
走る前も、走ったあとも
おいしいお酒で乾杯!!

「おもてなし券」使えるよ !

今回もやります『しまだ乾杯タウン』!! マラソン大会の楽し

みの一つ、打ち上げ ! 前夜祭 ! 島田駅前のお店が前夜祭はも

ちろん、競技を終えた皆様に、値引きや特別サービスなど「が

んばって」「おつかれさま」の気持ちを込めて精一杯のおも

てなしをさせて頂きます。
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②競技 ④かんぱーい !!①お店をチェック&事前予約
※今回は感染症対策のため必ず
事前予約をお願いします。
　（予約制度があるお店のみ）

③お店の人に
　「ランナーです。」と言う。

シャトルバスに乗る

伊太和里の湯行き 島田駅北行き

島田駅北行き

伊太和里の湯 乾杯タウン

乾杯タウン

乾杯タウンでも

さぁ、乾杯タウンへ出かけよう!

大会当日の乾杯タウンの楽しみ方

大会当日の乾杯タウンへのアクセス

お店に入ったら注文時に「ランナーです」と、お店のスタッフさんに伝えてください。
各店舗の乾杯タウン限定サービスを受けることができます ! !

競技終了

「しまだおもてなし券」
使えます!!

このマークのあるお店で使えるよ !

①「しまだおもてなし券」は、大会にエントリーしたランナーのみ
　 利用可能です。ゼッケンから切り取ってご使用ください。
② 500 円未満の商品を購入しても、お釣りは出ません。
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1
居酒屋

限定
クーポン

和蔵
ランナー限定！
島田の緑茶静岡割り一杯サービス♪

カウンター８席、お座敷20名可能
ご予約承っております！コース料理有
LINE ID⇒＠493lvavd
インスタ⇒wakura_shinmada_izakaya

■住所：島田市本通り2丁目4-27
■電話：0547-35-7569
■営業時間 29日 17：00～22：30
　　　　　 30日 15：00～21：00

★江戸時代から続く伝統の蔵★
～店主がランナーのお店！～

2
限定
クーポン

蕎麦

雪月花

お会計時 5％OFF!!

風屋ばそ・せわ合り盛菜前・）込税（024,2¥スーコーナンラ
もつ煮込み・冷たい煮物・桜えびのかきあげ・小さい
せいろそば+おすきなドリンク1杯・前夜祭そば前コー

き付りわかおばそと品7理料節季）込税（007,4￥～ス

■住所：島田市本通り 2丁目 3-4
■電話：0547-35-5241 ■営業時間
29日11:30～14:00/17:30～21:00
30日11:30～21:00

県内はもちろん全国の銘酒が揃う !
人気のあるこだわりの十割蕎麦の店

本通に面したオシャレな蕎麦屋。自家製粉の十割蕎麦はもちろ
ん、旬の料理が揃った小粋な居酒屋感覚で楽しめるので女性にも
人気。「自分がこんなお店で呑みたいから」という店主の言葉通
り、地元志太の銘柄の他、全国のレアものまで。旨い酒を楽しみ、
締めに軽く蕎麦を味わうひとときをゆっくりお楽しみいただけま
す。電話にて、前夜祭予約受付中!!少人数からでもご予約可能です。

4
限定
クーポン

ラーメン・定食・居酒屋

一新食堂
ラーメン１杯５００円

島田駅近のラーメン、定食、居酒屋
10月30日は15時から開店です

■住所：島田市本通3-4-14
■電話：0547-39-7660
■営業時間
11:00～14:30（LO 14:00）
16:30～22:00（LO 21:30）

3
限定
クーポン

仕事人
和の創作ダイニング

メニューにはないランナー限定メ
ニュー！！前菜 3点盛りプレゼント

席数に限りがありますので、
ご予約はお早めに！

店長、今年はマラソン不参加ですが、
ランナーの方の苦しみと頑張りはい
たい程分かります。「お疲れ様でした」
とお声掛けさせていただきます。

カウンターまでが仕切られている落ち着いた個室の空間。

みんなでワイワイ、二人でしっとり、一人でゆっくり。

旬の食材を活かして、大将が腕を振るいます。どのお料

地魚を食べながら、ごゆるりと…

■住所：島田市日之出町 3-3
■電話：0547-34-3913
■営業時間 29日 17:00 ～ 24:00
　　　　　 30日 15:00 ～ 24:00

島田駅から徒歩３分。黒はんぺんとしいたけの静岡焼き、

大井川の鮎の塩焼き、静岡黒毛和牛を使用した朴葉ステー

キなど、地元食材を使用した逸品をはじめ、島田地酒の飲

み比べ２種～やクラフトビールなど、料理と相性抜群なお

酒も各種取り揃えております。

昼間はラーメン、定食をメインに、夜は居酒屋として営業して

います。もちろんお昼からも居酒屋メニューを利用できます。

皆さまのご来店をお待ちしています。

ラーメン ¥750～
定食 ¥700～
生ビール ¥550
各種居酒屋メニューもございます。

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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5
限定
クーポン

きんつば

小倉屋
6個入り¥850 → ¥800（売り切れゴメン）

地元で人気のきんつばはお土産にぴったり。
あんみつテイクアウトもおすすめです。

60 年余りきんつば一筋の小倉屋。ひとつひとつ手作り
のきんつばの中には北海道産の小豆をコトコトと煮込
んだアンがたっぷり。地元で美味しいと評判のお店だ
から、お土産にも最適。他にもクリームみつ豆や、お
しるこなど疲れた身体を癒してくれる甘味がランナー
の皆さんを待っています。　※駐車場有ります。

■住所：島田市日之出町 2-22
■電話：0547-35-4040
■営業時間 9:00 ～ 19:00 
　　　　  （LO 18:00）

6
限定
クーポン

島田市の老舗和菓子店

和菓子・お土産

稲葉屋菓子店
ランナー様 5％割引

■住所：島田市本通り2丁目3-3
■電話：0547-36-1788
■営業時間 8:00～19:00 水曜定休

8
限定
クーポン

目の前で握る鮨、目の前で揚げる天ぷら
完全予約制のお店です

鮨 天ぷら

政

■住所：島田市日の出1-6
■電話：0547-36-3507
■

生ビール1杯サービス

7
限定
クーポン

お買い上げの方に
定価より５％引きいたします！

島田のお土産に最適 !!
気軽に立ち寄れるお菓子屋さん

和洋菓子

みのや

■住所：島田市本通り 2丁目 4-10
■電話：0547-37-2846
■営業時間 8:30 ～ 18 :30

島田市公認ブランド『島田の逸品』に認定された「大井川もなか」は、

キレの良い甘さのあんこと、やわらかな求肥は相性抜群 !そのほか、
テレビでもおなじみの「プリンどら焼」をはじめとするオリジナル
菓子や島田名物小饅頭、みそまんじゅう、島田みやげに最適な銘菓
まげ姿、蓬莱橋サブレ、乙女島田 など各種取り揃えています。

・きんつば ¥140
・白玉クリームあんみつ ¥530
・田舎志るこ ¥460
・白玉クリームぜんざい ¥530

・大井川もなか ¥167 ・箱物 ¥1,000～
・小まんじゅう ¥500～
・プリンどら焼き ¥248  他 ￥100～
（価格は税別です）お気軽にお越しください。

すべての商品を手作りしています。季節のお菓子も取り揃えて

おります。どら焼き、栗まんじゅう等が人気です。

マラソンで疲れた体に甘いものはいかがでしょうか？

・どら焼き ¥180
・栗まんじゅう ¥180
・小饅頭 12個入  ¥500  等

季節の新鮮な素材を長年の経験で美味しく、地元焼津から
美味しい魚、旬の地場野菜や全国から探した通好みの食材
を丁寧に料理します。コース料理のほか一品料理や季節の料
理も取り揃えています。また、料理に合うお酒も厳選して用意
していますので、お気軽におたずねください。ご来店雄の際
はご予約をお願いします。

おまかせコース（詳細はHPで）
・島田髷　￥6,000
・茶祭　　￥8,000
・帯祭　　￥10,000

営業時間 29日 17：00～23：00
30日 15：00～23：00

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日

9
限定
クーポン

島田に来たなら
寿司幸のお寿司をたべなきゃ !!

寿司

寿司幸

HP・電話にて、前夜祭、打ち上げ会
予約受付中 !! 少人数でも安心して
お越しください。

■住所：島田市扇町 14-4
■電話：0547-36-2585 ■営業時間
29日11:30～13:30/16:00～25:00
30日11:30～25:00

ソフトドリンク一杯サービス !!

10
限定
クーポン

当店の小饅頭は、永きに渡り人々に愛されてまいりま
した。代々伝わる米麹を元にした自家製の酒元を原料
にした小饅頭は絶品です。日本三奇祭の帯まつり、大
名行列に登場する大奴にちなんで創られた黒大奴は、
風味豊かな羊羹で最高級のこしあんを包んだお菓子で
す。お土産に最適です。

創業三百年の清水屋の名物
「小饅頭・黒大奴」をどうぞご賞味あれ

和菓子

清水屋

■住所：島田市本通り 2丁目 5-5
■電話：0547-37-2542
■営業時間  8:30～18:30
　　　　（日曜、水曜18:00）

店内全品５％引きとさせて頂きます。

12
限定
クーポン

四季の味　和食処

八寸
生ビール1杯サービス

■住所：島田市扇町11-2
■電話：0547-37-4318
■営業時間
29日 11:30～13：00/17：00～22：00
30日 11:30～13：00/15：00～22：00

くつろぎ処、
山海の幸と旨い酒

11
限定
クーポン

割烹料理

走り切ったご褒美は

創業40年。本格割烹料理から洋食の要素を取り入れた創
作料理までリーズナブルなお値段でご提供しております。
イチオシはジューシーでまろやかな、ドングリを食べて

スペイン産の最高級ランクです。他にも疲れた身体に染
みる、美味しいお料理をご用意してお待ちしています !

磯藤
イベリコ豚の炙り寿司二貫
（ぽん酢、甘ダレ）サービス。

ランナーが多く集まるお店ですので、ラン
ナー同士のマラソン談義で交流を深め仲
間をたくさん作って貰えたら嬉しいです。

季節限定のお菓子もご用意しております。
お土産にはもちろん、頑張った自分への
ご褒美にも是非どうぞ。
ランナーの皆さん、頑張ってください。

ホテルラクーネ島田のすぐそばにある、海山の幸と旨い酒の

店、八寸。魚料理、肉料理、野菜に鍋と様々な料理を楽しめま

す。特に人気の牛すじはおすすめです。昼夜の定食もご用意し

ておりますので、お気軽にご来店ください。

島田で４０年以上続く寿司職人のお店。目利きが仕入れる極

上の本マグロや厚焼き玉子など、ここだけのメニューがいっ

ぱい。お値段も安心価格で◎お寿司屋さん、体験ができる

HPは必見!!その他にも親方のうんちく・・・とか。肩肘張らな

い楽しいお寿司屋さんです。

お刺身、とろろいも、カニシューマイなど
各種単品料理もあります。

■住所：島田市大井町 2-4
■電話：0547-35-0225 
■営業時間 29日 17：00～22：00

30日 15：00～22：00
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13
限定
クーポン

カラオケ喫茶

ようこそ

ビール ￥550
緑茶割り ¥550
ハイボール ￥550

■住所：島田市本通り 1-9-14
■電話：0547-37-2981
■営業時間  8:00 ～ 21:00
（カラオケは20:00まで）

AM8：00からやっています！
朝定食￥400は安い！日替定食¥850～¥1,000

14
限定
クーポン

ラーメンの店

島田駅より徒歩 3 分
旨さは地元の折り紙付き !!

一人でも気軽に入れるお店『通りゃんせ』。1番の人気は

なんと言っても野菜のピリ辛炒めがのった通りゃんせ

ラーメン ! その他に当店自慢の手作り餃子、焼肉定食、

焼肉丼が大人気です。

通りゃんせ
ランナー限定 !!
ポテトサラダサービス !!

生ビール¥550、餃子 ¥450
焼肉定食 ¥1,000
通りゃんせラーメン¥750
焼肉丼 ¥750

■住所：島田市日之出町 1-14
■電話：0547-36-1966 
■営業時間 29日11:30 ～14:00/17:00
～ 20:00　30日11:30 ～ 18:00

15
限定
クーポン

焼き肉でみんなの笑顔で元気にしたいお店
ウマいとスマイルいっぱいの食道園へGO～★

焼肉

食道園

食道園名物「とんちゃん」¥700
食道園オリジナル
「ミライボンバー」ボトル￥1,500
Twitter ID shokudouen

■住所：島田市日之出町 1-2
■電話：0547-37-4701
■営業時間 29日11:00～14:00/17:00
～22:00　30日11:00～22:00

１ドリンク無料
「生・ウーロン・ソフトドリンク・酎ハイ」

16
限定
クーポン

居酒屋

磯舟

・海の幸かにみそ焼き　￥850
・自家製かにしゅうまい　￥500
・たちの石焼　時価　　など
・磯舟オリジナルメニューがずらり！

■住所：島田市栄町 1-15
■電話：0547-35-2939
■営業時間　17:00 ～ 24:00 

ランナー限定 !! 静岡割り一杯無料 !!

海鮮料理・旬の魚料理が人気の磯舟！三代目若大将
が生み出した新メニュー海の幸かにみそ焼きをはじ
め、かにクリームコロッケなどオススメがたくさん。
鬼乙女・おんな泣かせなど地酒も豊富。もちろん大
将がつくるたちの石焼も◎完走記念に、笑いと美味
しさで溢れる磯舟に乗船 !!

磯舟は駅前イベントに出店予定！
17：00からお店で待ってます！

創業61年、島田のソウルフード“とんちゃん”でおなじみの
食道園。変わらぬウマさと接客は県内外からファンが駆けつけ
るほど。A5ランクの上カルビに分厚い牛タンはもちろん、「ステ
キな未来にポン」のかけ声と共に笑顔が弾けるオリジナルのお
酒ミライボンバーもお肉にぴったりと大好評。ウマいとスマイル
でいっぱいの焼き肉屋さんです。

自慢の朝定食はもちろん！おまかせ定食や本日のランチが

人気！のようこそ。昔ながらのカラオケ喫茶で地元の人た

ちと歌って！走って！最高の島田を味わってください！

会計料金が1,000円以上で
コーヒー1杯サービス

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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17
限定
クーポン

居酒屋

ふじの

・お刺身盛り合わせ¥1,380
・カニたっぷりカニしゅうまい¥580
・日本酒・焼酎各種あります。

■住所：島田市栄町 1-23
■電話：0547-36-3508
■営業時間 29日 17:30 ～ 22:30 
　　　　　 30日 15:00 ～ 21:30

ランナー限定、
乾杯ドリンク一杯無料 !!

地元で愛されて 53 年。今は三代目のご主人が切り盛
りしている「ふじの」。静岡ならではの食材や、島田
の銘酒「おんな泣かせ」など、地酒にも力を入れてい
るお店です。出張や旅行で島田に訪れた人が来店する
ことが多く、値段も手頃。島田の居酒屋ならではのあ
たたかい雰囲気を感じられる居酒屋です。

島田で 50 年以上営業しているのは
信頼の証。ランナー大歓迎のお店です

19

18

限定
クーポン

限定
クーポン

島田駅より徒歩 5 分の「鉄板串焼き ajito アジト」カウ
ンター越しの鉄板で焼く串焼きは、新鮮なお肉や魚介
類で店 1 番のおすすめ。お店オリジナルの創作鉄板料
理はランナーのお腹も満たしてくれるはず。女性に人
気のサラダ類や野菜を巻いた串焼き・小腹がすいたお
客様に麺飯物類とおいしいお酒でお待ちしております。

鉄板串焼き

a j i t o

・串 2本盛 ￥280（税抜）～
ビール・焼酎・ワイン各種
パーティーメニューあり　４名～　

■住所：島田市本通り 3丁目 3-7
■電話：0547-35-0588
■営業時間 29日17:30 ～ 22:30 
　　　　　 30日17:30 ～ 22:30

お一人様歓迎 ! ! お気軽におこしください。

カフェ

ホッと c a f e

■住所：島田市中央町４-12
■電話：0547-37-0056
■営業時間 通常9:00～18:00

30日11:00～18:00

珈琲1.5倍サービス or
デザートプレゼント

スタート地点が変わりましたが、営業します。
今年も会いに来てくださいね！

20
限定
クーポン

焼肉處

十々

■住所：島田市栄町1-1
■電話：0547-39-5380
■営業時間 17：00～22：00
　　　　 30日は15:00開店

ドリンク 3 0％引き
（何杯でもOKです！）

走る前でも走った後でも
焼肉を食べてスタミナUP!!

最近では珍しくサイフォンで珈琲を淹れる地元の人気店。
スペシャリティー珈琲やこだわりの手作りランチ、ドリンク、
デザートを提供しています。自宅や職場以外の第3の居場所
として、また、婚活の場としても、人が集まってきます。
「毎年来てくれるランナーもいるから」と今年も笑顔でお店
を開けています。

店主こだわりの黒毛和牛を中心に、新鮮なお肉や希少部位
などご用意しております。丁寧に手切りで薄切りした塩タン
は、多くのお客様が注文してくださる人気商品です。
走る前日のスタミナUPにも、走った後の栄養補給でも、
焼肉を食べて体力をつけてみてはいかがでしょうか？

モーニングセット４種類　¥605～
ホッとcafeブレンド ¥500
手作りランチ定食 ¥990～
ティータイムセット ¥770

生ビール・酎ハイ・赤ワイン・白ワイン・
ソフトドリンク どれか一杯無料！

生ビール（中） ￥550　　
各種ハイボール ￥500
塩タン ￥1,400
カルビ ￥950

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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22
限定
クーポン

居酒屋

腕自慢の女将さんが手作り料理でおもてなしをします。

お急ぎのお客様にオススメの料理や、季節の料理、定番

の料理など。お酒に合う料理も盛りだくさん。老舗居

酒屋での常連さんと触れ合いも◎ランナー・関係者の

前夜祭も大歓迎です！カラオケもできます。

絵美

■住所：島田市本通り 3-4-4
■電話：0547-36-9119
■営業時間  29日17:30 ～24:00
　　　　　  30日16:00 ～ 24:00

最初の一杯・焼酎　サービス

老舗の居酒屋は大人ランナーも納得◎

21
限定
クーポン

居酒屋

てんみ島田店

■住所：島田市日之出町1-12
■電話：0547-39-7030
■営業時間  29日 17:00～26:00
　　　　　  30日 15:00～24:00

ドリンク1杯無料

良い料理を良い酒で！

毎日仕入れる鮮度抜群の食材を、丁寧に調理して提供。

おすすめメニューには旬の食材を使用したこだわりの逸品を

ご用意してお待ちしています。

料理を引き立てるお酒を豊富にご用意
しております。
飲み比べを楽しみながら、お酒をご堪能
下さい。

自家製肉しゅうまい ￥500・豆腐ステーキ 
￥400・イカ焼き・やきとり・鶏のから
揚げもつ煮込み・モロキュー・焼きそば・
れんこんソテーなどなど  予約歓迎です

このマークの
あるお店で
使えるよ !

乾杯タウンでも

「しまだおもてなし券」

使えます!!

23
限定
クーポン

居酒屋

喰い呑み家  ガジュマル

■住所：島田市栄町1-10
■電話：0547-36-4193
■営業時間  29 日 17:30～22:00
     　　  30 日 15:00～21:30

ランナー限定
お通し（軽いつまみ）一品無料　

地場産品応援の気軽なお店

出来る限り旬の地場産品を使用し、一品一品、丁寧に調理してい
ます。お腹の空いた方には自慢の釜めしをおすすめしています。見
事完走したランナーの方々、残念ながら途中で断念されたランナー
の方々、皆さんをお待ちしています。また来年のしまだ大井川マラ
ソンへのチャレンジを応援します。

生ビール ￥550　　サワー類 ￥450
豚もつ煮 ￥600　　刺身類 ￥650 ～
釜めし各種 ￥850 ～

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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26
限定
クーポン

経験豊富な店主によるかに料理は、特製カニ甲羅焼き
や、かにしゅうまい等シンプルにして極上な素材あり
きの献立。店主が釣った魚が登場することも。刺身、
焼き魚、天ぷら等、その他ちょい飲み単品メニューも
豊富です。お気軽にご来店ください。

日本料理

かに柳

当店特製かにしゅうまい2人前 (10ヶ
入 ) 通常 ¥1,300 のところ 29 日・30
日、2日間 ¥1,200 にて店頭販売致し
ます。おみやげに最適です。

■住所：島田市柳町 9-1
■電話：0547-35-0647
■営業時間 29日 17:00 ～ 22:00
　　　　　 30日 15 :00 ～ 22 :00

静岡お茶割りかウーロン茶1杯サービス！！

生粋島田人の釣り好きな店主が
お待ちしています。

27
限定
クーポン

雑貨・文具

オカダ

こだわりの文房具をはじめ、セレクトした雑貨をそろえ
ています。ここでしか買えないオリジナルの文具もおす
すめです！ぜひお立寄り下さい。

島田ならではのオリジナル商品を
お土産にいかがですか？

■住所：島田市本通 3丁目 5-7
■電話：0547-36-2626 
■営業時間 29日 9：00 ～ 19：00 
　　　　　 30日10：00 ～ 19：00

お買上げ合計金額より 10％ OFF

セレクトした文具・雑貨が並びます

24
限定
クーポン

「使われなくなった古い建物を再生し、人が集まる場に」
とお店を開いている居酒屋ばく。新鮮なお刺身におばあ
ちゃんの手作りお惣菜が人気で、地元からも愛されてい
る。店内に入れば、みんな友達！美味しいおふくろの味
と楽しいひとときで１日の疲れを癒せるオススメのお店
です。

居酒屋

ばく

・お刺身¥700 ～煮物・サラダ¥300 ～
前夜祭も大歓迎 !! リーズナブルに一杯
やっていってください !!

■住所：島田市柳町 6-8
■電話：0547-37-8891
■営業時間 17:00 ～ 22:30 

ソフトドリンク一杯サービス！！

安心して、飲んで、食べれて、楽しめる。
ほっこり心暖まるお店です。

25
限定
クーポン

居酒屋

くいもの屋わん 島田駅前店

■住所：静岡県島田市日之出町1-10
■電話：0547-34-8877
■営業時間  29 日 17:00～25:00
     　　  30 日 15:00～25:00

ランナー限定!!
ファーストドリンク一杯無料

個室でゆったり出来る店

「くいもの屋わん」のコンセプトである“100年前の古民家”をイメー
ジした店内。
和情緒のある落ち着いた雰囲気は、私たちのお客様へ対するおも
てなしの心と、たくさんの職人達の手によって作られます。
「日常の中の美」を大切にし、ゆっくりとおくつろぎください。

お刺身盛り合わせ　串焼き　創作料理　　
お酒多数

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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30 31

29

限定
クーポン

限定
クーポン

限定
クーポン

和菓子

和・洋菓子

龍月堂

中村菓子舗

■住所：島田市本通り 6丁目 7847
■電話：0547-37-3297
■営業時間 8:00 ～ 18:30

■住所：島田市本通り 7丁目 7739
■電話：0547-37-5658
■営業時間 8:00 ～ 19:00

店舗限定サービス（出店はおもてなし券のみ対応）
島田名物「小饅頭」（2ケ入）プレゼント

島田の銘菓をお土産にいかがですか？
・唐変木（カリント饅頭）¥120
・小饅頭 10 ヶ入 ¥500
・味噌饅頭 10 ヶ入 ¥800

生キャラメル入りの「生どら焼き」
生クリームとこし餡をわらび餅包んだ
「生クリームわらび餅」が人気です。
島田名物の「酒小饅頭」も販売しています。

｢豚骨ポモドーロ｣ ｢餃子｣ ｢島田ちゃ
んぽん｣ ｢ネギ味噌ラーメン｣ など
予算 ¥800 ～

お買い上げ金額から 5％ OFF ！ソフトドリンク 1 杯サービス

豊富な品揃えが自慢の島田の老舗。
島田の銘菓たちをお土産にどうぞ

四季折々の手作りお菓子のお店です。
島田帯祭りにちなんだお菓子も販売しています。

ぜひ食べて頂きたい ｢豚骨ポモドーロ｣ ！！ポモドーロ
とはイタリア語でトマトの意味。豚骨ベースに、トマ
ト、玉ねぎ、バター、温玉がトッピングされていて、ク
リーミーでイタリアン♪それでもラーメンらしい味わいも
あり、個性的。マラソンで疲れた身体を元気にする一杯
です。

おかげさんの

祭りばやし

■住所：島田市中河町 8955-1 
■電話：0547-36-0360 ■営業時間
29日　11:30～14:00　17:00 ～ 20:00
30日　11:30 ～ 20:00

クリーミー♪「豚骨ポモドーロ」
クセになる味 !!

明治39年創業、地元島田に根ざした和洋菓子店。島田名物

小饅頭、創業当時からある味噌饅頭、人気の生クリーム大福、

他にも地酒を使った大吟醸や島田の逸品・お茶のダクワーズ、

生ケーキ、プリン、季節の和菓子などございます。

ぜひお越し下さい。

原材料の安心安全・手作りにこだわったお店「中村菓子

舗」。お客さんに喜んでもらえるお菓子をモットーに、素材に

こだわったお菓子を販売しています。

是非一度ご来店くださいませ。

28
限定
クーポン

寿司割烹

魚中

■住所：島田市中央町24-17
■電話：0547-37-6262
■営業時間  11:30 ～ 14:00（LO13:30）
　　　　 17:00 ～ 20:30（LO20:00）

まぐろ２貫サービス

鮮魚店直営　
農林水産大臣賞受賞の寿司割烹

地元の漁港で水揚げされる旬の魚介類を毎日仕入れるため、新
鮮さはもちろん、リーズナブルなお値段で上等なネタが味わえます。
また、寿司や魚料理のみならず、魚の特性を生かした調理方法で
焼き物・揚げ物・蒸し物・鍋料理などに仕上げます。2010年農林
水産大臣賞を受賞した鮮魚店直営寿司店の新鮮のネタと豊富な
品揃えをご堪能ください。

おきまり握り、ちらし寿司
　　　　　　　￥1,100 ～￥3,850

各種単品料理・コース料理もあります

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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32 33
限定
クーポン

限定
クーポン

本格フレンチをベースにした、和仏蘭西料理が人気の
ル・シャン。ランナーはもちろん、応援で同行している
パートナーさんも満足できるはず。お気軽にお越しくだ
さい。島田駅より　徒歩７分

和仏蘭西料理

ご予約歓迎です。
ランチ予算 ￥1,320～
ディナーコース ￥4,180
lechantコース  ￥6,050

■住所：島田市柳町９-12
■電話：0547 ｰ 33 ｰ 0103
■営業時間 ランチ 11:00～14:00
　　　　　 ディナー 17:00～21:00

大衆料理・呑み処

ふじ膳 Le Chant ル シャン

ランナーのみなさん、島田にようこそ。
マラソン大会、楽しく盛り上がりま
しょう♪ご予約歓迎！
お早めにお願いします。

■住所：島田市栄町 2-4
■電話：0547-37-3990
■営業時間   29日 17:00～24:00
　　　　　　30日 15:00～24:00

ソフトドリンク 1 杯サービスドリンク 1 杯サービス

しまだ大井川マラソン ランナー歓迎
ご当地おつまみ
静岡おでん、黒はんぺん、桜エビかき揚げ

34
限定
クーポン

ごはん屋

ととも

■住所：島田市新町通1-5
■電話：0547-37-2979
■営業時間  11:30～13:30
　　　　　 17:30～19:30

静岡名産　半ぺんフライサービス

お魚屋さんが経営する和食のファミレス

島田駅北口から歩いて1分‼
肝っ玉母さんと娘で切盛りしている創業42年目。

家庭的な居酒屋です。

美味しいお料理と島田の地酒と人気ある日本酒を揃えています。

皆様のお越しをお待ちしております～♥

お魚屋さんが経営する食事処。お魚はもちろん、他にもハン

バーグ、ピザ、カレーなどバラエティーに富んだお食事メニュー

があります。和食ファミレス！「ととも」へご来店ください。

・舟盛りセット（豪華 7点盛り） ￥1,250
・よくばりランチ（お刺身＋かつ丼 他） ￥1,130
・当店オリジナル、大好評！づけ丼　

35
限定
クーポン

ランナー限定！！
スカルプクレンジングマッサージ1回無料

理容

BARBER JUMANNU（バーバー ジュマンヌ）

■住所：島田市大津通9-1
■電話：0547-77-2117
■営業時間  平日    9:00～19:00
　　　　　 土日祝 8:30～19:00

島田の隠れ家 Barber（メンズ特化理容室）

カジュアルスタイルから、がっつりフェード、白髪染め世代の

お客様まで幅広くご来店いただいています。ヘッドスパ、

フェイシャル等、オプションも充実。LINE からもご予約可能

です。「ID番号＠190abppt」で検索ください。インスタグラム

も常時更新しています。

・カット＋顔剃り＋シャンプー ￥2,800
・男のフルコース、カット込み ￥5,000
（ヘッドスパ＋エステシェービング）

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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36
限定
クーポン

食彩美酒

リーズナブルなお値段で本格的な日本料理が召し上がれ
ます。月替わりでメニューが変わるので、季節の変化を
感じながら、目で楽しみ味わえるお料理が自慢です。お
友達同士の気軽なランチから大切な日のお食事会やご宴
会まで、皆様のお越しをお待ちしています。
ご予約はお電話で。

侘助（わびすけ）

お造り盛合せ　￥2,000
静岡和牛サーロインステーキ　￥1,200
串揚げ各種　￥150
コース料理　¥2,500 ～

乾杯ドリンク一杯無料 !!

「お疲れ様でした」走った後は
美味しいお料理とお酒で上質なひとときを。

■住所：島田市本通1丁目1-10 宮の小径
■電話：0547-37-1234
■営業時間
　ランチ   11:00～14:00（LO 13:00）
　ディナー 17:00～21:30（LO 20:30）

37
限定
クーポン ランナー・ランチ ￥670

リラクゼーション施設

島田蓬莱の湯

走った後は蓬莱の水風呂がおすすめ！
一緒に大好評のサウナもご堪能ください。

■住所：島田市旭 2-1-30
■電話：0547-34-4126  
■営業時間  9:00～24:00
　　　  （最終受付 23:00）　　

マラソンの後の入浴で筋肉の疲労物質を流しませんか？温か
いお風呂と水風呂は神経の興奮をおさえ、過度の筋肉痛やむ
くみを和らげる効果があるそうです。疲れた体を温冷交代浴で
癒してください。今、好評の「蓬莱の湯のサウナ」もこの機会に
ぜひ☆
入浴料：一般大人 890円 / 会員大人 790円 / お子様 370円

マラソン後の疲労回復におすすめ！
鶏と野菜の天ざるそばはいかが？

県道381号（旧国道1号）
島田駅～六合駅間

御仮屋西

旭一丁目

JA大井川

ミスターぶんぐ
本通り

東海道
本線 蓬莱の湯

37

「おもてなし券」使ってね !2022年 10月 29 日・30日
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