
「父の日はわさびの日！」WEEK 参加店舗一覧表（小売店）
電話 販売期間

※報道等の連絡をする場合を想定しています。 ※期間が異なる場合は修正してください

1 JA静岡市 あさはたじまん市 静岡市葵区北1-8-53 054-249-1005 2022/6/11（土）～19（日）
2 JA静岡市 南部じまん市 静岡市駿河区曲金5-4-70 054-203-4118 2022/6/11（土）～19（日）
3 JA静岡市 北部じまん市 静岡市葵区北番町86 054-272-2100 2022/6/11（土）～19（日）
4 JA静岡市 長田じまん市 静岡市駿河区鎌田35-2 054-268-3111 2022/6/11（土）～19（日）
5 JA静岡市 しづはたじまん市 静岡市葵区下1458-32 054-294-1400 2022/6/11（土）～19（日）
6 うつろぎ 静岡市葵区有東木280-1 054-298-2900 2022/6/11（土）～19（日）
7 ユーコープ 水道店 静岡市葵区水道町35-1 054-271-4787 2022/6/16（木）～19（日）
8 ユーコープ ミオクチーナ千代田店 静岡市葵区千代田7-4-7 054-264-1991 2022/6/16（木）～19（日）
9 ユーコープ 城北店 静岡市葵区北安東2-1-6 054-247-1326 2022/6/16（木）～19（日）
10 ユーコープ ミオクチーナ下野東店 静岡市清水区下野東5-1 054-361-5070 2022/6/16（木）～19（日）
11 ユーコープ 八千代店 静岡市清水区八千代町7-21 054-352-7111 2022/6/16（木）～19（日）
12 ユーコープ 島田おびりあ店 島田市本通3-3-3 おりびあ１階 0547-35-5060 2022/6/16（木）～19（日）
13 ユーコープ ミオクチーナ新沢田店 沼津市新沢田町2-43 055-925-5500 2022/6/16（木）～19（日）
14 ユーコープ 桜づつみ店 駿東郡長泉町桜堤2-13-6 055-988-9928 2022/6/16（木）～19（日）
15 ユーコープ ミオクチーナ富士中央店 富士市中央町3-13-7 0545-55-2555 2022/6/16（木）～19（日）
16 ユーコープ さんじの店 浜松市南区参野町46 053-441-8787 2022/6/16（木）～19（日）
17 ユーコープ 冨塚店 浜松市中区富塚町2030-1 053-474-6331 2022/6/16（木）～19（日）
18 ユーコープ ミオクチーナ小豆餅店 浜松市中区小豆餅3-2-34 053-473-5520 2022/6/16（木）～19（日）
19 ユーコープ 緑ヶ丘店 掛川市緑ヶ丘2-8-1 0537-22-1881 2022/6/16（木）～19（日）
20 ユーコープ ミオクチーナ袋井田町店 袋井市田町1-10-7 0538-43-7020 2022/6/16（木）～19（日）
21 ユーコープ 国府台店 磐田市国府台97-1 0538-32-0003 2022/6/16（木）～19（日）
22 ユーマート 静岡市清水区木の下町322-1 054-351-2192 2022/6/11（土）～19（日）
23 マックスバリュ 三保店 静岡市清水区三保133-143
24 マックスバリュ 八坂店 静岡市清水区八坂南町2-26
25 マックスバリュ 興津店 静岡市清水区興津本町113-1
26 マックスバリュ 曲金店 静岡市駿河区曲金7-7-15
27 マックスバリュ 丸子店 静岡市駿河区北丸子1-5-5
28 マックスバリュ 薮田店 藤枝市下薮田60-1
29 マックスバリュ 阿知ケ谷店 島田市阿知ケ谷25-4
30 マックスバリュ グランリバー大井川 焼津市下江留1424-1
31 マックスバリュ 清水駅前店 静岡市清水区本郷町1-23
32 マックスバリュ 追分店 静岡市清水区追分1-3-18
33 マックスバリュ 村松原店 静岡市清水区村松原1-1-28
34 マックスバリュ 上足洗店 静岡市葵区上足洗3-1-8
35 マックスバリュ 大岩店 静岡市葵区大岩2-1-18
36 マックスバリュ 羽鳥店 静岡市葵区羽鳥3-2-33
37 マックスバリュ 西脇店 静岡市駿河区西脇47
38 マックスバリュ マークイズ 静岡市葵区柚木1026
39 きらり（四季菜） 静岡市清水区北脇250-1 2022/6/12（日）～20（月）
40 イオン清水店 静岡市清水区上原1-6-16 2022/6/18（土）～19（日）
41 ヒバリヤ新鮮市場 高部店 静岡市清水区押切1941 054-348-1133 2022/6/11（土）～19（日）
42 ヒバリヤ新鮮市場 駒越ベイドリーム店 静岡市清水区駒越北町8-1 ベイドリーム清水1階 054-334-0500 2022/6/11（土）～19（日）
43 しずてつストア 安東店 静岡市葵区安東三丁目６番13号 054-246-5141 2022/6/11（土）～19（日）
44 しずてつストア 千代田店 静岡市葵区千代田一丁目16番21号 054-200-0055 2022/6/11（土）～19（日）
45 しずてつストア あさはた店 静岡市葵区北二丁目20番81号 054-200-0550 2022/6/11（土）～19（日）
46 しずてつストア いろは店 静岡市葵区伊呂波町３番地28号 054-205-6222 2022/6/11（土）～19（日）
47 しずてつストア 末広店 静岡市葵区末広町130番の１ 054-251-8881 2022/6/11（土）～19（日）
48 しずてつストア 新静岡セノバ店 静岡市葵区鷹匠一丁目1-1 054-255-2226 2022/6/11（土）～19（日）
49 しずてつストア 流通通り店 静岡市葵区沓谷六丁目17番５号 054-267-5055 2022/6/11（土）～19（日）
50 しずてつストア 田町店 静岡市葵区田町七丁目67番1号 054-275-3535 2022/6/11（土）～19（日）
51 しずてつストア 丸子店 静岡市駿河区丸子四丁目２番63号 054-201-3500 2022/6/11（土）～19（日）
52 しずてつストア みずほ店 静岡市駿河区みずほ二丁目10番２号 054-268-1500 2022/6/11（土）～19（日）
53 しずてつストア 宮本町店 静岡市駿河区宮本町12番12号 054-280-3200 2022/6/11（土）～19（日）
54 しずてつストア 入江店 静岡市清水区入江一丁目１番１号 054-371-0010 2022/6/11（土）～19（日）
55 しずてつストア 御門台店 静岡市清水区七ツ新屋一丁目10-26 054-344-3320 2022/6/11（土）～19（日）
56 しずてつストア 草薙店 静岡市清水区草薙一丁目13番８号 054-349-4000 2022/6/11（土）～19（日）
57 しずてつストア 興津店 静岡市清水区八木間町383番地 054-369-6030 2022/6/11（土）～19（日）

店舗名 住所
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「父の日はわさびの日！」WEEK 参加店舗一覧表（飲食店）

NO 店名 住所 ジャンル１ジャンル２電話 提供メニュー（想定含む）

1 和Dining葉隠 静岡市葵区両替町2-7-12　滝浪ビル２階 居酒屋 054-252-5522
わさび漬け、わさびピザ、わさび丼、
わさび茶漬け、クリームチーズのわさ
び和え、ささみ串 わさび醤油 etc.

2 芳川 静岡市清水区上原1-2-20 日本料理 054-345-7522 わさびたっぷりドレッシングのサラダ

3 鳥幸　富士見台店 静岡市駿河区富士見台1-1-25 居酒屋 054-281-1770
バニラアイスにマンゴーとわさびのと
ろみあんをかけて

4 鳥幸　さつき町店 静岡市駿河区さつき町6-10 居酒屋 054-289-5630
バニラアイスにマンゴーとわさびのと
ろみあんをかけて

5 割烹三日月 静岡市葵区七間町13‐13 日本料理 054-253-0447 ふぐ白子蒸し

6 味の天徳　静岡常磐町店 静岡市葵区常磐町１丁目５番11号　つたのビル１F 中華 054-251-2230 わさびしょうゆ油そば

7 萬福酒家 静岡市葵区常磐町1-1-3　グリフィンビル1階 中華 054-272-8998 ふかひれ山葵

8 鮨処　やましち 静岡市清水区蒲原3-3-10 寿司 054-388-2339
通常メニューに添えるわさび、静岡ご
はん

9 鹿島屋 静岡市葵区上石町7-15 和食 居酒屋 054-252-3989 お茶漬け　山葵漬け

10 浪漫 静岡市葵区常磐町2-3-6 居酒屋 054-255-1086
鱈のすり身に粒わさびを練り込んだオ
リジナルおでん

11 Bar大代園 静岡市葵区呉服町2-9-1　玄南偕楽ビル地下一階 その他 BAR 054-273-7676 わさびのデザートカクテル

12 井川ビジターセンター 静岡市葵区井川９６４ 和食 洋食 054-260-2377 山葵丼

13 食事処　ひらぐち 静岡市葵区常磐町3-3-4 居酒屋 寿司 090-4856-5187 刺身　寿司

14 府中かしわで 静岡市葵区呉服町2-5-21　ノザレビルB1 居酒屋 和食 054-260-6330
オクシズ割（焼酎）、刺身盛り合わ
せ、天ぷら

15 大石精肉店 静岡市葵区常磐町2-7-8 その他 精肉店 054-252-1725
和牛用ステーキ　7,000円以上お買い
上げのお客様にわさび１本プレゼント

16 南アルプス赤石温泉　白樺荘 静岡市葵区田代1110-5 和食 蕎麦 054-260-2021
井川定食、（夏季限定）山葵おろしそ
ば・ぶっかけうどんやまいもわさび

17 あさひ 静岡市葵区西草深町28-4 和食 054-245-6983 牛串、いたわさ

18 Restaurant Unjour 静岡市葵区人宿町1-5-7 洋食 054-254-0595
ホタテ貝とアボカドのサラダ～わさび
ドレッシング～

19 忠ちゃん 静岡市葵区千代田6-30-33 その他 一般食堂 090-8676-4120 わさびつけ麺

20 入船鮨両替町店 静岡市葵区両替町2-5-3 寿司 054-254-1158 鮨

21 入船鮨葵タワー店 静岡市葵区紺屋町17番1　葵タワーB1 寿司 054-251-9178 鮨

22 入船鮨南店 静岡市駿河区南町6-6 寿司 054-282-1158 鮨

23 入船鮨登呂店 静岡市駿河区有東2-3-29 寿司 054-284-5151 鮨

24 入船鮨ドリームプラザ店 静岡市清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ 寿司 054-395-8551 鮨

25 鮨　川澄 静岡市清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ 寿司 054-340-9178 鮨

26 うつろぎ 静岡市葵区有東木280-1 蕎麦 農林産物
加工所

054-298-2900 さびめし定食、うつろぎ定食など

27 現代割烹　月の音 静岡市葵区常磐町2丁目2-5　ダルマビル１F 日本料理 054-253-5768 涙巻き、茎ワサビ

28 旬彩はづき 静岡市葵区沓谷3-2-17 和食 054-262-5868 通常メニューに使用

29 レコルト　おむすび＆デリ 静岡市葵区沓谷4-9-30 和食 054-297-5708 通常メニューに使用

30 うなぎのはら川 静岡市葵区呉服町2-6-5 和食 054-254-5977 通常メニューに使用

31 あさ乃 静岡市清水区西久保176-33 和食 054-366-1289 通常メニューに使用

32 遊蕎庵・無 静岡市葵区大岩本町27-6 和食 054-200-0606 通常メニューに使用

33 吉おか四季食彩 静岡市清水区中之郷2-1-8 和食 054-346-8551 通常メニューに使用

34 日本料理FUJI 静岡市葵区栄町3-6 和食 054-260-5166 通常メニューに使用

35 治作 静岡市葵区昭和町1-1 和食 054-252-2021 通常メニューに使用

36 馬鹿と正直者 静岡市葵区千代1-13-67 居酒屋 054-270-8039 通常メニューに使用


