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今日はなに食べる？
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「快眠マイスター」が作成する快眠・快適寝具

良質な寝具は快眠と健康の源
オーダー枕・マットレスに注目

【洋食】
スタートはおしゃれに

良質な寝具は、心地
よい睡眠と健康の源で
す。
「 石川寝具ランド」
が提供するオーダー枕
は、眠りのプロ「快眠
マイスター」が特許取
枕
ミリ単位で枕を調節。中材の 得の計測器を使い、
固さは 5 種類から選択可能
の高さを算出。現在ま
でに約5500 個もの枕を作成した経験と技術で、あ
なたにぴったりの枕を作成、快眠をサポートして
くれます。レギュラーサイズ
（2万円・税別）に加
えて、幅広の
「横向き寝ゆったりサイズ」
（2万6000
円・税別）も選択可能。また、個々の体を計測、体
形や年齢などを考慮し、ストレス負荷のないよう
作成するオーダーマットレスも取り扱っているの
で気軽にご相談を。枕を購
入後10 年間、無料メンテナ
石川寝具ランド
ンスも実施してくれます。

☎054（366）1620
石川寝具ランド

検索

静岡←

午前10時〜午後7時、水曜定休。駐
車場3台。JR清水駅から徒歩約2分

アーケード街

新聞店
セブンイレブン

さつき通り
しずおか
信用金庫

無料

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
☎054
1231
（255）

いつもよりも早起きしやすい夏の朝、おい
しいモーニングセットを食べに出かけません
か。今日の始まりを余裕をもってスタートで
きれば、きっとすてきな一日になりそうです。
（豊泉義子副編集長、井田恵子記者）

モーニング

石川寝具ランド
http://www.ishikawa-sleep.com/

発行

2面に続く

イギリス風の優雅な朝を

木の温もりを感じるカフェ

優 雅 な 朝 を！ フ レ
ンチの名店「ジュードポ
ム」が、朝だけ提供して
いるのが静岡では珍し
い本格的なイギリス風
朝食です。ワンプレート
に盛られた料理、パン、
ジャムなどすべて手作
りで、上質な素材のみを
使用。ランチ、ディナー
も期待できそうです。

木の温もりと落ち着い
た空間が広がる「cafe
basso（カフェバッソ）
」
。
モーニングは自家製グラ
ノーラヨーグルトセット
をはじめ、ホットドッグ
セット、ホットケーキセッ
ト、トー ストセット
（各
600 円）が選べます。そ
の日の気分でチョイスし
てみて！

ジュードポム
静岡市葵区鷹匠2-10-7、パサ
ージュ鷹匠1階
☎054（255）
1260
ランチ、ディナー（予約制）あり
http://takajojdp.ie-yasu.com/

カフェバッソ
静岡市駿河区下川原6-26-15
☎054（260）5155
http://www.casa-shizuoka.
com/cafebasso/index.html
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ビスタホテル

JR清水駅

モーニングタイム
午前8時〜 10時
（月曜定休）

イングリッシュブレックファースト（1400円）／オレンジ生
絞り、
コーヒーまたは紅茶、プレート（大豆の煮込み、ベーコン
エッグ、ソーセージソティ、トマトソティ、きのこソティ、自家
製パン）、ジャム

モーニングタイム
午前9時〜 11時
（第1・3・5
水曜定休、
ほか不定休）

自家製グラノーラヨーグルトセット
（600円）
。ほんの
りシナモンが香る爽やかな口当たりで、オーツ麦、ド
ライフルーツ、くるみなどのナッツ類はオリジナルレ
シピで手作りしている

【麺】
朝からつるつる〜

藤枝名物
「朝ラー」
温＆冷！

営業時間
午前6時〜午後1時
（水曜定休）

朝そばタイムを楽しんで！

藤枝名物
「朝ラーメン
（朝ラー）
」が午前 6 時か
ら楽しめる森下そば店。
するすると食べられる、
昔ながらのあっさりとし
た王道の
「志太系ラーメ
ン」です。珍しい冷やし
の
「塩ラーメン」
はすっき
りとした味わい。これな
ら朝からラーメン、いけ
ちゃいます！

荒 目のそば 粉 を 使 い
ながら、のど越しの良さ
を大切にしている「案山
棒」
。そばの産地にこだ
わり、上質なだしを使っ
たつゆにも力を入れてい
るそうです。
「手作りの
コケ庭に朝日が差すのを
楽しみながら、だしのき
いたそばを食べてくださ
い」と店主。

森下そば店
藤枝市茶町4-19-1
☎090（3258）2498
◇バター、チャーシュー、キ
ムチなどトッピング50円〜

そば屋 案山棒（あんさんぼう）
焼津市大住99
☎054（627）
7222
昼、夜（予約制）
営業あり
◇イベント、展示会など随時
開催

「温」
しょうゆ並・550円、
「冷」塩並・550円。熱いラーメン（温）
と冷たいラーメン（冷）をセットで食べるのが一般的で、「冷」
はワサビ、紅ショウガが付くのが特徴

朝そばタイム
午前7時〜 9時
（月・火曜定休）

そばせいろ（手前・500円）
、そばの実ぞうすい（後・500円＋
100円で卵とじ）。かけの温・冷もあり
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【和食】お米で元気な朝を

昭和レトロな洋食屋さん
1973（ 昭 和 48）年 創 業 の
洋食屋
「ボンヌール」。朝がゆ
セットは夏の疲れた胃に優し
いさけとうめのおかゆに、だ
しがしっかり出ているみそ
汁、 甘 い 味 付 け の 卵 焼 き な
ど、懐かしさを感じられそう。
モーニングタイムはおにぎり
セ ッ ト（750 円 ）
、トースト
セット
（550 円）
も。

モーニングタイム
午前 8 時〜 11 時
（第 2・3 水曜定休）

朝がゆセット
（750 円）／おかゆ、みそ汁、卵焼き、
お新香、サラダ、ドリンク付き

ボンヌール
静岡市清水区真砂町 4-11
☎ 054（365）9205
◇営業時間／午前 8 時〜午後 6 時

昔ながらのおにぎり屋さん
1963
（ 昭 和 38）年 創 業 の
おにぎりとおでんの店
「おに
ぎりのまるしま」は、朝 6 時
30 分から営業しているので、
出勤前に食べに来る人も多い
とか。単品で「おでん」
「野菜
の天ぷら」
「いなり寿し」など
があります。なくなり次第終
了なので、お早めに。

おにぎりのまるしま
静岡市駿河区南町 7-15
☎ 054（281）4900
◇おでん 1 品 60 円、天ぷら 1 品 80 円、
赤飯 110 円など

営業時間
おにぎりセット
（320 円）／おにぎり 2 個、みそ汁、
午前 6 時 30 分〜
お新香付き。おにぎりは
「とり、うめ、おかか、さけ、
午後 3 時（日祝日定休） こんぶ」
から選べる（写真はおでん 2 品を追加）

