
やば珈琲
tel.055-951-0011
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Morning

▲モーニングおすすめセットコールスローサラダとゆでたまごにお好きなドリ
ンクを 1つと、トースト or おにぎりをお選び頂け
ます。コーンスープとヨーグルトを追加した、ス
タンダードセットもございます。

そば処満留八tel.055-963-1757

▲へぎそばと天ぷら・お刺身当店では毎日、新潟よりへぎそばを直送しており
ます。その他にも、新潟名物「タレカツ」などの
一品も !食事処としても飲み処としてもぜひ !

らーめん銕tel.055-919-0024

▲あっさり鰹、からあげセット　(からあげ3個+半チャーハン)西伊豆田子産手火山式鰹節に厳選素材を合わせた
淡麗和風醤油ラーメン。あっさりの最高峰を目指
す至極の一杯。

Lunch

エベレストダイニングtel.055-954-0145

▲ダンドリーチキンたっぷり本場スパイスで味付けし、炭窯で焼いた、
おいしい、やわらかい、鶏肉のダンドリーチキンです。

香香飯店

▲醤油ラーメン&炒飯セット780 円 ( 税込 ) で大ボリューム ! 大満足間
違いなしのお得ランチセットです !

華味
tel.055-951-6138

▲四川麻婆豆腐定食華味人気 No.1 の定食です。花山椒の香りと辛さがクセになります。

J・みーと

▲国産黑毛和牛ステーキ 150g肉の職人が厳選した A4 ランクの国産黑毛和牛ステーキ !

和 café 葉月 (ツチヤ )

tel.055-962-2385

◀クリームあんみつ
寒天は自家製、餡は専門店より

出来立てを。美味しいお茶、

フルーツも季節を意識して提供
します。きっと御満足いた

だける一品を広い空間でゆっく
りと寛いでいただけます。

café スプーニー
tel.055-964-4944

◀スプーニーの「ケーキ
セット」

極上自慢の「ガトーショ
コラ」など、ショーケー

ス

からお好みのケーキとド
リンクが選べて 550 円

!
甘味処 どんぐり
tel.055-951-1777

◀フルーツポンチ (ブル
ー )

テレビ、本などの取材で
クリームののった

商品は溶けてしまうので
、このポンチをす

すめていたら、1番人気
になりました。

たこやきサボちゃんtel.055-900-9225

▲たこやき (塩オリーブオイル )
仲見世商店街入口たこやきサボちゃん。ふわとろたこ
やきに岩塩 &オリーブオイルがオリジナル。味と香
りを楽しんでください。

香香坊
tel.055-963-3682

▲中国羊肉串中国最強 B級グルメ、中国東北地方の屋台の味。クミン
や五香粉などスパイシーな香りが絶対クセになる中国の
ソウルフード。

韓 's
tel.055-963-6123

▲上カルビ北海道長岡林業直送高級炭使用。静かで落ち着
いた雰囲気の中で、美味しい韓国家庭料理と本
格炭火焼肉をお楽しみ下さい。

つけ麺居酒屋よしおかtel.055-951-5500

▲つけ麺とオムなっとうと自慢の　ネギ塩から揚げ懐かしいつけ麺の味をご堪能ください。気軽に入れるゆっ
たりとしたお店になっています。

伴蔵
tel.055-919-5051

▲地魚のグリルとグラスワイン静岡で揚がった新鮮な魚を使ったグリル。これを食べに遠くからくるお客様も。

半蔵 2
tel.055-951-2232

▲〆鯖、イルカのベーコン、貝のカマ
〆鯖いい仕事してます。海豚 (イルカ )料理・沼津の
食文化です。地元静岡の酒と、あと天城の軍鶏も !

After
noon

Dinner

tel.055-951-0889

tel.055-946-5955

-くろがね-

-ファーウェイ-

仲見世グルメガイド

TEL.055-963-2580

このチラシはGoTo 商店街事業で
実施しております。
新型コロナウイルス対策をしたうえで、
皆さまのご来街をお待ちしております。

URL

https://www.numazu-nakamise.jp

Renewal

N-shopping Yahoo!店
商店街各店のおすすめ商品が
全国どこでもネットで
お買物できます！

沼津仲見世商店街 公式ショッピングサイト

使えるクーポンプレゼント!で

291/ ●30●31● 3

300 OFFショッピング
サイト内
全品

ショッピング
サイト内
全品



最近は可愛い雑貨も
人気なお店

老舗呉服屋
夢を叶える麗しの振袖フォーシーズンギャラリー

tel.055-962-0559

メンズショップ フジ

伊豆屋呉服店
tel.055-963-1461

さつ摩
tel.055-962-3210 きもの さが美 沼津店

tel.055-962-5029
㈱マルト白壁本店
tel.055-963-5291

おしゃれショップ ヤマザキ
tel.055-962-2949

ランジェリーショップ夢屋
tel.055-963-2668 婦人服 アビオン

tel.055-962-0731 婦人服 ハラダ
tel.055-962-3239

仲見世スワニー
tel.055-951-6301

レディースショップ
おのや沼津店
tel.055-963-2700

アトリエ・ノンナ
tel.055-952-5081

ジェニー
tel.055-962-0045

GINYA NEXT
tel.055-952-0056

プチナカノ
tel.055-962-3968

プラザ・プリモ
tel.055-951-5121

永井ラジオ商会
tel.055-962-2399ニューライフ ツチヤ

tel.055-962-2385

山本酒店
tel.055-962-1977

皇御茗 －こうごめい－
tel.090-9294-2333

てまり
tel.055-952-1888

栗せん茶せん　ほさか
tel.055-951-1515

中央青果 丸中
tel.055-963-1456

マミィ・ハウス
tel.055-951-9237 沼津・市川園

tel.055-962-3246

神田歯科医院
tel.055-951-6480 沼津歯科

tel.055-957-1031
磁気シャワー沼津センター赤井
tel.055-962-2413

つばき庵・カフェつばき
tel.055-964-1511

サンロード美容室
tel.055-951-2131

美容室 Leeds
tel.055-964-2700 ACT

tel.055-962-7890 マーメイドアクアマリン
tel.080-4210-1266

マルサン書店 仲見世店
tel.055-963-0350 倉田印舗

tel.055-962-0233
Cardshop Serra
tel.055-963-2750 手作りショップ  オオミヤ

tel.055-962-3904
NOVA沼津駅前校
tel.055-952-1555 （株）芦川印刷所

tel.055-963-1020 ジョイランド
tel.055-963-2123

おたからや　
大手町・仲見世商店街店
tel.055-941-5990

Kimono

&

Health 
 

Beauty
&

Culture Service 

Amusement
&

メガネサロン市川
tel.055-962-4191

沼津駅前郵便局
tel.055-963-7995

Men's 
Fashion

極上大人のセレクトショップ
大人の男を演出するお店 粋のいい柄

取り揃えております 繊細な職人の匠 沼津をキモノ姿の
あふれる街へ

夢あるランシェリーで
気分アップ 最新ファッションが

お手ごろ！ 貴女の欲しい服、
きっと見つかる。

婦人服とバッグと
お洒落なマスク

今の貴女の心に
寄り添う服を♡

気品が宿る。
大人のフェミニティ。

婦人服と言ったら
ジェニー

認定眼鏡士がいる
間違いない店

シルバーアクセサリーは
お任せを。

財布と言えば
プチナカノ！

真珠 50%0FF
マリッジリング 20%OFF

オシャレ雑貨たち
プレゼントにも

昔懐かしい、
不思議で楽しいお店

宝くじで
夢を叶えてみませんか

本格的武夷岩茶専門店
手作り、真心、

良心的をモットーに
今春「栗せんべい」が
復活します！

野菜と果物で
食卓のサポート

毎日焼きたて！！ 美味！静岡茶の通販

歯のお悩み
ご相談ください インプラントは

沼津歯科
30分の

リラックスタイム！
買い物ができる
デイサービスです

個性を活かした
ヘアースタイルの提案

プライベート空間で
癒しのひと時 お客様にあった

スタイルを提供！ 貴女だけの貸切サロン。
健康美を

創業百年越えの
老舗本屋です！ 信頼できる印鑑を

お作りします
商品充実！

カードゲーム専門店！
こだわりの
手作りショップ 　日本で海外気分が

味わえる 明るく楽しく
笑顔あふれる郵便局

各種印刷物承ります 安心安全な
遊技環境をご提供

只今！買取金額 30%UP

tel.055-962-2241

Nakamise Shop Guide 仲見世ショップガイド

Ladies' 
fashion

Food

Variety
goods

Accessories

Eyewear


