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赤から南口店 http://www.miduhono.co.jp

アクアフィオーレ https://www.facebook.com/takao.kajiyama.5
皆様のお力で平塚の飲食店に協力を宜しくお願い致します。コロナウィルスを早く終息さ
せて美味しい料理を皆さんで食べましょう！！

アッシュ×エム http://b-h-m.com/ このコロナ禍災が一日も早く終息し、皆様とお笑顔で再会できる事を願っております。

居酒や　うえちゃん www.izakayauechan.com
この度は、ご支援して頂きまして、誠にありがとうございます。頂いたお気持ちを一生涯
忘れること無く、ずっと大切にして参ります。今後も皆様方に必要とされるお店を目指し、
日々精進し続けますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

居酒屋つぼね https://localplace.jp/t100453246/

居酒屋つぼねは、昨年の2019年5月にオープンしました。大好きなまち、地元の平塚で、
自分の店をもつのが長年の夢でした。その想いは、「平塚の街を盛り上げたい」「日本の
食文化である和食を、平塚の皆に親しんでもらいたい」というところにありました。間もな
く一周年をむかえ、居酒屋つぼねはこれからだという時に、倒れてられませんし、倒れる
気などさらさらないとう強い気持ちでコロナウィルスによるこの苦境と真向から戦っており
ます。是非とも平塚の飲食店を、そして居酒屋つぼねを応援していただきたく、お願い申
し上げます。

海鮮和食家　いしけん http://www.ishiken-fs.jp 終息後は、もっと平塚の良さをアピールしたいと思います。みんなでガンバロー

磯っぺ
新型コロナウイルスでっ休業・時短営業で売上が激減しています。どうか飲食店の事業
主を援助していいただければとおもいます。ご来店時には、おいしい料理と幸せを届け
たいと思います。

壱ふじ 新型コロナウィルスの影響から乗り切る為、ぜひ、御支援下さい。お願いします。

一粋
御支援ありがとうございます。当店はうなぎ・寿司などをはじめ季節の料理をご提供して
おります。ぜひご来店下さい。

ｉｎｓｉｄｅ　ｏｕｔ　ｃａｆｅ https://www.insideoutcafe.jp ご支援ありがとうございます。また笑顔で再会いたしましょう。

旨味処　章屋
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うまみＢＡＲ　然 http://zen-hiratsuka.com/
御支援ありがとうございます。九州＆宮古島郷土料理を用意して笑顔で会えるのを楽し
みにしています。

ＬＤＫ　Ｒａｒｆ https://ldkrarf.jimdofree.com/
ご支援、本当にありがとうございます。またご支援だけでなく、応援メッセージやSNS上で
のシェアなどのご支援を頂いた方々にもお礼を申し上げます。このプロジェクトが私たち
の勇気になります。新型コロナウイルスの1日も早い終息をお祈りしております。

近江牛焼肉　幸乃羽 http://konoha.fe-f.co.jp
皆様ご支援頂き、誠に有難うございます。平塚市明石町焼肉幸乃羽です。平塚市を一
緒に盛り上げていくべく協力していきたいと思います。また笑顔で飲食を楽しめる時季が
早く来ますように…

お好み焼き・もんじゃ焼き　くるり http://www.scn-net.ne.jp/~kururi/ 穏やかな日常が戻り、皆さまとお会いできる日を、楽しみにしています。

小樽酒場あずまし亭 御支援ありがとうございます。美味しいの笑顔で恩返しさせて下さい。

海鮮ダイニング　月のうさぎ平塚店 https://www.hotpepper.jp/strJ000703957/

この度はご支援して下さる皆様、誠にありがとうございます。なんとかこの苦難を皆様の
お力添えで乗り切って行けるよう頑張って行きたいと思います。皆様もお体にお気を付
けください。また皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしております。

ＫＡＴＳＵ 負けない、めげない、もうひと踏ん張り！がんばって店を守っていきます。

勝牛本店 http://www.miduhono.co.jp

割烹　竹万 http://takeman.co.jp

カフェ　ド　クレール https://cafedeclair.owst.jp/
ご支援ありがとうございます。どんな状況でも精一杯頑張ります。いつも笑顔でお待ちし
ております。

カフェ・ブラウンシュガー梅屋店
応援ありがとうございます！いつか終息した時、皆様の憩いの場であり続けられるよう
守り抜きます。
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Ｃａｆｅ　Ｒｅｍｙ http://caferemy.jp
応援ありがとうございます。当店は点内わんこOKのカフェレストランです。わんこ連れの
方もわんこ連れでない方もお気軽にいらしてください。バリスタの淹れるカプチーノはわ
んこのラテアート付きです！

釜揚げうどん専門店　もと https://udonhamoto.owst.jp/

日頃よりもとをご愛顧いただきありがとうございます！コロナ収束後、応援してくださる皆
様には、たくさんの愛をもって還元させていただきたいと思っています。みなさんと笑顔
で美味しくて楽しい食事の時間を共有できる日を願って、ご支援頂けますと力になりま
す。どうかよろしくお願い致します。

カラオケ＆バー　ハチハチ

初めまして。平塚市明石町でカラオケバーを営んでいる星井です。４月上旬から営業を
自粛しております。地域の「憩いの場」として多くの方々に支えられてきたハチハチ。コロ
ナに負けず、収束した際には又、沢山のお客様に素敵な時間を届けられたらと思ってお
ります。応援の程、よろしくお願い致します。

季節料理　おけい

ｋｉｔｃｈｅｎ伊志川 https://www.29taihei.co.jp

肉問屋「肉の石川」直営のイタリアン。全国各地の上質な銘柄和牛や群馬の豚「山峰」を
ご用意しての独創的な料理の数々。華やかでスタイリッシュなレストランには、オープン
キッチン・ドッグインテラスなど様々なシーンでのご利用をお楽しみいただけます。ゆっく
りと流れる大切なお時間をkitchen伊志川でおくつろぎください。

串家族 http://www.miduhono.co.jp

ケムリカレー http://www.ameblo.jp/kemuri-curry
無化調のスープカレーとオリジナルスパイス料理のお店ケムリカレーです。2010年から
移動販売を始め、2018年紅谷町にて路面店をオープンしました。よろしくお願いします。

豪家 田村店 http://www.miduhono.co.jp

ＧＯＬＤ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ http://gold-steak-house.com
ご支援ありがとうございます。必ずこの時期を乗り越え、皆様にご満足いただけるお食
事をご提供できるように尽力していきます。

平塚ホルモンセンター　小太郎 終息したら、また楽しい平塚が待ってますよ！
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コメダ珈琲上平塚店 http://www.miduhono.co.jp

コメダ珈琲平塚駅南口店 http://www.miduhono.co.jp

酒場　たきち https://www.hotpepper.jp/strJ001245015/ 笑顔でお逢い出来る日を楽しみにしております。お身体に気をつけご自愛下さいませ。

サンガーデン https://www.sunlife-garden.com/restaurant/index.html

スコットランドから移築した歴史ある教会の、2階にあるカジュアルなレストランです。イタ
リアンをベースに、湘南の食材を織り交ぜ、オープンキッチンから熱々のお料理を提供さ
せて頂くバイキングレストランです。本格石窯で焼くオリジナル湘南ピザも大人気で、食
後もデザートをお召し上がり頂きながら、ゆっくりをお話しい頂けます。是非、よろしくお
願い致します。

下町バル　縁
旭区にある「下町バル 縁」です。ボリューム満点のハンバーガーおすすめです。テイクア
ウトもやっております。

旬菜屋　ＮｏＢｕ

湘南朝どれ刺身×魚の串焼きたまりば https://tamariba-hiratuka.owst.jp
相模湾の朝どれ地魚と魚の串焼きが自慢の居酒屋です。特に魚の串焼きは平塚唯
一！！お刺身も新鮮な物をとりそろえております。応援よろしくお願いします。

商売繁盛　紅谷町パラダイス 
紅谷町の灯を絶やさない。そんな想いでこの屋号を付けました。時短営業ですが
pm14:00～20:00まで営業しています。焼き鳥は、お弁当はテイクアウト出来ますので是
非ご利用下さい。

水火平塚駅南口店 http://www.miduhono.co.jp

Ｓｔｅａｋ１３４
温かいプロジェクトを考えて下さりありがとうございます。何処も苦しい状況にあると思い
ますが皆様のお力を借りて頑張っていきますので宜しくお願いします。

Ｓｐｏｒｔｓ Ｂａｒ 湘南ネクシススタジアム https://shonannexisstadium.owst.jp
Jリーグもプロ野球もなく、つらい日々が続きますが、またみんなで盛り上がってスポーツ
やお酒を楽しめる日が来るのを信じてがんばりましょう！！

７０’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ
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Ｓｅｒｅｎｄｉｐ Ｃａｆｅ 美味しいお食事を召し上がって頂きたいのでお支援よろしくお願い致します。

相州長屋　湘南平塚店 www.s-nagaya.com
新型コロナウイルス！頑張って乗りこえましょう！！皆様に美味しいものを提供できるよ
うにがんばります！

ダイニング カプリス https://www.hiratsuka-caprice2014.com/ ご支援ありがとうございます。みんなでコロナに打ち勝ちましょう！！

ダイニングバー ファニーサンセット 全国、全世界の人々が苦しい、大変な状況なのに、支援ありがとうございます。

たく丸
旭地区でやきとんをメインにしているたく丸です。来ていただけるお客様に美味しいと
言っていただけるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。

タバーン　タータン https://taverntartang.favy.jp

この度は飲食店サポートプロジェクト「ひらサポ」へのご支援まことに有難うございます。
洋風家庭料理の当店は「お客様すべてに笑顔を」をモットーに、お食事をご提供させて
いただいております。扱っておりますのは店内で召し上がっていただく通常メニューと、
たくさんのお客様をいただいているオードブル盛り合わせ、洋風懐石弁当など、幅広く商
品を取り揃えております。これを機会に当店をご利用いただけましたら幸いです。

珠じゅう 創業44年大阪おこのみ焼の店です。皆様のご協力お願い申し上げます。

タントベルデ平塚店 www.tantoverde.jp ご協力をお願いします。

だんらん豊田店 http://www.miduhono.co.jp

司亭 https://www.sunlife-garden.com/restaurant/index.html

地産地消にこだわり、四季折々の旬の味をご提供させて頂くホテルの中にある日本料
理店です。リーズナブル価格でのランチタイムは、豊富なメニューから地域のお客様で
賑わう人気店です。どうぞ宜しくお願い致します。

手羽先酒屋　安喜 http://aki.fe-f.co.jp
皆様ご支援頂き誠に有難うございます。平塚市錦町手羽先酒屋安喜です。皆様と一緒
に盛り上げ、これからもがんばります。

七海 お世話になります。これからもヨロシクお願い致します。ガンバります！！
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肉汁餃子のもりや

肉バルＭＡＲＣＯ https://nikubarumaruko.owst.jp
平塚市の南口で"肉バル"っていうのをやらせてもらってます。知らない方も知っている
方も、どうぞ宜しくお願い致します。

ＮＥＷＲＯＳＥ
まだ創業１年ですがこの先も末永く、この地で食べて頂いた方が小さなハッピーを感じて
いただけるようなカレーを作り続けていきたいです！！是非、ご支援くださいますようお
願い申し上げます。

ぱいかじターチ
平塚で17年営業させて頂いています。沖縄居酒屋です。これからもがんばりますので、
よろしくお願い致します。

花水ラオシャン本店

パブ　サーティ

ビストロ・ルフュージュ http://bistro-refuge.com

平塚市西八幡の住宅街で一軒家レストランをやっています。お客様からはキッシュが特
に好評を頂いておりますので、是非アツアツのキッシュをお召し上がって下さい。ランチ
ボックスやオードブルを盛り込んだテイクアウトも提供しております。宜しくお願い致しま
す。

百番
当店は今年で75周年を迎えます。また2月には全国表彰されました(日本専門店会連盟
理事長賞)。大変な時期です。皆様のご支援をお待ち申し上げます。

ひらたつ食堂 平塚のはじっこの大島で細々とやってます！

平塚甲羅本店 http://www.miduhono.co.jp

平塚　どんどん http://www.izakaya-dondon.com/
私たちが提供したいと考えているのは明日に繋がる和みの場です。老若男女、多様な
お客様に喜んでいただけるお店を目指していきます。「どんどん Vol.2」にご期待と変わら
ぬご支援をお願いいたします。

ブラジリアンフード　リガール http://brazilianfoodsligar.favy.jp 困難な状況が続きますが、ともに乗り切り終息を願いましょう。

フランス料理　マリー・ルイーズ www.m-louise.com

https://nikubarumaruko.owst.jp/
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ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥＳ ＣＡＦＥ
すべての方達が大変な毎日をお過ごしだと思います。その中でも特に被害の多い業種
の1つの飲食業を皆様からの暖かいご支援で支えて頂けますと幸いです。どうか宜しく
お願いいたします。

紅谷恵比寿
飲食店は、大変にきびしい経営状態です。この状態を乗り切るため、皆様の応援が必要
です。どうか、助けていただきたいと思います。ご来店の際は幸せを提供したいです。

ホルモン家　十八本店 https://s.ekiten.jp/shop_29436126/

昨年の3月にオープンした、旭地区で個人で営んでいるホルモン家です。コロナの影響
により、お客様・従業員の安全を考慮し、現在は、店内営業の休止中。テイクアウト・宅
配で頑張っておりますが、売上が約半分になってしまい、非常に厳しい状況でご支援頂
ければ、非常に助かります。よろしくお願いいたします。

真鶴
現状が落ち着き、楽しいお食事が出来る日を！！スタッフ一同心よりお待ち申し上げて
おります。

そば処　丸はし

平塚に店を構えて４４年。そば処丸はしです。このプロジェクトにより愛する街「平塚」の
活性化に少しでも繋がってほしいとの思いで参加しました。お店でのお食事はもちろん、
そば・丼物などテイクアウトもできます。免疫力を高める食事としておそばはおすすめで
す。お食事は年越しの12/31まで利用できますのでこの機会に是非！平塚の飲食店に
明るい未来を。応援よろしくお願い致します。

みづほ野　農協ビル店 http://www.miduhono.co.jp

みづほ野東八幡店 http://www.miduhono.co.jp

みづほ野　本店 http://www.miduhono.co.jp

焼肉旭 お持ち帰りなどもしてるのでよろしくお願いします。

Ｙａｔｅ　Ｙａｔｅ　Ｃａｆｅ
皆様の温かいお言葉で日々、頑張って行けています。早く終息して、又、皆様の笑顔に
お目にかかれる日を楽しみにしています。
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よりみちカフェ　Ｔｈａｎｋｓ Ｎａｔｕｒｅ　こころ https://www.yorimichi-cafe.com/

こころの食事でより健康に☆地元の契約農家さんから仕入れた新鮮な低農薬、無農薬
野菜や地元平塚でとれた新鮮なお魚中心のプレート料理とお野菜のお出汁のみで作っ
た具沢山お味噌汁で免疫力アップ間違いなし♪こころもお腹も満たされるThanks Nature
こころの食事を、是非この機会にご堪能下さいませ。農林水産省フードロスロゴ取得店。
笑顔の素敵なスタッフがあなたのお越しをこころよりお待ちしております。

らーめん石狩 1会計\1,100に満たない場合は、餃子無料券その他進呈で対応

龍公亭

大山どり　凜 https://www.facebook.com/rin.daisendori/

レストラン大原 http://www.miduhono.co.jp

ｗｏｒｌｄ　ｇｌａｓｓ
皆様この度はご支援ありがとうございます。平塚市明石町ワールドグラスです。平塚市
を盛り上げがんばってまいります！どうぞよろしくお願い致します。

ワイン懐石　安藝 http://konoha.fe-f.co.jp
皆様ご支援ありがとうございます。店舗再開してみなさんと楽しく会話し笑顔でお会い出
きる日を楽しみにしております。

ワイン・タパス＆パエリア　ＳＯＬ ＮＡＣＩＥＮＴＥ https://solnaciente.owst.jp
皆様のご支援でお店を元気に！！その力で更に美味しいスペイン料理をおつくりしま
す！！

和恵美食佐の辰 www.sano-hiratsuka.jp/ 感謝しかありません。ありがとうございます。

和洋ダイニング　幸の羽 http://konoha.fe-f.co.jp
皆様ご支援ありがとうございます。平塚市八重咲町にあります。和洋ダイニング幸の羽
です。これからもがんばっていきます！！皆で平塚を盛り上げていきましょう！！

ワンドリームカフェ 現在は通常営業自しゅく中ですがお弁当の販売しております。ぜひご利用ください。

https://www.yorimichi-cafe.com/
https://www.facebook.com/rin.daisendori/
http://www.miduhono.co.jp/
http://konoha.fe-f.co.jp/
https://solnaciente.owst.jp/
http://www.sano-hiratsuka.jp/
http://konoha.fe-f.co.jp/

