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次回発行は7月26日です

もちもちのタピオカを
フローズンスムージーで
楽しめるのは、
静岡で同店だけとか！

大人気の
チョコミントとタピオカ
がコラボした
最強メニュー！
リピーター続出中

発行

無料
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雲水（UNSUI）松坂屋静岡店
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Rainbow Crepe

黒糖タピオカ抹茶ミルクスムージー
（650 円）
こだわりの茶葉に合わせた抽出方法で
作るドリンクが魅力のお店。定番の「黒糖
タピオカミルクティー」
（470 円）はもちろ
ん、夏にぴったりの
「黒糖タピオカ抹茶ミ
ルクスムージー」にも注目です。初めての
タピ活にもぴったり♪

タピオカチョコミントミルク
＋ホイップトッピング
（500円）
進化系タピオカが人気の同店。本場・
台湾産のもっちもちのタピオカにこだ
わり、ミルクティーなどの定番メニュー
（380 円）をはじめ、
「マスカルポーネティ
ラミスラテ」
「バナナミルクチョコ」
「チャ
イ」などの新メニューが続々登場！

静岡市葵区御幸町 10-2、松坂屋静岡店地階
10:00 〜 20:00、無休（元日を除く）
☎ 054
（205）
2026

焼津市中里 542-1、SATIVA 内
11：00 〜 19：00、夏季無休
☎ 054（295）6666

タピってる？

♪

みんな大好き
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茶 BAR は今年で 10 周年。
お茶に合う食感を追求した、
もちもちの国産生タピオカ
を堪能できます♪

タピオカは国産無添加。
三温糖シロップの
やさしい甘さが、
ドリンクにぴったり！

comma TOGO 静岡パルコ店
焦がし黒糖ラテ
（702 円）

上智大学への特別推薦枠最大・毎年30名
「贅沢果実の生いちご
みるく」にタピオカ
（ダブ
ル ）を ト ッ ピ ン グ し た、
最新メニュー
「タピオカ
いちごみるく」

静岡サレジオ オープンスクール

7月20日(土)
15:00〜 幼稚園 夏祭り

静岡市葵区紺屋町 6-7、静岡パルコ地階
10：00 〜 20：00、
不定休（静岡パルコに準じる）
☎ 054
（903）
8607

7月28日(日)
10:00〜 小学校 オープンスクール
13:30〜 中学校 授業体験会

8月3日(土)

Tapista 静岡店

13:00〜 高校 オープンスクール
詳しくはHPへ

http://www.ssalesio.ac.jp/

個別相談会開催中 学童保育支援員募集

〒424-8624
静岡市清水区中之郷3-2-1

県内全学区より通学可。
●JR草薙駅北口から徒歩3分
●静鉄草薙駅から徒歩6分

こだわりの茶葉と調理後 3 時間以内
のタピオカがポイント！ 表面がパリパ
リの「焦がし黒糖ラテ」は、ビターな甘さ
とタピオカのもちもち食感を堪能でき
ます。甘さが選べる
「大人のタピオカミ
ルクティーシリーズ」もおすすめです。

茶 BAR 静岡マルイ店
フルーツローズヒップ茶
（390 円）
全商品の甘さやトッピングをカスタマイズで
きるお店。定番の「ほうじ茶ラテ」
（370 円）や、
ノンカフェインのドリンクでもタピれます。8
月 12 日（月・祝）まで、季節限定「ピーチ蜜烏龍
茶ラテ」
（420 円）
など桃のドリンクも登場！

2面に続く

静岡市葵区御幸町 6-10、静岡マルイ 1 階
10：00 〜 21：00、不定休
（静岡マルイに準じる）
☎ 054（292）6839

「贅沢果実の生いちごみるく」
＋タピオカ
（ダブル）
トッピング
（776 円）
東京都内に続き、
6 月に静岡初出店となったタピ
オカドリンク専門店。厳選された茶葉ともちもちの
タピオカが使われたドリンクは、
「おなか」も「ココ
ロ」も満たしてくれそう。
フレンチダイナーをイメー
ジしたカラフルでかわいらしい店内も魅力♪
静岡市葵区伝馬町 1-3、サンタ・マーサビル１階
10：00 〜 20：00、無休
☎ 054
（291）
6820 http://www.tapista.jp/

Pinkjack Cafe
もちもち食感が魅力の
大粒タピオカは
ほんのり黒糖味で
やさしい甘さ！

ストロベリータピオカミルクフロート（561 円）
ピンクいっぱいのフォトジェニックな空間が印
象 的 な 同 店。アイスクリームもおいしい「 タ ピ オ
カミルクフロート」は、ストロベリーやキャラメ
ル、抹茶など種類が豊富！ ピンクにこだわった
メニューに注目です。

TAIYAKI CAFE

静岡市葵区伝馬町 7-10
11：00 〜 19：00、水曜定休
☎ 054（270）7477

タピオカミルクティー
くまさんボトル付き
（734 円）
かわいいクマの形のボトルでタ
ピオカが楽しめるのは、静岡で同
店だけとか！ 静岡県産の茶葉に
こだわった、やさしい味わいの「タ
ピオカミルクティー」をはじめ、
「タ
ピオカ抹茶ミルク」
「 ストロベリー
タピオカミルク」
にも注目です。
静岡市葵区両替町 2-1-13
11:00 〜 19:00、木曜定休
☎ 054
（260）9229

DELI&CAFE

FERMENT

観光地やサービス
エリアで大人気の
生ソフトクリーム
クレミア とタピオカが
一緒に楽しめます♪

静岡市駿河区南町 5-29
7:00 〜 22:30（土曜、
17:30 〜）
、
日曜定休
☎ 090（9156）
9059
インスタグラム / ferment.cafe

Cream Cafē

藤枝市若王子 1-2-12、
エルシオン若王子 102
11：00 〜 18：00、不定休（HPで確認を）
☎ 054
（374）4568
http://creamcafe.tank.jp/

タピオカドリンク
モーニング、ランチ、バーと 1 日中利用でき
るおしゃれなカフェ。16 種類のドリンクを「タ
ピオカ」
（各 450 円）と クレミア がトッピング
された「クレミアタピオカ」
（ 各 650 円）で楽し
めます。パフェにタピオカのトッピングも OK。
男性も照れずにタピれます。

ミルクティーは
オリジナルブレンドの
台湾紅茶が
使用されています。
大粒タピオカも魅力♪

見てかわいい＆食べておいしい フォトジェ
ニックなスイーツが魅力的な同店。コーヒーや
パスタなどの軽食も楽しめます。タピオカは、
「ミ
ルクティー」「いちごミルク」「抹茶ミルク」
（各
500 円）
の 3 種類。店内にはフォトスポットも♪

◎1面から続く

みんな大好き♪

クレミアタピオカほうじ茶ミルク（650 円）

ピンクのタピオカは
ストロベリー風味！
ハートのチョコレートも
かわいいポイント

タピオカミルクティー
（500 円）

タピってる？

hug coffee
カフェオレに
タピオカをトッピング！
生クリーム＆チョコソース
をプラスした商品は
紺屋町店限定です

タピオレ
（700 円）
静岡市内に 3 店舗（両替町・紺屋町・伝馬町）を
展開するスペシャルティコーヒーが楽しめるコー
ヒーショップ。自家焙煎豆を使用したコーヒーシ
ロップが使われた、コーヒー専門店ならではの、
ちょっと大人なタピオカドリンクを味わって♪
hug coﬀee 紺屋町店 静岡市葵区紺屋町 11-1
7:00 〜 24:00、無休
☎ 054（266）3418
※各店舗の詳細は HP へ https://hugcoﬀee.co/

