
(株)清水屋 藤枝市音羽町2-12-5 穀物等販売

えびせん山喜 藤枝駅前店 藤枝市駅前1-2-1 1F えびせんべい等

えびせん山喜 工場直売所 藤枝市八幡521-8 えびせんべい等

沼津魚がし鮨　藤枝配送センター 藤枝市堀之内1-5-18 お持ち帰り鮨　宅配鮨

東海道写楽　藤枝青島店 藤枝市上青島239-1 持ち帰り寿司店

はの字 焼津市保福島353-1 さつま揚げ販売

尾州真味屋総本舗 藤枝市緑町2-2-21 ジビエ専門店

四季のジャム工房 やまゆスイーツ 藤枝市五十海1-2-3 ジャム・マーマレード製造販売

石窯パン工房 パトン 藤枝店 藤枝市前島3-9-50 パン製造･販売

パンの店 ラパン 藤枝市青木2-27-1 パン製造･販売

ブランジェ甘清堂 藤枝市本町2-4-30 パン製造･販売

(株)グランドボウル　藤枝グランドボウル 藤枝市下当間652 ボウリング場

まぐろの魚二 焼津市八楠4-13-7 焼津さかなセンター内 まぐろ販売

エピスリー芒種 藤枝市駅前3-18-1 ワイン販売

紅家 藤枝市藤枝4-1-9 菓子製造販売

フォンテーヌ府中屋 藤枝市本町3-5-4 菓子製造販売

おきせ金つば本舗 藤枝市藤枝4-2-8 菓子製造販売

かし善 藤枝市藤枝4-2-4 菓子製造販売

シラハタ製菓 藤枝市高柳1595-5 菓子製造販売

おおくにや 藤枝市青木3-1-13 菓子製造販売

メゾン・ド・パティスリー・ヨシノ 藤枝市緑町2-1-24 菓子製造販売

パティスリーミラベル 藤枝市東町2-13 製菓製造・販売

ケーキハウス コルマール 藤枝市藤枝1-5-7 洋菓子製造販売

レ・トゥーヌ ソル 藤枝市大洲4-13-58 洋菓子店

甘栄堂 藤枝市本町2-1-32 菓子製造販売

菓子司 飛騨 藤枝市郡1-7-1 菓子製造販売

低糖質おやつとコーヒーLocco 藤枝市藤枝5-5-23 ｶﾌｪ､ﾃｲｸｱｳﾄ販売

リカー＆ギフト とつか酒店 藤枝市横内73 酒類・一般ギフト販売

酒ゃビック藤枝店 藤枝市志太1-5-31 酒類小売販売

酒ゃビック藤枝青葉町店 藤枝市青葉町4-3-2 酒類小売販売

万都酒店 藤枝市岡出山1-8-25 酒類販売

ワイン&リカーズSONE 藤枝市駅前2-14-23 酒類販売

酒の奥洲屋 藤枝市本町2-6-13 酒類販売

酒のケント 藤枝市南駿河台4-11-23 酒類販売

酒のクマキリ 藤枝市大東町1030 酒類販売

初亀醸造(株) 藤枝市岡部町岡部744 日本酒の販売

藤枝商工会議所会員応援プレミアムチケット 取扱店舗一覧
＜ 令和４年7月7日現在  ２58店舗 ＞

商品券の種類により、使えるお店が異なります。

飲食料品小売店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）
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(株)志太泉酒造 小売部 藤枝市宮原423-22-1 日本酒の販売

大正亭 藤枝市本町2-5-11 精肉販売・レストラン

八百屋 本陣 藤枝市志太3-2-22 青果販売

食彩STATIONランナー 藤枝市茶町4-11-6 惣菜・パン・食品等販売

㈲喜久屋 藤枝市駅前1ｰ6ｰ19 弁当・惣菜販売

秋田屋 藤枝市藤枝4-1-9 惣菜・味噌・乾物等

真茶園 藤枝市茶町1-10-29 茶・スイーツ

ななや 藤枝店 藤枝市内瀬戸141-1 茶・スイーツ

カネカ 柴田園 藤枝市本町1-4-23 茶・スイーツ

㈲まるか村松商店 藤枝市藤枝2-6-26 茶・スイーツ

(株)丸藤一言商店 藤枝市藤枝3-11-10 茶類販売

藤栄製茶(株) 藤枝市茶町1-1-11 茶類販売

カネハチ製茶 藤枝市茶町4-10-9 茶類販売

(株)松田園 藤枝市駅前2-7-26 茶類販売

加藤茶舗 藤枝市青木1-10-18 茶類販売

朝比奈玉露専門店 como 藤枝市岡部町内谷964-36 茶類販売

セブンイレブン藤枝駅前店 藤枝市駅前2-8-1 コンビニエンスストア

カーテン・じゅうたん王国 新藤枝店 藤枝市内瀬戸527-1 カーテン・じゅうたん・インテリア

ＢＩＳ 藤枝店 藤枝市駅前1-3-4 洋服販売

マニア&クラロス 藤枝市駅前1-3-22 衣料品･雑貨販売

学校制服のげんじ 藤枝市田沼4-5-15 衣料品販売

鈴木洋品店 藤枝市駅前1-9-15 衣料品販売

タイカツ堂 藤枝市本町1-5-28 衣料品販売

テーラートミヤ 藤枝店 藤枝市瀬古2-22-2 学生服店

きものの泉屋 ・アラマーリ 藤枝市本町3-6-9 呉服・婦人服販売

きものの長谷川 藤枝市本町2-5-1 呉服等販売

横井呉服店 藤枝市志太3-6-21 呉服等販売

婦人靴 遠州屋 藤枝市本町2-4-24 靴販売

Annyのお気に入り 藤枝店 藤枝市田沼2-20-22 雑貨･コスメ･食品販売

コットンベール 藤枝市青木1-12-14 雑貨・衣類販売

藍の店　うちだとうき 藤枝市本町1-8-12 雑貨等販売

tenshinomise 藤枝市駅前1-3-22 ﾏﾆｱﾋﾞﾙ2F 2A 雑貨販売

睡眠工房 おおいし 藤枝市駅前1-8-10-106 寝具

島屋寝具 藤枝市高洲786-2 寝具・ふとん・ベッド

鈴木ふとん店 藤枝市青木1-3-22 寝具小売

松村ふとん店 藤枝市本町1-4-35 寝具小売

Now たきした 藤枝市本郷73 家電販売店

エディオンいけの(池野電機商会) 藤枝市下薮田722-7 家電販売店

㈲トミオカ 藤枝市藤枝2−3−36 家電販売店

三協電器 藤枝市郡1-5-47 家電販売店

ほんまち薬局 藤枝市藤枝5-6-35 薬局

京屋薬局 藤枝市田沼1-14-1 薬局

堀之内薬局 藤枝市堀之内1726 薬局

医薬・化粧品小売店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

コンビニエンスストア（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

家電販売店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

衣料・身の回り品小売店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）
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赤堀薬局 藤枝市藤枝4-1-2 薬局

コンタクトアカデミー 藤枝市前島1-7-1 コンタクトレンズ

泉屋化粧品店 藤枝市本町2-5-3 化粧品販売

シロヤ本店 藤枝市前島3-5-10 クリーニング

シロヤ プラザ店 藤枝市高柳2438-2 クリーニング

シロヤ ピア店 藤枝市田沼3-5-22 クリーニング

シロヤ ピット店 藤枝市青木1-11-10 クリーニング

床新理容所 藤枝市本町1-6-1 理容店

カットハウス秀 藤枝市岡出山3-12-8 理容店

ヘアサロン 床屋＆美容室 ケアレーベル 藤枝本店 藤枝市小石川町3-18-35 床屋・美容室

ヘアサロン 床屋＆美容室 ケアレーベル 島田店 藤枝市青南町5-2-56 床屋・美容室

美容室 P-PLACE FACTORY 藤枝市下薮田474 美容室

美容室 P-PLACE 藤枝市田沼3-4-7 美容室

Glad Hair 藤枝市駅前2-8-11 美容室

ラ　パピージェ 藤枝市若王子1-2-19 イタリアン

TRESSE 藤枝市駅前2-7-25 2階 イタリアン

il Buco 藤枝市駅前3-17-1 イタリアン

Li-Chou 藤枝市駅前2-7-8 イタリアン

カクタスハウス 藤枝市高洲25-7 イタリアンレストラン

ダイドコバル 藤枝市田沼1-3-26 青木ﾋﾞﾙ3F ダイニングバー

お好み焼き 中長 藤枝市青南町2-8-23 お好み焼き

お好み焼 くら 藤枝市平島208-1 お好み焼き

鉄板焼 春団治 藤枝市前島1-3-1 ﾎﾃﾙｵｰﾚ2F お好み焼き

くるみキッチンプラス＋ 藤枝市青木1-21-12 ﾌｼﾞｴﾀﾞｵｶﾞﾜﾎﾃﾙ1F カフェ

This Is Cafe 藤枝店 藤枝市築地546-1 カフェ

＆ Sugar + 南瓜 藤枝市駅前1-7-27 ｷｼﾓﾄﾋﾞﾙⅡ3-A カフェ

Lufus 藤枝市小石川町1-7-34 B-world内 カフェ

neu coffee 藤枝市大西町3-1-7 カフェ

８０８ファクトリーカフェ 藤枝市前島1-3-1 カフェ

旧藤枝製茶貿易商館（とんがりぼう） 藤枝市若王子701-1 カフェ・物販

カレーハウスCoCo壱番屋 藤枝国一店 藤枝市青木2-9-22 カレー

ステーキハウス成しま藤枝店 藤枝市立花2-1-8 ステーキ

大村庵 藤枝市青木1-3-25 そば

そば屋八兵衛 藤枝市岡出山2-9-27 そば

そば処 ますだや 藤枝市本町1-5-11 そば

SOBA笑 藤枝市東町10-25 そば

八千代そば店 藤枝市本町3-2-26 そば

蕎麦処 利右エ門 藤枝市前島1-3-1 ﾎﾃﾙｵｰﾚ2F そば

支那そば しげもと 藤枝市若王子1-2-34 ラーメン

来来亭 藤枝店 藤枝市小石川町3-10-41 ラーメン

名代とんかつレストラン 勝富 藤枝店 藤枝市小石川町1-2-7 とんかつ

田中水産 まぐろ部 藤枝市青木3-15-2 第2松浦ﾋﾞﾙ102 マグロ料理専門店

まぐろ食堂 焼津市八楠4-13-7 焼津さかなセンター内 海鮮

丼丸一幸 藤枝五十海店 藤枝市五十海2-4-29 海鮮丼テイクアウト

飲食店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

クリーニング店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

理容・美容店・エステ（Ａ券・Ｂ券両方使用可）
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喫茶タイム 藤枝市駅前1-2-3 喫茶店

SELECT GARDEN 藤枝市駅前2-7-10 洋風居酒屋

呑み家 鼓童〜こわっぱ〜 藤枝市駅前1-8-5 居酒屋

七輪焼鶏すぎ多　稲川本店 藤枝市稲川1-6-37 居酒屋

炭火焼すぎ多　藤枝駅前店 藤枝市駅前1-7−27 ｷｼﾓﾄﾋﾞﾙ② 1A 居酒屋

おもひで横丁　藤枝市場～ 藤枝市駅前2-8-2沖 ﾋﾞﾙ1階 居酒屋

扇子 藤枝店 藤枝市駅前1-6-29 ﾏﾙ万ﾋﾞﾙ2F 居酒屋

居酒屋 奥洲 藤枝市本町2-6-13 居酒屋

居酒屋 葵 藤枝市田沼1-2-13 201号 居酒屋

鶏料理 ゆい吉 藤枝市田沼1-14-20 居酒屋

松葉 藤枝市駅前2-3-1 居酒屋

居酒屋たかの 藤枝市駅前1-9-3 居酒屋

備長焼き鳥たぬき 藤枝市駅前1-11-3 居酒屋

居酒屋 さいぞう 藤枝市瀬戸新屋115-4 居酒屋

遊洒 岡むら 藤枝市大東町195-1 居酒屋

かりん 藤枝市青木1-21-29 居酒屋

居酒屋 Go-Bow ごぼう。 藤枝市駅前2-7-25 居酒屋

炉端焼　いさり火 藤枝市駅前1-7-14 すずろくビル1階 居酒屋

遊食酒房 そでしや 藤枝市駅前3-11-29 居酒屋

おふくろの味 ひらい 藤枝市駅前3-8-14 居酒屋

nomiya JIJIKICHI 藤枝市駅前1-8-5 居酒屋

串焼Dining 我楽多家 藤枝市駅前1-10-21 居酒屋

すし屋の磯吉 藤枝市駅前3-3-13 ｱﾝﾄﾞｰﾋﾞﾙ1階 寿司

寿し宏 藤枝市岡出山1-2-29 寿司

金寿し呑み処 藤枝市高洲785-1 寿司

山内屋 藤枝市藤枝1-5-3 寿司

神田寿司 藤枝市駅前3-9-20 寿司

藤枝はら㐂鮨 藤枝市藤枝3-13-5 寿司

沼津魚がし鮨　流れ鮨　藤枝店 藤枝市緑町1-2-18 鮨屋

沼津魚がし鮨　流れ鮨　藤枝駅南口店 藤枝市前島1-3-1 ﾎﾃﾙｵｰﾚ2F 鮨屋

しんとみ 藤枝市高洲888-1 寿司・居酒屋・そば

魚久 藤枝市本町2-6-9 寿司・日本料理

和処 輪さび 藤枝市青木2-3-24 1F 寿司・和食

寿づよし 藤枝市高洲1-10-5 寿司・和食

焼肉 ホルべぇ 藤枝市兵太夫531-1 焼肉

遠野 藤枝市藤岡1-22-15 食事処

まいどおおきに 藤枝志太食堂 藤枝市青木2-14-14 食堂

ナチュラルダイニングアキサダ 藤枝市駅前1-5-22 ﾌﾟﾗｻﾞﾜﾝﾋﾞﾙ1階 多国籍料理店

雷心 焼津市三ケ名1461-1 ｻﾝｺｰﾄ清見田101 中華

中国料理　芳蘭 藤枝市駅前1-7-13 中華

新中華 華花 藤枝市田沼1-15-6 中華

發巳　藤枝店 藤枝市田沼4-5-1 中華

藤枝四川飯店＆ガーデンズ 藤枝市田沼1-23 中華

ピスタぎょうざ店（ピスタチオ。） 藤枝市岡出山1-14-28 中華・洋食

ぺんたつ 藤枝市横内988-1 定食・居酒屋

鉄板焼　花 藤枝市前島1-3-1 ﾎﾃﾙｵｰﾚ2階 鉄板焼き

博多天ぷら専門店 織田 藤枝市水上210-34 天丼・天ぷら
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天丼・天ぷらの店 ゆづ 藤枝市築地1-8-1 天丼・天ぷら

うなぎ　あおち 藤枝市駅前3-9-18 うなぎ・天ぷら

うなぎや 藤枝市横内163 うなぎ

日本料理 あずまそ 藤枝市若王子705-2 日本料理

日本料理 志太豊 藤枝市志太4-3-18 日本料理

料亭 田毎 藤枝市大手1-3-7 日本料理

アグリダイニング グランマッシュ 藤枝市駅前1-8-10-104 FUJIEDAmikineｳｪｽﾄ 1F 野菜レストラン

もんり～ぶる 藤枝市田沼3-12-22 レストラン

三枝商店 藤枝市駅前1-3-13 ﾚｽﾄﾗﾝ(ﾜｲﾝ･豚肉料理)

日本料理　杉茶寮 藤枝市青木2-35-30 和食

和喰感　味杉 藤枝市駅前1-9-6 和食

ゑび寿亭 藤枝市高柳1-19-5 和食

遊喜智 藤枝市駅前1-14-10 和食

和楽 たすく 藤枝市青木3-15-2 第2松浦ビル104 和食・居酒屋

魚時会館おさかな亭 藤枝市駅前2-7-2
慶事、法事、宴会、仕出し料理、お弁当、お
惣菜

はれの季　小杉苑 藤枝市青木2-35-30 弁当等

お届け料理 さくら庵 藤枝市八幡663-5 弁当等

丸治石油(株) 藤枝市藤枝3-8-23 ガソリンスタンド

ジェイエイ大井川シャネン(株) 藤枝ＳＳ 藤枝市青木3-12-7 ガソリンスタンド

(株)中屋 藤枝市青木3-1-23 LPガス・器具販売

オートバックス 藤枝店 藤枝市内瀬戸34-20 カー用品店

(株)コンツナ 藤枝市岡出山2-10-22 ギフト

コレット 藤枝市藤枝3-3-29 ギフト

ＴＫステンドグラス 藤枝市時ヶ谷402-5 ステンドグラス材料

ペットショップヒサ 藤枝市築地407-2 ペットショップ

長谷川飼料店 藤枝市駅前2-17-11 ペット用品

金龍堂印房 藤枝市藤枝2-3-37 印鑑・ゴム印

小さなはんこや 藤枝市兵太夫1042-5 印鑑・ゴム印

(株)立花ガーデン 藤枝市立花1-12-6 園芸、花店

マスダグリーン(株) 藤枝市清里1-1-1 園芸店

フラワーサロン ぽえむ 藤枝市駿河台2-17-1 静鉄ストア内 生花店

山田乳母車店 藤枝市瀬戸新屋74-2 玩具・育児用品

ホビヨン 藤枝店 藤枝市築地539-1 玩具・雑貨・化粧品・衣類

相良屋金物店 藤枝市田沼3-1-11 金物店

村松金物店 藤枝市本町2-4-22 生活用品販売

ミシンの三協 藤枝市本町2-4-26 ミシン店

メガネの春田 藤枝市五十海2-4-27 眼鏡販売

パルつちや 藤枝市本町2-7-1 時計・めがね・宝飾

小林時計店 藤枝市本町3-3-28 時計･眼鏡･宝飾

松島時計店 藤枝市藤枝4-1-11 メガネ・時計

小川サイクル 藤枝市藤枝4-2-4 自転車販売修理

アワノサイクル 藤枝市藤枝3-2-29 自転車修理販売

田中モータース 藤枝市大東町100 二輪販売

駿遠三菱自動車販売(株) 藤枝市水守1-19-34 自動車販売・整備

ホンダカーズ藤枝東 水守店 藤枝市水守1-2-16 自動車販売・整備

ホンダカーズ藤枝東 高洲店 藤枝市高洲471-1 自動車販売・整備

その他小売店（Ａ券・Ｂ券両方使用可）
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藤枝市観光案内所 藤枝市駅前1-1-2 土産・特産物販売

静岡伊勢丹エムアイプラザ藤枝 藤枝市前島1-3-1 ﾎﾃﾙｵｰﾚ1階 百貨店サテライトショップ

鈴木陶器硝子店 藤枝市本町2-4-25 陶器・硝子

うちだとうき 藤枝市本町1-8-12 陶磁器、器販売小売

山本文具店 藤枝市駅前3-14-3 文具・紙・事務用品

文具のおおみや 藤枝市本町2-1-28 文具・紙・事務用品

ＪＩＭＵＫＩ((株)藤枝事務器商会) 藤枝市緑町2-2-8 文具・事務用品販売

(株)藤枝江﨑書店 駅南本店 藤枝市高岡1-3-3 書店

(株)藤枝江﨑書店 BiVi店 藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝2F 書店

TSUTAYA 藤枝瀬戸新屋店 藤枝市瀬戸新屋213-18 書店・レンタル

(株)静岡福祉サービス 藤枝市水守2-1-18 福祉用具販売

藤枝ゴルフクラブ 藤枝市内瀬戸1193 ゴルフ場

志太交通(株) 藤枝市小石川町1-6-11 タクシー

asian relaxation villa 藤枝広幡ｲﾝﾀｰ店 藤枝市下当間282-1 リラクゼーションサロン

痩せる美容整体、shiho 藤枝市田沼1-6-12  ﾗｲﾌｿﾞｰﾝ長谷部E-1 整体

いち鍼灸整骨院 藤枝市上青島515-1 ｱｲﾌﾞﾛｽﾋﾞﾙⅡ 鍼灸整骨院

エムエスマイスター 藤枝市小石川町3-1-9 医療業

FIELD ONEトレーニングスタジオ 藤枝市前島2-1-3谷川沢ビル2F トレーニングスタジオ

ROUTE S 藤枝市藤枝1-6-1 パーソナルトレーニングジム

とうぶんどう工房 藤枝市田沼1-15-8 プリントショップ

(株)山本自動車 藤枝市堀之内1-2-9 自動車整備・販売

数野自動車(株) 藤枝市水上31-1 自動車整備

(株)田沼ボデーサービスセンター 藤枝市上青島302-3 自動車全般サービス

東名自動車学校 藤枝市上当間731 自動車教習所

藤枝シネ・プレーゴ 藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝4F 映画館

西友 南新屋店 藤枝市南新屋408-4 スーパーマーケット

スーパー富士屋 高洲店 藤枝市高洲1-14-10 スーパーマーケット

スーパー富士屋 五十海店 藤枝市五十海353-2 スーパーマーケット

しずてつストア 藤枝水守店 藤枝市水守2-4-1 スーパーマーケット

しずてつストア 駿河台店 藤枝市駿河台2-17-1 スーパーマーケット

しずてつストア藤枝駅南店 藤枝市田沼1-18-1 スーパーマーケット

しずてつストア 藤枝高州店 藤枝市高洲1-13-26 スーパーマーケット

フードマーケットマム　藤枝店 藤枝市郡1-12-25 スーパーマーケット

ヒバリヤ大洲店 藤枝市大洲2-30-18 スーパーマーケット

エスポット 藤枝店 藤枝市内瀬戸1-2 食品･雑貨･生活用品販売

業務スーパー 藤枝緑町店 藤枝市緑町1-7-4 食料品販売

杏林堂薬局 藤枝清里店 藤枝市清里1-1-1 ドラッグストア

杏林堂薬局 藤枝青島支店 藤枝市下青島1052-1 ドラッグストア

杏林堂薬局 藤枝田沼店 藤枝市田沼4-13-11 ドラッグストア

SPOPIAシラトリ 藤枝店 藤枝市築地575-1 スポーツ・レジャー用品販売

インテリアショップ ニームズ 藤枝市志太1-6-50 家具・インテリア販売

エテルナ 藤枝店 藤枝市上青島463-3 靴・バッグ販売

大型専門店（Ａ券のみ使用可）

スーパー・ドラッグストア（Ａ券のみ使用可）

その他サービス業（Ａ券・Ｂ券両方使用可）
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