
＜沼津市＞

No.
ポストカード

取扱店舗
店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 するがの極使用メニュー

1 ★ 赤から沼津店 沼津市米山町1-5 055-941-9999 11時00分～24時00分 無休 お米使用メニューすべて

2 ★ あやみ屋 沼津市新宿町3-24 055-923-7660

11時30分～14時00分

17時00分～23時00分

（土曜日：17時00分～23時00分）

日曜日

昼・・カキフライ定食、地アジフライ定食、

　　　エビフライ定食、するがの極丼

夜・・海鮮茶漬け

3 ★ あわしまマリンパーク　レストラン離宮 沼津市内浦重寺186 055-941-3126 11時00分～15時00分 Aqours丼

4 ★ 安庵 沼津市大手町3-6-27　1F 055-952-6611 11時30分～14時00分、17時30分～23時00分 不定休
ランチのごはん、コース料理の食事、

土鍋ごはん

5 ★ 居酒屋　バスストップ 沼津市高島町19-6 055-920-0100
火～日曜日：18時00分～04時00分

金・土曜日：18時00分～06時00分
月曜日

おにぎり、お茶漬け、チャーハン、

親子丼、ライス

6 ★ 海のステージ。 沼津市西浦木負768-9 055-946-2801 10時00分～18時00分 木曜日 カリブ風カレー、ワンプレートハンバーグ

7 ★ お魚直売所 沼津市本田町7-15-101 090-6766-8282 11時00分～※提供メニューが無くなり次第営業終了 火曜日

刺身定食、カキフライ定食、アジフライ定食、

ジャンボエビフライ定食、ミックスフライ定

食、海鮮丼等どんぶり30種類

8 ★ カルビ一丁沼津店 沼津市高島本町8-56 055-925-5600 11時00分～26時00分 無休 お米使用メニューすべて

9 ★ 季節料理　吟水 沼津市下香貫八重26-3 055-933-6719 12時00分～14時00分、17時00分～21時00分 月曜日 和牛の炙り丼、ローストビーフ丼

10 ★
SUN!SUN!サンシャインcafe

（雄大フェスタ）
沼津市大手町3-1-1 055-955-7111

月～金曜日：11時00分～20時30分

土日祝：10時00分～20時30分

DREAMYからあげ定食のごはん、

別メニューとして花丸むすび（おむすび）

11 ★ 自家製麺　真卓朗商店 沼津市日の出町2-53 055-924-0306 11時00分～15時00分、17時30分～21時30分 水曜日
卓チャーハン、特製炙りチャーシュー丼、

ライス

12 しずてつストア　各店 ― ― ― ―
おにぎり

※11/18・19・20の3日間のみ

13 ★ 鮨　酒菜　秀人 沼津市大岡1223-18 055-943-6207 18時00分～22時00分 水・木曜日 寿司

14 ★ ステーキハウス　道灌かがり 沼津市千本西町26-3 055-952-3600 11時00分～13時30分、17時30分～20時00分
月曜日

第2火曜日
釜炊きごはん

15 ★ Sｅｖｅｎｓ　　Hｅｖｅｎ 沼津市東熊堂13-3 055-924-1722
月～木曜日：11時00分～19時00分

金・土曜日：11時00分～16時00分、18時00分～22時00分

日曜日

第1・3月曜日
特製カレー　鹿タコライス

16 ★ そば処　満留八 沼津市大手町5-9-1 055-963-1757
11時00分~14時00分、17時00分~22時00分

日曜日：11時00分～14時00分
不定休 全商品にて

17 ★ 天春 沼津市東宮後町22 055-962-1922 11時30分～21時00分 月曜日 天ぷら定食、天丼、うな丼

18 ★ とさわや旅館 沼津市内浦三津88-15 055-943-2002 11時00分～19時00分 火曜日 全商品にて

19 ★ 鳥じん 沼津市北今沢23-3 055-969-3334
17時00分～22時30分

（弁当販売11時00分～13時00分）
月曜日

弁当（唐揚げ、チキンカツ、焼魚）、

おにぎり、お茶漬け

20 ★ 沼津うなよし 沼津市下香貫樋ノ口1712-3 055-931-2131
11時00分～14時30分

16時30分～21時00分
火曜日 全メニュー

21 ★
沼津港さんせん

（沼津駅ビルアントレ内）

沼津市大手町1-1-1

（沼津アントレ1階）
055-951-3636 9時00分～20時00分 元旦 ごはん、弁当類

22 ★ 沼津港ひものセンター 沼津市千本港町128 055-962-7537 9時00分～17時00分 無休 鉄人五十嵐シェフの焼きサバおにぎり

23 ★ 沼津甲羅本店八宏園 沼津市上香貫東本郷町1838 055-933-5555
11時00分～22時00分

（平日ランチ：11時00分～15時00分）
無休 お米使用メニューすべて

24 ★ 沼津リバーサイドホテル 沼津市上土町100-1 055-952-2411 宿泊者に限る

25 ★ ふみ野 沼津市千本港町109号 055-952-3923 06時00分～16時00分 火曜日 丼物全般

26 ★ 古安 沼津市本町40 055-962-0698
2階 11時00分～14時30分、17時00分～21時00分

3階 平日：17時00分～21時00分 土日祝：11時00分～21時00

火曜日

水曜のランチ

カレーライス、ガーリックライス、

単品のライス、コースのライス

27 ★ ベルサイユのバル 沼津市大手町4-5-4　遊楽館ビル1F 055-962-7880

ランチタイム（平日のみ）11時30分～15時00分

ディナータイム（日～木）18時00分～24時00分

金・土・祝：18時00分～03時00分

無休
ローストビーフ丼、沼津ブランド認定品、

ひな鶏半揚定食

28 ★ 穂瀧 沼津市五月町1-17 055-922-9174
11時00分～14時00分

17時00分～22時00分
無休 各定食

29 ★ 眞鯛 沼津市千本港町115-4 070-8362-0235

日曜日：10時30分～15時00分

月～水曜日：11時00分～15時00分

金曜日：11時00分～15時00分、17時00分～20時30分

土曜日：10時30分～15時30分、17時00分～20時30分

木曜日 眞鯛ごまだれ丼

30 ★ 満月本店 沼津市大岡2057-4 055-924-0202 17時00分～24時00分 火曜日 おじや

31 ★ 焼肉KURUMI 沼津市高島町15-1 055-921-6711 17時30分～23時30分 おにぎり　他

32 ★ 安田屋旅館 沼津市内浦三津19 055-943-2121 夕食・朝食時のご飯（宿泊者限定）

33 ★ やま弥 沼津市西浦平沢92-4 055-942-2477 11時30分～14時00分、17時00分～19時00分
水曜日

第1・3火曜日

ごはんを使ったメニューすべて

※11/18～11/28迄の期間限定

34 ★ ラーメン銕-くろがね- 沼津市大手町5-8-2 055-919-0024
平日：11時00分～15時00分、17時30分～21時00分

日曜日：11時00分～17時00分

月曜日

日曜日の夜

塩むすび　焼むすび

熱海マス　椎茸こぶ　おかか　梅しそ等

35 ★ 楽酒房みのり 沼津市町方町19 055-954-5120 18時00分～25時00分 木曜日 お茶漬け、おにぎり、ローストポーク丼他

36 ★ 竜の茶屋 沼津市岡一色104-5 055-946-6076

月曜日：15時30分～18時00分

火・水・金曜日：11時00分～13時30分、15時30分～21時00

分

土日祝：11時00分～21時00分

木曜日
おにぎり（梅・鮭・たらこ・塩こんぶ）

※金岡産直市にてご購入できます

37 ★ 旅館　浜の家 沼津市内浦三津42-3 055-943-2518
11時00分～15時00分

（土曜11時00分～17時00分）

鯵活造り定食　刺身盛り合わせ定食

浜の家定食

＜裾野市＞

No.
ポストカード

取扱店舗
店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 するがの極使用メニュー

1 ★ 食事処　すその 裾野市須山2956-3 055-998-1324 11時00分～14時00分、17時30分～19時30分 不定休 検討中

2 ★ 裾野温泉　ヘルシーパーク裾野 裾野市須山3408 055-965-1126
平日：　11時00分～14時00分、17時00分～19時30分

土日祝：11時00分～19時30分
木・年末年始

3 ★ そば処　恋路亭 裾野市深良3686-3 055-997-3388 11時00分～21時00分 火・年始 定食

4 ★ JAふじ伊豆　あしたか山麓裾野そば　五竜庵 裾野市佐野1087-1 055-992-2001 11時00分～14時00分 火曜日 おにぎり

5 ★ HOTEL COONEL INN 裾野市御宿1105-1 055-941-5205 11時30分～14時00分、17時30分～21時00分 日曜日

6 ★ 御饗炭串　理月 裾野市金沢192-2 050-1183-5211
月～水：　　17時00分～22時00分（夜のみ）

木～日・祝：11時30分～14時00分、17時00分～22時00分
不定休

7 ★ 麺工房　海練 裾野市佐野1542-1 055-941-8740
月・火・木～日：11時00分～14時30分

金～日：17時00分～20時30分
水曜日

8 ★ 和風れすとらん　みよし 裾野市御宿136-1 055-993-5555 11時00分～14時30分、17時00分～21時30分 火曜日 全ての定食メニュー

＜長泉町＞

No.
ポストカード

取扱店
店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 するがの極使用メニュー

1 ★ 喜作寿司 長泉町下土狩442-9 055-986-2688
平日：　11時00分～14時00分、16時00分～22時00分

土日祝：11時00分～22時00分
木曜日 握り寿司、定食、単品ライス

2 ★ 米屋のいっぷく堂 長泉町下土狩437-1 055-986-3475

平日：08時15分～18時00分

土曜日：08時45分～18時00分

日曜日：12時00分～16時00分

お盆

年末年始
おにぎり、お弁当

3 ★ ゆらりごはん　ひまり 長泉町下土狩631 055-988-2883 17時30分～22時30分 日曜日 おにぎり

＜清水町＞

No.
ポストカード

取扱店舗
店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 するがの極使用メニュー

1 ★ チャイニーズダイニング杏 清水町長沢865-1 055-941-8674
11時00分～14時30分

17時00分～21時00分
月曜日 セットメニューのご飯、チャーハン等

2 ★
Hawaiian cafe

魔法のパンケーキ伊豆Gate清水町
清水町湯川43-1 055-960-7670

日～木：11時00分～20時00分

金・土：11時00分～21時00分
不定休

ロコモコ、グリルチキン、フライドチキン、

ガーリックシュリンプ、オムライスプレーン、

オムライスデミグラス、オムライストマトソー

ス

＜ファーマーズなんすん＞

No.
ポストカード

取扱店舗
店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 備考

1 JAふじ伊豆　金岡産直市 沼津市東熊堂600 055-923-8313 09時00分～17時00分
第2水曜日

年末年始

2 JAふじ伊豆　KAU～ら 沼津市東椎路字芝原下677 055-923-6711 09時00分～17時00分
第2水曜日

年末年始

3 JAふじ伊豆　長泉産直市 長泉町下土狩1029-1 055-988-1554 09時00分～17時00分
第2水曜日

年末年始

4 JAふじ伊豆　すそのふれあい市 裾野市佐野1087 055-993-3559 09時00分～17時00分
第2水曜日

年末年始

【するがの極フェス　参加店舗一覧】 

オリジナルデザインパッケージの

キューブタイプの販売のみ


