California Diner JACKAL

アメリカンカルチャー
をこよなく愛する店
長が、アメリカと日
本全国のハンバー
ガー 屋を食 べ 歩
き、研 究を重ねて
開いた、
ハンバーガー・ホットドックを中心とし
た料理とお酒のお店。こだわりのバンズと
野菜で挟み込んだオーストラリア産ビーフ
100％の超粗挽パティは是非試したい。

住所／静岡市葵区常磐町1-8-2
アスピスⅡ 2A
TEL／054-221-5223
営業時間／17:00〜24:00
（ 水・土日は
11:30〜14:30のランチタイムも営業）
定休日／月曜日
チリポテトプレゼント
（2名様以上の方）

プリザーブドフラワー教室 Petit brilliant

手作りニョッキの店

PaPa

新静岡セノバ
から歩いてす
ぐのところにあ
る手作りニョッ
キの店。季節
の 旬な静 岡
産野菜
（地産
地消）
を中心に小麦粉を練り込みひとつひ
とつ丁寧に手造り。卵・着色料・保存料は
使用していないのでアレルギーの方も安
心。小さなお子様連れも歓迎。ニョッキお取
り寄せ・生パスタお取り寄せも出来る。

住所／静岡市葵区鷹匠1-2-2
TEL／054-253-1819
営業時間／11:00〜14:30 夜は予約のみ
定休日／不定休
ランチデザートサービス

スタジオ リッシュ

プリザーブドフラ
衣裳＆お支度＆撮影のフル
ワーは、
生花のよう
パックや、撮影のみ、お支度の
な柔らかい質感と
み、など多彩なコースをご用
繊細な色を持ち美
意。女性カメラマンや女性ア
しさを宿し咲き続
シスタントが中心となり撮影・
けるお花。
フラワー
対応するので、小さなお子様
アレンジメントもで
や妊婦さんでも安心。衣装が
き、心を込めたフラ 決まったらヘアメイクアーティストがご希望を聞きながら
ワーギフトとして、貰って
『喜ばれるお花』。 ヘアメイクのカウンセリングとコーディネイトもする。お宮
趣味から資格取得、
ウェディングシーンまで 参り・七五三・成人式・ウェディングフォト・マタニティフォ
初心者から上級者までカリキュラムも豊富。 ト・家族フォト・記念日撮影、証明写真撮影等各種あり。

住所／静岡市葵区上足洗4-3-35
TEL／054-207-8199
営業時間／フレックス制 10:00〜17:00
静岡教室、牧の原教室
（土・日）要予約
定休日／不定休
アレンジメント3500円以上で
500円oﬀ

Shake!

住所／静岡市葵区御幸町6-10
丸井静岡店 B館4F
TEL／054-255-6222
営業時間／10:00〜19:30
定休日／年中無休

キャビネサイズの
（写真入り）
フォトスタンドプレゼント

するが家 さだ吉

呉服町スクラ
ンブル交差点
から徒 歩 1 分
と好 立 地 。駿
河湾の新鮮な
魚介類を使用
した地元の料理が味わえる居酒屋。静岡
カット・パーマは勿論のこと、
メイク・着付け・アップ・
各地の地酒や本格焼酎も豊富。ゆったり
ブライダルや撮影までお任せできるヘアーサロン。
広々としたお座敷は、
最大４０名様までOK！
２Fのアトリエスペースで癒しの音楽を聴きながら
住所／静岡市葵区呉服町2-9-6
の ッドス は日頃の疲れをリセットできる。髪型
辰巳ビル１Ｆ
でイメージチェンジしてみたい方は是非ご相談を。
TEL／054-254-8866
営業時間／月〜木17:00〜翌2:00
住所／静岡市葵区両替町1-2-9
金・土・祝前17:00〜翌4:00
TEL／054-254-3038
日曜17:00〜24:00
営業時間／10:00〜19:00
定休日／不定休
定休日／月曜日、第2・3火曜日

トリートメント 1,000円oﬀ
（初回）

ル・コンテ

料理全品30％oﬀ

らーめん矢吹

モンサンミッシェル

静岡中心街
から北西に位
置する洋菓子
店 。6 0 種 類
以上の洋菓
子は、安心な
食材を使用し
た自慢の手作り製品ばかり。
「洋菓子も作りた
てが何より。」
をモットーに、
ご注文頂いたその場
で即仕上げることが定評のバースデーケーキ
は、店一番の人気商品。
「アレルギー」
「各種記
念日」等ご用途、
ご予算に応じて対応。

住所／静岡市葵区神明町50
TEL／054-271-6714
営業時間／9:00〜20:00
定休日／水曜日
10％oﬀ

（有）ナガタワイシャツ

住所／静岡市葵区駿府町1-31
TEL／090-7864-2346
営業時間／11:00〜18:00
定休日／月・火曜日

紺屋町スパーゴ ディべルティーレ

気持ちよく、長
く愛 用 できる
シャツをこだわ
りをもって作っ
ている。シャツ
のことなら、
ど
んなことでもご
相談下さい。お気に入りのシャツや他店で
作られたワイシャツの修理も可能。着用感
はもちろんデザイン性の高いスーツもオー
ダーハンドメイドにて熟練職人が制作。

30年以上の
歴史のある煮
込みハンバー
グが自慢。看
板メニューの
ハンバーグの
ほかに、旬の野菜いっぱいのパスタや、季節
の食材を取り入れたアラカルトもご用意。ワ
インをはじめ、アルコール類も色々取り揃え
ている。
ランチはボリュームがあり、
しかもリー
ズナブルと評判。食前酒のサービスあり。

住所／静岡市葵区御幸町4-2
ポワソンビル1Ｆ
TEL／054-255-4041
営業時間／10:00〜19:00
定休日／水曜日

住所／静岡市葵区紺屋町7-5
SUGIZENビル2F
TEL／054-253-4030
営業時間／11:00〜22:00
定休日／月曜日
（祝日の場合、翌日休み）

シャツ注文の際、
同じ生地でハンカチ制作

四川料理

火鍋躍飛

静岡市役所の裏通り
にある赤い看 板が目
印!白を基調とした清潔
感のある店内は落ち着
いた雰囲気の中、中国
の民族楽器のBGMが流れる。四川出身の特級
調理師が作る料理は種類も豊富で、全ての料理
が辛い訳ではないのでどなたでもご満足頂ける！
辛い物好きには辛さの倍増も可能。看板メニュー
の四川二色火鍋は辛いスープ（赤色）
と辛くない
スープ（白色）の二つの味が一度に堪能出来る。

住所／静岡市葵区呉服町2-5-22
ソシアルカドデビル1F
TEL／054-251-3558
営業時間／11:30〜15:00 17:30〜23:00
定休日／不定休
5％oﬀ

清六家

黒を基調とした和風モ
ダンな空間がおしゃれ
な、豚骨ラーメンの店。
エッジのきいた名前を
と
「あしたのジョー」
から
店 名を命 名 。調 理 人
は全員洋食店の経験
者。ある日出会った豚骨スープの奥行きの
深さに感銘を受け、
ラーメンの道へ。醤油と
塩、
2種類の味の豚骨ラーメンが楽しめる。

静岡両替町店
静岡市青葉通り
でひときわ目立
つ看板。黒に金
で威風堂々とし
た感じの横浜家
系ラーメンの店。味の濃さ、麺の固さ、脂の量
が選べる。こってり豚骨スープともっちりツルツ
ル平打太麺が特徴。ランチタイムから深夜ま
で通し営業。カウンター10席、
テーブル12席。

住所／静岡市駿河区南町10-14
オラシオン南町Ⅱ 1F
TEL／054-266-3886
営業時間／11:30〜13:00
（LO）
17:30〜22:00
（LO）
定休日／不定休

住所／静岡市葵区紺屋町4-22
ソワールビル1F
TEL／054-255-3317
営業時間／11:00〜14:30
（LO）
17:00〜深夜1:30
（LO）
定休日／日曜日・第3月曜日

住所／静岡市葵区両替町2-3-1
浜村ビレッジ1F NO4
TEL／054-251-8777
営業時間／11:00〜翌4:00
（LO3:45）
日・祝日11:00〜24:00
（LO23:45）
定休日／無休

￥100トッピングサービス

大阪出身のオー
ナーが焼くメイン
メニューの「きゃ
べつ焼き」はタッ
プリのキャベツを
入れ、比較的薄
めの生地で焼い
たもの。たっぷりキャベツの甘みが印象的。大
阪から取り寄せた3種類のソースをブレンドし、
甘すぎずスッキリした味と評判。手頃なサイズ
で150円からとリーズナブルな価格。お持ち
帰りが主流だが、店内で食べる事も出来る。

2枚で30円引き

本 格フランス
料理が気楽に
味わえる。おす
すめは「シャラ
ン産 鴨もも肉
のコンフィ」。
塩とハーブをま
ぶし油脂の中でじっくりと低温で加熱した
料理。
じっくり５時間以上煮込み上げた
「国
産牛ほほ肉の赤ワイン煮込み」
も人気。

グラスワイン又はソフトドリンク
1名様1杯サービス
（ディナーのみ）

キャベツ屋

麺大盛り又は半ライス又はトッ
ピング１品
（チャーシュー除く）

デザート二種サービス

海鮮貝焼 じゃん

葵区駿府町の
セノバ前の「鮮
魚 貝 焼きじゃ
ん」は、サザエ
やホッキ貝、ア
ワビなどの 新
鮮な魚介を自分たちで焼いて食べることの
出来るお店。名物の鮪兜オーブン焼きやオリ
ジナルの鮪旨揚げは是非味わいたい一品。
魚には良質なビタミンやミネラルなどの栄養
素がたっぷり。ヘルシーな海鮮焼きをどうぞ。

住所／静岡県静岡市葵区駿府町1-15
叶屋ビル１Ｆ
TEL／054-221-5229
営業時間／16:00〜24:00
（LO23:30）
定休日／日曜日
ドリンク一杯サービス

静岡やぶきた羊羹 望月茶飴

茶所静岡の名菓、
元祖「茶の字茶飴」
の老舗。飴の中から
「 茶 」の字がのぞく
楽しい茶飴は抹茶
とグラニュー糖、水
飴以外は何も使わ
ない無添加食品。また「やぶきた羊羹」は静岡
茶の代表格、
「やぶきた茶」の名前を取って、昔
ながらの窯製法で練り上げられた一口羊羹。そ
の他多種の羊羹、焼き菓子も取り扱っている。

住所／静岡市葵区黒金町49
駅ビルパルシェ東館
TEL／054-254-8294
営業時間／10:00〜20:00
定休日／無休
５％oﬀ
（サービス品のぞく）
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