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■1ホテルオーク静岡 ☎252-2232　MAP●❸A-2
■2静岡キャッスルホテル佐乃春 ☎255-4421　MAP●❸A-2
■3静岡北ワシントンホテルプラザ ☎221-0111　MAP●❸A-3
■4静岡タウンホテル ☎251-3755　MAP●❸B-3
■5ホテルシティオ静岡 ☎253-1105　MAP●❸C-3
■6ビジネスホテル駿府 ☎272-5510　MAP●❸D-3
■7旅館白菊 ☎252-2645　MAP●❸D-3
■8ホテルエックシズオカ ☎251-1741　MAP●❸B-4
■9中島屋グランドホテル ☎253-1151　MAP●❸C-4
■ホテルガーデンスクエア静岡 ☎252-6500　MAP●❸B-4
■静鉄ホテルプレジオ静岡駅北 ☎252-2040　MAP●❸D-4
■マイホテル竜宮 ☎251-1315　MAP●❸D-4
■ホテルアーバント静岡 ☎273-1717　MAP●❸D-4
■ホテルよしみ ☎254-3131　MAP●❸D-5
■静岡第一ホテル ☎281-2131　MAP●❸B-5
■静岡パークホテル ☎283-6855　MAP●❸B-5
■ホテルプリヴェ静岡ステーション ☎281-7300　MAP●❸C-5
■ホテルアソシア静岡 ☎254-4141　MAP●❸D-5

■ホテルニューシズオカ ☎283-8811　MAP●❸D-5
■スマイルホテル静岡 ☎252-8366　MAP●❸E-4
■静岡オレンジホテル ☎283-5100　MAP●❸C-6
■サンパレスホテル ☎282-2277　MAP●❸C-6
■ホテルセンチュリー静岡 ☎284-0111　MAP●❸D-6
■花月旅館 ☎281-0034　MAP●❸C-7
■ホテル盛松館 ☎282-1261　MAP●❸C-7
■ロイヤルメイフラワー静岡 ☎271-1171　MAP●❶C-1
■ビジネスホテルマスターチ ☎254-3651　MAP●❶B-2
■十枚荘 ☎285-0452　MAP●❶C-3
■静岡ビクトリアホテル ☎281-8585　MAP●❶C-2
■旅館登呂 ☎286-1019　MAP●❶C-3
■日本平ホテル ☎335-1131　MAP●❶E-4
■静岡ホテル時之栖 ☎285-0001　MAP●❷A-1
■ホテルドルフ静岡 ☎251-5000　MAP●❸E-4
■三交イン静岡北口 ☎251-3535　MAP●❸A-4
■静鉄ホテルプレジオ静岡駅南 ☎202-5000　MAP●❸C-6
■くれたけインプレミアム静岡駅前 ☎252-1111　MAP●❸D-5

静岡市葵区駿河区　宿泊施設

■1キヨナミホテル ☎364-0274　MAP●❺B-1
■2ホテルクエスト清水 ☎366-7101　MAP●❺B-1
■3ホテルサンルート清水 ☎352-1221　MAP●❺B-1
■4シーグランデ清水ステーションホテル ☎367-5300　MAP●❺B-1
■5しのぶ旅館 ☎365-9284　MAP●❺B-1
■6清水シティホテル ☎366-2266　MAP●❺B-1
■7ホテルときわ 駅南店 ☎353-8877　MAP●❺B-1
■8ホテルビスタ清水 ☎371-9111　MAP●❺B-1
■9清水プラザホテル ☎367-0020　MAP●❺A-1
■旅館福住 ☎366-0661　MAP●❺B-1
■三園旅館 ☎364-2525　MAP●❺A-1

■旅館朝富士 ☎351-1324　MAP●❺B-2
■旅館玉舟 ☎352-1647　MAP●❺B-2
■民宿潮 ☎334-8561　MAP●❺D-1
■民宿竹下ナギサヤ ☎334-0150　MAP●❺D-1
■旅館白梁 ☎334-0105　MAP●❺D-2
■三保園ホテル ☎334-0111　MAP●❺D-2
■三保シーサイドホテル福田家 ☎334-0124　MAP●❺D-1
■民宿三保荘 ☎335-4959　MAP●❺D-1
■東海大学三保研修館 ☎335-3315　MAP●❺D-1
■旅館潮騒 ☎335-7230　MAP●❺D-3

静岡市清水区　宿泊施設

■1静岡県産業経済会館 ☎273-4330　MAP●❸B-1
■2しずぎんホールユーフォニア ☎250-8777　MAP●❸C-3
■3静岡県男女共同参画センター あざれあ ☎255-8440　MAP●❸A-5
■4静岡労政会館 ☎221-6280　MAP●❸A-5
■5静岡商工会議所会館 ☎253-5111　MAP●❸B-5
■6クーポール会館 ☎254-0251　MAP●❸C-4
■7静岡県教育会館（すんぷらーざ） ☎252-1011　MAP●❸C-3
■8静岡市産学交流センターB-nest ☎275-1655　MAP●❸C-3
■9浮月楼 ☎252-0131　MAP●❸B-4
■静岡音楽館AOI ☎251-2200　MAP●❸B-5
■ラペック静岡 ☎251-2315　MAP●❶B-2
■静岡青色会館 ☎254-4585　MAP●❶B-2
■ふしみや貸会議室 ☎253-2438　MAP●❸B-3
■パルシェ貸会議室 ☎255-1081　MAP●❸C-5
■アイセル21 ☎246-6191　MAP●❶C-1
■ハーティーヒルズ ロイヤルセントヨーク ☎203-3877　MAP●❶B-2
■静岡市視聴覚センター（マビック） ☎288-4051　MAP●❶C-3

■グランシップ ☎203-5713　MAP●❷B-1
■ツインメッセ静岡 ☎285-3111　MAP●❷A-2
■静岡市民文化会館 ☎251-3751　MAP●❸E-1
■静岡県総合社会福祉会館（シズウェル） ☎254-5221　MAP●❸E-2
■静岡市北部体育館 ☎255-6262　MAP●❶A-3
■静岡市東部体育館 ☎264-8485　MAP●❶D-1
■静岡市長田体育館 ☎257-3411　MAP●❶A-3
■静岡市南部体育館 ☎285-1133　MAP●❷A-2
■静岡市中央体育館 ☎255-1010　MAP●❸E-1
■静岡県立水泳場 ☎296-3675　MAP●❶A-3
■静岡市西ケ谷総合運動場 ☎296-1900　MAP●❶A-3
■静岡県営草薙運動場 ☎261-9265　MAP●❶D-2
■静岡市有度山総合公園運動施設 ☎264-2722　MAP●❶D-3
■葵タワー ☎273-5151　MAP●❸C-4
■MIRAIEリアン コミュニティホール七間町 ☎270-8991　MAP●❸A-3
■もくせい会館 ☎245-1595　MAP●❸E-1

静岡市葵区駿河区　コンベンション施設・スポーツ施設

■1清水テルサ ☎355-3111　MAP●❺B-1
■2静岡市清水文化会館（マリナート） ☎353-8885　MAP●❺B-1
■3清水マリンターミナル ☎355-1122　MAP●❺B-2

■4清水マリンビル ☎353-2311　MAP●❺B-2
■5静岡市清水社会福祉会館（はーとぴあ清水） ☎371-0294　MAP●❺B-1

静岡市清水区　コンベンション施設
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栗おこわ定食（要予約）1,000円
・もりそばセット950円

A-1
とろろ いちまつえん

一松園

お好みにぎり108円～・
ランチ810円

E-3

11：00～18：00
月（美術館休館日）

ランチセット1,300円～
展示企画特別メニュー3,800円（要予約）

ランチブッフェ3,600円～
ディナーコース10,000円

駿河のにぎり2,200円（税別）・特上箱すし3,000円（税別）
とろろ定食1,440円（税込）
揚げとろ900円（税込）

吟味した素材を炭火で焼く、和風コース料理
（要予約）

15名
お狩場焼Aコース9,072円・
お狩場焼Bコース6,480円 福一丸膳2,480円、上にぎり1,580円 マイタケ天せいろ1,350円

昼食2,950円～

季節の風趣に富んだ日本料理を
日本平の景色と共にお楽しみください。

茶処静岡ならではの希少品種を含め、
50種類以上楽しめる本格日本茶専門カフェ。

煎茶（40種類）+上生菓子700円～

ホテルケーキセット1,370円
アフタヌーンティーセット3,100円

ケーキセット1,350円
季節のカクテル1,400円～

B-1
MAP2

11：00～14：30・17：00～20：00

ランチタイム メイン1品+ブッフェ付1,280円～
ディナータイム セットメニュー1,380円～

スペシャル駿河膳1,500円
お茶鯛焼き180円（税込）

名物！大串剣焼き680円～
草薙姫小箱1,980円

ビーフシチューセット1,480円・
日替メニュー1,080円（税込）

お料理コース3,780円～
小えびチリソース850円・
海鮮湯麺980円

カード可（VISA・マスター・JCB）

アラカルトメニュー950円～
セレクトランチ1,480円

駿河膳（夜のみ）2,160円 海老のチリソース煮1,512円

ランチコース 1,620円～
ディナーコース 2,700円～

259-5454
駿河区丸子7-11-5
11：00～19：00

10：00～20：00

11：00～14：00 17：00～22：00

11：00～14：00 17：00～20：30

150名 火
とろろ定食1,400円～
揚とろ760円

50名
各種スイーツ280円～
カフェフード1,200円～

カウンター12名 1Fテーブル6名×2
2Fテーブル8名×3
おきまり1,100円～ ランチ800円～

桜えびづくし定食1,500円～
カード不可

名物にうまいものあり、一松園のとろろ汁

カフェ＆レストランでお洒落な
ランチ＆ディナータイムを‥‥。

新鮮豊富なネタと明朗会計。
お得なランチメニューもあります。

清水港が誇るお食事処で、様々な魚料理をお楽しみ下さい。

昭和ロマンあふれる店内で
昔ながらのおしるこを召し上がれ。

名物とろろ汁をはじめ、
静岡の味覚をご堪能ください。

地産地消のグルメをとびきり元気なお母さんたちが提供。
屋上の無料展望台からの眺めは絶景です。

本格ホテル料理をグランシップで
少人数のパーティも承ります。

火

桜海老のかきあげそば1,200円
駿河三元豚御膳1,500円

11：00～14：30・17：00～21：30

桜えびかき揚げ重1,620円・
刺身御膳1,620円

ランチ/パスタコース1,620円
ディナー/タパスプラン（ドリンク込）4,000円

天然塩や有機オイルで愉しむ
静岡イタリアンバル！

カード可

次郎長さんゆかりのゆび饅頭の
素朴な味を召し上がれ！！

抹茶セット300円〈喫茶コーナー10:00～16:30〉

しみずじろちょうのふなやど

清水次郎長の船宿

月（月曜が祝日の場合は翌日以降の平日）、年末年始

10：00～18：00

お席から富士山、駿河湾が一望でき、
新鮮な地魚や桜えびが味わえます。

375-2454
清水区由比東倉沢69-1
11：00～15：00（L.O.14：15）17：00～20：00（L.O.19：15）
32名 月（祝日の場合翌日）
桜えびづくし4,200円
桜えび釜めしセット2,400円
カード可（VISA・Master・JCB他）

製茶問屋が経営するお茶カフェ。
お茶屋ならではのメニューが自慢。

238-8885 
駿河区宮竹1-19-18
10：00～19：00（カフェ営業時間
11：00～16：00、土日祝は17：00まで）

ランチ11：30～14：00（L.O.13：30）・ディナー18：00～21：30（L.O.21：00）

ランチ11：00～15：00 ディナー17：00～21：00

11：30～17：00（17：00以降は要予約）

23名

280名

1月1日

月

満腹 御膳1,200円　雅正庵 鞠福パフェ830円

天然地魚の富士山盛り御膳/上2,000円・特上3,000円
逆さ富士重箱膳/花1,500円（平日のみ）・舞2,300円

カード可（JCB・VISA・MASTER）

酒蔵を改装した趣のある空間で
地酒地魚をお楽しみ頂けます。

334-0709
清水区三保1026
昼11：30～13：30 夜17：30～23：00
40名 火
刺身盛合せ1,350円（税別）
桜海老かき揚げ1,000円（税別）
カード不可

256-1529
駿河区丸子3240-1
10：00～16：00

（7月20日～8月31日 10：00～17：00）
10：00～15：00

1階テーブル席78席 2階座敷48席 不定休
府中（とろろ汁御膳）1,080円　とろろそば970円
カード可（JCB・VISA・MASTER）

御穂鶴

洋食喫茶

マ メゾン セティボン？

みほつる

A-1
駿府匠宿 たくみ亭

すんぷたくみしゅく　たくみてい

雅正庵 宮竹店
C-4
MAP1がしょうあん　みやたけてん

オールデイダイニング

桜えび・磯料理 くらさわや A-2
MAP4

桜えび、しらす他地魚を主としたお料理を
お出ししております。

375-2503
清水区由比今宿996-1
11：30～14：00
20名 木
桜えびランチ1,300円
シニアランチ1,000円
カード不可

由比特産の桜えび料理をとれたて新鮮な
生桜えびやかき揚げで提供。

375-3055
清水区由比町屋原608
昼間11：15～14：30 夜間17：00～19：00
60名（全席いすテーブル席） 不定休
桜えびづくし御膳2,700円（税込）
桜えび御膳茶そば1,700円（税込）
カード可（JCB・DC）

新鮮な地魚、生桜エビ、生シラスあります。
宴会も予約承ります。

375-5357
清水区由比450-1
11：00～18：00
5０名 不定休
桜エビ定食1,650円
三色丼1,800円
カード不可

当店自慢の桜えびのかきあげを
ぜひ一度ご賞味ください。

375-2039
清水区由比314番地
昼11：30～14：00 夜17：00～19：00
１階30名 ２階5０名 3階3０名
月（月曜祝日の場合は火曜日）
駿河定食1,750円　かきあげ特製天ざる1,870円
カード不可

由比駅まん前の気軽な食堂です。
桜えび定食ご賞味ください。

375-2411
清水区由比今宿195-1
11：00～19：00
1０名 月
桜えび定食1,200円
カード不可

桜えび料理、季節には「活き桜えび」も
お楽しみいただけます。

388-2339
清水区蒲原3-3-10
11：30～21：00
１階１７名　２階４０名 火
静岡にぎり3,000円 しずまえ丼1,500円
桜えびかき揚げ丼1,000円
カード可（1万円以上）

鮨処 やましち B-1
MAP4

A-3
MAP5

B-1
MAP5

B-2
MAP5

B-4
MAP5

B-1
MAP5

B-2
MAP5

D-3
MAP5

A-3
MAP5

A-3
MAP5

A-3
MAP5

B-1
MAP5

B-2
MAP5

B-2
MAP5

B-1
MAP5

見晴旅館 A-2
MAP4みはらしりょかん

料理茶屋  玉鉾 A-1
MAP4たまほこ

桜えび料理 開花亭 A-1
MAP4かいかてい

井筒屋 A-1
MAP4いづつや

あおぞら A-1
MAP4
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由比駅

至清水駅

蒲原駅

霊光禅院

神沢川
酒造場東海道広重美術館

くらさわや

見晴旅館

開花亭

玉鉾 井筒屋

あおぞら

貞心寺

蒲原西小

蒲原東小

新蒲原駅

由比港

富士由比バイ
パス

東名
高速
道路

やましち

→

東海道由比宿交流館

静岡市立清水第四中

静岡市立清水小

静岡市立清水第三中

龍華寺

鉄舟寺

宝円山京宝院
瀬織戸神社

静岡県立
清水南高校

清水海上技術
短期大学校

東海大学
清水キャンパス

清水総合運動場
陸上競技場

御穂鶴

ベイドリーム清水

清水
三保第二小

清水
三保第一小

清水
第五中

合同庁舎

清水区役所

由比・蒲原周辺

●庄や
●福助
●金の字本店
●羅比亜
●八木春
●侍ホルモン
●アップステアーズ

●BISTECCA
●てなもんや

ぽれぽれ●

こさむ●

侍ちゃんぷる●

樽彦●

味よし
●

味よし
●

牛角●
やっちき●

●和楽
●味韓
●かっぱ
●綺羅
●餃子椿屋
●招福

●庄や
●福助
●金の字本店

清水駅前グルメ通り清水駅前グルメ通り

●羅比亜
●八木春
●侍ホルモン
●アップステアーズ

●BISTECCA
●てなもんや

ぽれぽれ●

こさむ●

侍ちゃんぷる●

樽彦●

牛角●
やっちき●

●和楽
●味韓
●かっぱ
●綺羅
●餃子椿家
●招福



杏林堂

NHK

ローソンJR静岡駅西口店

ファミリーマート
パルシエ店

モディ

中島屋グランドホテル

覚弥別墅

ドンドコドン酒場

21

26

居酒屋系の「静岡おでん」の店です。
薄味で大変しみ込んだおでんです。

静岡おでん専門店として創業70年
味の歴史と深さを感じて下さい。

彩り豊かに取り揃えたブッフェ。
パフォーマンスメニューも人気です。

月・火（祝日を除く）

590

静岡おでん110円～

４代に渡り引き継がれたタレ、伝統の味を
ご堪能ください。

昼食2,570円～・
夕食5,500円～

ディナー8,800円～
ランチ平日3,100円

黒毛和牛や新鮮な旬の素材をお客様の
前で焼き上げる鉄板焼レストラン。

新鮮豊富なネタと明朗会計
お気軽にランチも楽しめます。

静岡おでん盛910円
桜エビかき揚げ430円

すきやき、シャブシャブ
4,990円～・会席料理6,178円

（消費税・サービス料込）

ご昼食 1,840円～
ご夕食 5,000円～

12/31～1/1
刺身盛合せ1,500円～

・生しらす600円
自家製桜えびしんじょう650円
駿河満喫コース2,800円

80名

鮮魚5点盛り1,800円
マグロほほ肉ステーキ900円

旬の新鮮地魚を豊富にそろえ、
皆様の「おいしい」の幅を広げます。

ランチ2,670円～・
ディナー3,630円～

国産鰻のみ店主が自らさばきます。50年つぎ
足しの自慢のタレでお召し上がり下さい。

11：00～20：00
（15：00～16：00休）

うな丼1,500円～
うな重松

静岡の本物をご堪能下さい。

お気軽メニュー竹の庵2,930円（税込み）・
会席コースメニュー待月5,500円（税込み）

205-7888

ケーキセット1,100円
玉露1,130円

四川麻婆豆腐930円、
ランチメニュー860円～

陳建一が最高顧問の中島屋ならではの
本格四川料理をお楽しみ下さい。

ランチ1,300円～
ディナー4,760円～

葵区紺屋町3-10
中島屋グランドホテルB1F

ランチ2,000円～
ディナーコース4,800円～

肉野菜炒め700円・
ギョーザ500円

ランチ2,600円～・
ディナー4,120円～

ふじのくにビストロ～駿河湾の海の幸と
地元の旬の食材を自慢の炭火焼で～

目の前で作るできたて手造り黒はんぺん
が食べれるのは当店だけ！！

色々お肉の盛合せ1,480円
ほんのり温かスモークチーズ
の炙り480円

静岡おでん110円～
静岡グルメや串焼も
当店のおすすめです。

おでん各種180円～
名物！十千焼き180円～

日曜日と第2月曜日
おでん90円～
手羽先（前日までに要予約）

しぞ～かぐるめえきなんさかば

かくやべっしょ

しぞ～かグルメ駅南酒場
静岡らしいメニューや店造りで、
気楽に飲める大衆酒場、宴会可。

最高に美味しい、静岡牛もつ鍋を
食べてみませんか！

名物藁焼カツオタタキ680円
鳥唐揚げ各種
静岡割り490円 静岡牛もつ鍋

（1人前）1,350円
カード可（VISA・Master）

葵区常磐町1-8-7（青葉横丁）
17：30～22：3016：00～22：00

11：30～14：30・ （平日）11：30～14：30・（土）11：30～15：00・
（日祝）11：00～15：00・17：30～21：00

11名12名 日

26名 不定休（ほぼ年中無休）

静岡おでん100円～200円
フライ100円～200円
ききょう焼（とろろステーキ）700円
カード不可

カード不可

おでん処 ききょう

255-3454

253-1828

葵区馬場町38
10：00～18：30

（ネタがなくなり次第終わり）
25名 水曜日
黒はんぺん90円
牛すじ120円
カード不可

252-2548

ランチ2,600円～・
ディナー6,170円～

ランチ1,340円～
ディナー2,970円～

ランチブッフェ2,500円～・
ディナーブッフェ4,800円～

グリルやスモーク、寿司など彩り豊かなお料理が約50種類以上！
ライブキッチンの美味しい音や香りを五感で楽しめる。

ザ　テーブル

オールデイダイニング THE TABLE

160名
ランチブッフェ2,800円（平日・大人）
ディナーブッフェ4,200円
※【ランチ】土日祝料金あり ※子供料金あり

月～木18：00～24：30（24：00 L.O）・金・土18：00～
25：30（25：00 L.O）・日・祝日18：00～23：30（23：00 L.O）

ウイスキー・ブランデー60種類以上
グラス 1,300円～ ※ボトルキープ承ります。
12星座などのオリジナルカクテル1,250円～

カクテル1,030円～
ウイスキー1,030円～

アイデア均一すし108円
・ランチ750円

にぎり108円～・
コース料理3,996円～・
ランチ972円

にぎり108円～・
ランチ930円・980円

108円～315円で安心料金です。
緑のお庭を眺めながらゆっくりとお食事を
お楽しみ下さい。

国内外のミュージシャンが来演！！
静岡の夜にジャズを聴くなら当クラブへ。

レギュラーライブミュージック
チャージ1,000円～

70名

毎週木曜・第2・3火曜
レギュラーライブ
金曜（不定期）スペシャルライブ 
18：00～24：00（ライブ20：00～）

昼（水～金）11：30～15：00
（平日のみ） 夜完全予約制

ランチ2,900円～
ディナー6,500円

１１：３０～14：30 （土日祝１１：３０～15：00）
17：30～21：00

ランチ（平日）２，１００円 （土日祝２，３００円）
ディナー２，９００円

おきまり1,100円～
ランチ　 800円～

天然地魚と旬の魚介の盛り合わせ
一人前980円（二人前より）
鯛めし一合（1～2人前）980円

１１：３０～14：00
17：30～22：00（金土22：30）
195名

１１：３０～14：00
17：00～22：00（金土22：30）

17：30～24：00（日・祝～23：00）
金・土17：00～24：00

天然南鮪と旬の鮮魚の刺身の盛り合わせ
一人前980円（二人前より）
太刀魚の銀盛り1,280円

１１：0０～14：00
17：00～23：00

GRILL 炙之介

253-1106

昼の松花堂1,800円～
季節の会席3,000円～（税込）

不定休

女性4,000円のみ
男性6,000円のみ

お肉のランチ1,700円
お魚のランチ1,550円

葵区駿河町6-3
11：00～14：00
16：30～20：30
50～60名 木
うな重2,800円
ひつまぶし２，９００円
カード可

（JCB・VISA等）

（有）天峰

馳走佰年 覚弥別墅

255-0131

完全予約
11：00～20：00

12：00～14：00
18：00～22：00

A-3
MAP3

C-3
MAP3

C-6
MAP3

B-3
MAP3

LIFE TIME

カード可
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MAP3
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MAP3

D-5
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D-4
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D-4
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C-3
MAP3

B-3
MAP3

D-5
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B-4
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D-5
MAP3

D-6
MAP3

C-4
MAP3

C-4
MAP3

C-4
MAP3

20種以上の餃子を提供する静岡でも
めずらしい餃子酒場です。

汁吹焼餃子400円
ぷりぷり小海老焼餃子450円

葵区両替町1丁目4-12
木村ビル1F
平日（月～土）17：00 開店翌1時L.O.2時閉店

（日祝）23時 L.O.24時閉店
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A-3
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D-6
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D-5
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C-6
MAP3

C-3
MAP3

A-3
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D-4
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C-6
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C-5
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D-5
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3-②
MAP3

A-3
MAP3

曜

葵区紺屋町3-10
中島屋グランドホテル5F

静岡おでん おがわ

葵区紺屋町3-10
中島屋グランドホテルB1F

葵区紺屋町3-10
中島屋グランドホテル2F

並寿司1,100円、
特上寿司2,750円

C-4
MAP3

C-4
MAP3

餃子専門  ドンドコドン酒場

アイデア均一すし108円
・ランチ750円

108円～315円で安心料金です。

※なお掲載情報は、配布後に改訂、変更される場合があります。
詳細を知りたい場合は、直接お店にお問い合わせください。

お店の紹介記事は、各ジャンルまたは、エリアの中で50音順に掲載してあります。
また紹介記事のカラーは、ジャンルごとに下記のテーマカラーに分けられています。
地図上のアイコンの色と照らし合わせてみると、すぐに目的のお店が探しだせます。
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23

33

末広寿し本店

安田屋本店

13

NHK
静岡放送局

二瀬川神社

日本人形博物
日本招き猫間

おがわ

23


