　PARCHE６Ｆ
Tel 251-0888

安心で安全な日本全国
の旬の生牡蠣やカキフ
ライなど、オイスター＆
シーフード料理を中心に
ご提供しております。
メニュー　グリルオイスター（キ
ルパトリック）＆国産トリムネ肉
コンフィのブルスケッタ
ドリンク　スペイン産ハウスワイ
ン赤or白

The Oyster House Shizuoka6666
ザ・オイスターハウス静岡

おみやげバル 11:00～20:00

葵区伝馬町9-7  塚本ビル1F・奥
Tel 255-5566

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

5252
バル 11:30～14:00

葵区伝馬町18-8　あみいちビルＢＦ
Tel 255-8455

お野菜を中心とした料
理店です。

メニュー　煮物椀とミニ前
菜（限定50食）

れんこん5858
バル 15:00～23:00（L.O 22:30）

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１Ｆ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　ドリンクメニューの中
からお好きな１杯（26種以上）

プロント静岡駅北口店6464

おみやげバル 8:30～18:00

葵区伝馬町17-1　Tel 252-2676

伝馬町通りにある菓子問
屋です。駄菓子、一般菓子、
半生菓子とこどもからご年
配まで楽しめるお菓子を問
屋価格にて、たくさんご用
意しています♪
お土産 お菓子の詰め合わせ
子供からご年配まで美味しく楽し
めるとっても大きなお菓子の詰め
合わせです！おみやげにどうぞ♪

あまのや繁田商店5959
バル 17:00～21:45

葵区黒金町49番地　PARCHE本館１Ｆ
Tel 253-0070

6月15日にパルシェ１Ｆにオープ
ンしました。１７:００～は大人の
バーをイメージしたお店です。ワ
インに合わせたおつまみ、パスタ
等をお楽しみ下さい。
メニュー　本日の前菜 盛り
合わせ ３品
ドリンク　本日のおすすめグ
ラスワイン赤・白

Café&Bar SIENA
カフェ&バル シエナ

65
バル 15:30～20:30

葵区伝馬町9-15　リベルテヒラノ1B
Tel 221-0339

大人の雰囲気のオーセ
ンティックバー

メニュー　パルミジャーノと
黒胡椒のチーズケーキ
ドリンク　バル用ドリンクメ
ニュー（カクテル、ウイスキー等
約30品）からお好きなドリンク
を1杯（ノンアルコールあり）

5353

葵区伝馬町9-34 
Tel 250-0022

お土産　「韓国式野菜チヂミ
とシッケ（お米のジュース）」
（1,380円相当）

韓国料理 韓旅5050
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

１０周年を迎え心機一転４月
から「鯨とお酒が楽しめるお
店」slow lifeになりました。
メニュー　ランチ：あさたまハ
ンバーグプレート（自家製手こ
ねハンバーグ目玉焼きのせ、ご
飯、サラダ、フライドポテト）　
バル：鯨料理の贅沢プレート

（ナガスクジラの熟成赤身肉を使用した鯨の竜田揚
げ、鯨の串カツ、鯨の漬け煮、鯨の熟成赤身刺し）
ドリンク　当店飲み放題メニューの中から

slow life5656
バル 17:00～20:00

葵区御幸町9-3　
Tel 251-0123

JR静岡より徒歩5分。創
業84年のすし店です。駿
河湾の地魚、静岡の地酒
を提供しています。本物の
寿司をお楽しみ下さい。
メニュー　寿司3種類、季節
の小鉢、自家製玉子焼
ドリンク　生ビール（グラ
ス）、日本酒広島酔心１合、
ウーロン茶、緑茶

驛前松乃鮨6262

おみやげバル 15:00～22:00

葵区鷹匠2-25-17  チサンクロスロード鷹匠102
Tel 255-3539

季節の素材を使ったカ
ジュアルなビストロフレ
ンチ。こだわりの食材と
ワインを気軽に楽しんで
下さい。
メニュー　シャルキュトリー
セット、パテ・ド・カンパー
ニュ、レバーパテなど

caravin57
おみやげバル 10:00～20:00

葵区御幸町10-2　松坂屋静岡店　本館地階
Tel 205-2614

お値打ち感とボリューム
感をモットーに、お寿司・
お弁当・おむすびを豊富
にご用意しております。

お土産　朝霧高原卵のだし
巻玉子と名物びっくり太巻
（ハーフサイズ）※当店人気ナ
ンバー１と２のコラボ商品！

大安吉日6363
バル 17:00～23:00（29日のみ参加）

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　おすすめ前菜盛り
合わせ
ドリンク　グラスワイン（赤・
白）、アイスウーロン茶

5151

おみやげバル 10:00～19:00

葵区鷹匠1-3-1 hastbill １Ｆ  Tel 252-1118

新静岡駅から徒歩5分。手
作り焼き菓子やタルトが自
慢のお店。素材にこだわりフ
ルーツをたっぷり使い、見た
目も華やかで可愛らしくを
テーマにお客様に喜んで頂
ける商品を提供しています。

パティスリー 463737

葵区御幸町3-21　ペガサートビル1F
Tel 260-5939

新静岡駅から徒歩1分、
セノバ目の前。本格ナポ
リPizza。石窯で1枚1枚
丁寧に焼き上げます。
メニュー　マルゲリータピザ
にダブルモッツァレラチーズ
のトッピングを1枚
ドリンク　ランチメニューの

中からお好きなソフトドリンクを1杯。
お土産　マルゲリータピザを1枚お持ち帰り。

NAPOLI 新静岡ペガサート4242

おかげ様で6月に一周
年を迎えることができま
した。本物にこだわり、
美味しい、ヘルシーな沖
縄料理をご用意してお
待ちしております。
メニュー　ソーキそば
ドリンク　さんぴん茶
サーターアンダギー付き

沖縄料理 花丁字4848

葵区御幸町３-21  ペガサート地下1F
Tel 253-1330

お肉が3倍入った肉餃
子。評判が良すぎてやめ
られません。ドリンクメ
ニューにらーめん投入。
メニュー　焼餃子８個
ドリンク　アサヒ熟撰生ビー
ル、ミニらーめん
お土産　プレミアム肉餃子
（冷凍）１５個。バルのために
年3回だけ作る特別品！

フジメン ペガサート店4343

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
キが人気です。ドリンク
付デザートプレートを提
供いたします。

メニュー　自慢のチーズケー
キを含むデザートプレートを
ご用意しております。（ドリン
ク付）

4949
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　5 , 0 0 0円の茶
10g、ほうじ茶ティーバッグ
10個入り、緑茶ティーバッ
グ10個入り、いずれも杉山
園特製の３点セット

お土産　マカダミアナッツカップ
ケーキ（ＴＶでも紹介されたも
の）を含む焼き菓子詰め合わせ

藁科銘茶 杉山園3838

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3535
おみやげバル 12:00～21:00

葵区鷹匠1-7-13　エスパシオ１Ｆ
Tel 251-0700

スペイン料理のサングリ
アが鷹匠にオープンし5
周年。ワインやビールで
楽しんでいただきたい。
お土産　自家製スィートポテ
ト3個入

サングリア 鷹匠店4040
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。ご自宅用
からギフト、開店祝等、
お客様のご用途に合わ
せてお花をご提案致し
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。

St.Fleuri4646

おみやげバル 12:00～21:00

葵区鷹匠1-1-1　新静岡セノバB1
Tel 266-7147

焼きたてローストチキン
名物のレストランです。

お土産　ローストチキン

ロティサリーアンドゥ セノバ店4141

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:ぐるまんカレー
プレーン（大人盛）　バル：洋風もつワ
イン煮込み
ドリンク　ランチ：スパークリングワイ
ン（グラス１杯）　バル：スパークリング
ワイン(グラス１杯）

4747
バル 17:00～20:00

葵区鷹匠1-３-３
Tel 250-8788

おかげ様で1８周年！！
変わらない味、変わらな
いのも素敵ですよ。たま
には昔ながらのお店も
良いですよ。
メニュー　焼きとりの盛り合わせ
ドリンク　日本酒、焼酎～カク
テル、ソフトドリンクまで　全
30種からお選びください。
(例）正雪、富乃宝山、赤兎馬

やきとり居酒屋 一番鶏3636

葵区御幸町３-21  ペガサート地下1F
Tel 275-1234

ふぁふぁ！の山かけ丼、生
ビールのお供に鶏の唐揚
げ！もう何もいりません!!
メニュー　ランチバル：まぐろ山
かけミニとろ丼＋ミニサラダ、鶏
の唐揚げ＋みそ汁付
バル：まぐろ山かけミニとろ丼＋
ミニサラダ、鶏の唐揚げ
ドリンク　ランチ：無し、バル：生
ビール（小）、日本酒、みそ汁、ソ
フトドリンク

トロロ屋4444

ランチバル 12:00～15:30　バル 18:00～24:00

葵区鷹匠1-7-8　堀内ビル２Ｆ
Tel 269-5290

ランチ難民、二次会難民
を受け入れています。当
店の人気料理をセレク
トしてお待ちしています。

夜食バー ふらっと3939
バル 11:30～14:00

葵区伝馬町1-2  ホテルシティオ静岡5Ｆ
Tel 253-1106

なすびグループが手掛
ける新店舗！本格的な
旬のお料理をガーデン
を望む落ち着いた空間
でゆっくりと。

メニュー　ランチ：カレーライスor
ナポリタン　バル：前菜と人気串焼
き2本、その他チケット2枚のスペ
シャルメニュー有

ドリンク　ランチ：コーヒー、紅茶、ウーロン茶、OJ、GFJ、ICEも
ＯK。　バル：ビール、ワイン、ハイボール、チューハイ、ソフトドリンク

THE GARDEN CITIO4545
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
左手にあります。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3434

葵区伝馬町8-13  フォレスト静岡伝馬町2F
Tel 374-7711

バル 15:00～23:00

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。

Soloio
ソーロイオ キャラバン

Le Bistrot Gourmand
ワイン食堂ぐるまん

すずとらカフェ
おみやげバル 11:00～18:00

葵区伝馬町９-14
Tel 251-2525

シュークリーム専門店
です。
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5555
ランチバル 10:00～19:30（L.O）

葵区御幸町6-10　静岡マルイ２Ｆ　
Tel 663-9832

パリに本店を構えるフ
レーバーティーブランド
「ニナス」のカフェレスト
ラン。
メニュー　ランチセット(ミニデ
ザート付）※フードメニューから
1セット（カジュアルコース抜き）
orケーキセット（お好きなケーキ
1品とセットドリンク）
※1日10食限定

ニナス パリ 静岡マルイ店6161

メニュー　旬を散りばめた 
「和洋彩り御膳」
ドリンク　ウーロン茶、オレ
ンジジュース、アイスコー
ヒー、赤ワイン、白ワイン

セントフルーリ

バル 15：00～21:00ランチバル・バル 11:00～19:00
おみやげバル 11:00～19:00

ランチバル 11:00～15:00
おみやげバル 15:00～22:00

ランチバル 11:30～14:00
バル 18:00～22:00

ランチバル 11:30～15：00
バル 17：30～23:00

ランチバル 11:30～13：30
バル 17：30～20:30

カンタビ

Vins Fins TSUKAMOTO
ヴァンファン ツカモト

BAR Le Refuge
バー　ル・ルフュージュ

Gemminy's
ジェミニーズ

シューハウス

スローライフ

ザ・ガーデンシティオ

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.52） 11:00～20:00（日曜定休）
★藁科銘茶　杉山園（マップNo.38） 9：00～19:00（日曜定休）
★新静岡セノバけやき通り口でチケット販売します！
　9/25(月)～9/30（土） 13：00～18：00　

me g u r u  M
I T E
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♪

66店
参加

御幸町
みゆきちょう

伝馬町
てんまちょう

鷹匠
たかじょう


