
GoToトラベル地域共通クーポン　藤枝市内登録済み店舗（11月24日時点承認店舗）

計250店舗

店舗名 住所 電話番号 業種 業種備考 クーポン種別

料亭あずさ 藤枝市稲川1-6-20 054-644-3311 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ゆず庵 藤枝店 藤枝市益津352-1 054-631-4081 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

串焼Dining 我楽多家 藤枝市駅前１－１０－２１ 054-631-9551 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

JR東海　藤枝駅 藤枝市駅前1-1-1 050-3772-3910 5.鉄道 紙

東海キヨスク　ベルマート藤枝 藤枝市駅前1-1-1　JR藤枝駅構内 054-645-6330 3.小売（お土産等） 紙・電子

トヨタレンタカー　藤枝駅前店 藤枝市駅前1-14-26 054-641-0100 12.レンタカー 紙・電子

大地の居酒屋 ぴかいち 藤枝市駅前11-9 054-631-7666 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

Ｅ→Ｆ　ＣＵＲＲＹ　駅前店 藤枝市駅前１－２－１ 054-646-2082 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

えびせん山喜　藤枝駅前店 藤枝市駅前１－２－１ 054-643-8555 3.小売（お土産等） 紙・電子

や台ずし藤枝駅北口町 藤枝市駅前1-2-1 シティハウスビル 054-641-7728 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

鳥貴族　藤枝 藤枝市駅前1-2-3タイム合月ビル1階 054-631-7411 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

大庄水産 藤枝店 藤枝市駅前1-3-2　駅前会館ビル1階 054-644-4031 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

橙橙　藤枝店 藤枝市駅前１－３－２駅前会館２Ｆ 054-644-1859 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

福福屋　藤枝北口駅前店 藤枝市駅前1-4-3　林ビル 1階 054-646-6988 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

あおいそら。 藤枝市駅前1-5-22 054-643-5993 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ミライザカ藤枝北口店 藤枝市駅前1-6-28菊地ビル1・2F 054-645-5151 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

アグリダイニング　グランマッシュ 藤枝市駅前1-8-10-104FUJIEDA mikineウエスト1F 070-2230-0022 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

プチバレラ 藤枝市駅前１－８－５ 090-9222-0909 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

芋んちゅ　藤枝駅前店 藤枝市駅前1-9-1　キョウエイビル　2階 054-631-7588 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

備長焼き鳥たぬき 藤枝市駅前１丁目１１－３ 054-625-7876 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

藤枝市観光案内所 藤枝市駅前１丁目１－２ 054-647-1144 3.小売（お土産等） 紙・電子

藤枝パークインホテル 藤枝市駅前2-12-16 054-643-4311 3.小売（お土産等） 紙・電子

ワイン＆リカーズSONE 藤枝市駅前2-14-23 054-641-1030 3.小売（お土産等） 紙・電子

お好み焼本舗 藤枝店 藤枝市駅前2-18-10 054-645-8700 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

酒楽菜祭 藤枝市駅前２－２０－２５ 054-644-6533 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

魚時会館おさかな亭 藤枝市駅前2-7-2 054-641-2130 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

松田園 藤枝市駅前2-7-26 054-641-0411 3.小売（お土産等） 紙・電子

おもひで横丁藤枝市場～ 藤枝市駅前2-8-2沖ビル1階 054-646-8877 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

たまり場　亜路徒 藤枝市駅前2丁目8-25森本ビル２階 090-4188-1677 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

V・drug藤枝駅前店 藤枝市駅前3-13-5 054-625-7001 3.小売（お土産等） 紙・電子

藤枝　鯛小判 藤枝市駅前3-3-8アゴラビル1F 054-643-8088 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

神田寿司 藤枝市駅前3-9-20 054-645-1234 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

エピスリー芒種 藤枝市駅前３丁目１８の１渋谷ビルB 054-689-0526 3.小売（お土産等） 紙・電子

ノジマ藤枝駅前店 藤枝市駅前3丁目20番1 054-645-5551 3.小売（お土産等） 紙

和喰感　味杉 藤枝市駅前一丁目9－6 054-646-1331 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ファミリーマート 藤枝横内 藤枝市横内１９０番地１ 054-647-2521 4.コンビニ・スーパー 紙

中華飯店獅子林 藤枝市横内992-7 054-643-0577 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

パリミキ藤枝店 藤枝市岡出山１丁目１７－２９ 054-644-5183 3.小売（お土産等） 紙

やよい軒　藤枝店 藤枝市岡出山三丁目１４番１９号 054-645-7488 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

初亀醸造 藤枝市岡部町岡部744 054-667-2222 3.小売（お土産等） 紙・電子

物産館　岡部宿　かしばや 藤枝市岡部町岡部817番地 054-667-5211 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファミリーマート 藤枝岡部町 藤枝市岡部町三輪９０５番地８ 054-667-7131 4.コンビニ・スーパー 紙

玉露の里 藤枝市岡部町新舟1214-3 054-668-0019 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

増井石油 藤枝市岡部町内谷644番地の１ 054-667-0153 21.その他 石油類販売 紙・電子

どんどん岡部店 藤枝市岡部町内谷803-1 054-667-7003 3.小売（お土産等） 紙

ウエルシア藤枝岡部店 藤枝市岡部町内谷803番1 054-667-7088 21.その他 ドラッグストア 紙

ファミリーマート 藤枝岡部 藤枝市岡部町内谷９２４－２ 054-667-7021 4.コンビニ・スーパー 紙

しずてつストア　岡部店 藤枝市岡部町内谷925番地の1 054-667-1147 4.コンビニ・スーパー 紙

杏林堂スーパードラッグストア　藤枝青島店 藤枝市下青島１０５２－１ 054-644-2211 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

藤枝グランドボウル 藤枝市下当間652 054-641-8381 16.スポーツ 紙

マックスバリュ藤枝薮田店 藤枝市下薮田60-1 054-639-5211 4.コンビニ・スーパー 紙

燈乃メゾン藤枝店 藤枝市下藪田62 054-648-1055 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

かしはる藤枝店 藤枝市下藪田89-1 054-638-1431 3.小売（お土産等） 紙・電子

ウエルシア藤枝藪田店 藤枝市下藪田字前田123-1 054-638-5808 21.その他 ドラッグストア 紙

セブンイレブン藤枝仮宿店 藤枝市仮宿1482－1 054-646-8298 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ヤマト運輸　藤枝仮宿センター 藤枝市仮宿字清水１１５３番１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ラーメン魁力屋　藤枝ＰＡ下り線店 藤枝市花倉字井谷川158-1 054-638-2239 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

ファミリーマート 藤枝ＰＡ下り 藤枝市花倉字井谷川字井谷川１５８－１ 054-648-1518 4.コンビニ・スーパー 紙



望月酒店 藤枝市宮原４２３番地２２の１ 054-639-0010 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファミリーマート 藤枝宮原 藤枝市宮原字向島７７０番２ 054-648-2311 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 藤枝田中 藤枝市郡７３７－５ 054-645-5351 4.コンビニ・スーパー 紙

どんどん五十海店 藤枝市五十海4-5-15 054-646-2253 3.小売（お土産等） 紙

セブンイレブン藤枝高岡4丁目店 藤枝市高岡4丁目7番44号 054-635-0007 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ウエルシア藤枝高洲店 藤枝市高洲1丁目13番34号 054-634-1088 21.その他 ドラッグストア 紙

ファミリーマート 藤枝高洲 藤枝市高洲６１番地の６ 054-634-4007 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン藤枝高洲店 藤枝市高洲898-1 054-637-0387 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

しずてつストア　藤枝高洲店 藤枝市高洲一丁目１３番２６号 054-634-0050 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 藤枝岡部インター 藤枝市高田１３２番地１ 054-648-1151 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　藤枝高柳一丁目店 藤枝市高柳１‐２１‐３３ 054-636-2526 4.コンビニ・スーパー 紙

Ｅ→Ｆ　ＣＵＲＲＹ　高柳店 藤枝市高柳２－６－４０ 054-636-5522 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

V・drug藤枝高柳店 藤枝市高柳2-9-10 054-634-1671 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＫＯマート藤枝店 藤枝市高柳２丁目１－１ 054-637-3411 4.コンビニ・スーパー 紙

クスリのアオキ高柳店 藤枝市高柳2丁目3番33号 054-631-6815 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

セブンイレブン藤枝高柳店 藤枝市高柳2丁目5番4号セブンイレブン藤枝高柳店 054-635-7634 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ファミリーマート 藤枝高柳 藤枝市高柳一丁目１０番４３号 054-634-1955 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 藤枝高柳四丁目 藤枝市高柳四丁目１０６５番１ 054-634-2520 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン藤枝高柳２丁目 藤枝市高柳二丁目14番18号 054-636-7222 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

酒ゃビック藤枝店 藤枝市志太1丁目5-31 054-647-0323 3.小売（お土産等） 紙・電子

バロー藤枝店 藤枝市志太1丁目6-25 054-645-8300 4.コンビニ・スーパー 紙

ＫＯマート志太店 藤枝市志太２丁目９番９号 054-647-7222 4.コンビニ・スーパー 紙

うなぎ蒲焼直売店　丸天本店 藤枝市志太4-1-11 054-641-0247 21.その他 小売店（そうざい屋） 紙

アプレシオ　藤枝店 藤枝市志太4-8-3 054-647-6255 20.遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等） 紙・電子

藤越 藤枝市志太5丁目3-34 054-641-1828 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＴＫステンドグラス 藤枝市時ケ谷４０２－５ 054-641-5123 3.小売（お土産等） 紙・電子

ラ　パピージェ 藤枝市若王子１―２－１９ 054-645-2819 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

Ｅ→Ｆ　ＣＵＲＲＹ　蓮華寺池店 藤枝市若王子1丁目１４５－1 054-625-8612 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ファミリーマート 藤枝蓮華寺池 藤枝市若王子１丁目５－７ 054-645-7611 4.コンビニ・スーパー 紙

ウエルシア藤枝駿河台店 藤枝市駿河台2丁目17-1 054-646-5858 21.その他 ドラッグストア 紙

ファミリーマート 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４丁目１－１１ 054-647-6086 4.コンビニ・スーパー 紙

しずてつストア　駿河台店 藤枝市駿河台二丁目17番1号 054-644-2425 4.コンビニ・スーパー 紙

はるやま藤枝店 藤枝市小石川1-5-15 054-646-8310 3.小売（お土産等） 紙・電子

サンドラッグ藤枝小石川店 藤枝市小石川町 ４－１７－１０ 054-647-5155 3.小売（お土産等） 紙・電子

ウエルシア藤枝小石川店 藤枝市小石川町 4-2-20 054-644-8911 21.その他 ドラッグストア 紙

日産レンタカー 藤枝店 藤枝市小石川町１－１－２ 054-645-4123 12.レンタカー 紙・電子

名代とんかつレストラン　勝富　藤枝店 藤枝市小石川町1-2-7 054-646-0130 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

AOKI藤枝店 藤枝市小石川町2-1-23 054-647-2088 3.小売（お土産等） 紙・電子

ブックオフ藤枝店 藤枝市小石川町3-18-30 054-646-0135 3.小売（お土産等） 紙・電子

来来亭藤枝店 藤枝市小石川町3丁目10-41来来亭藤枝店 054-646-7716 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

もち吉　藤枝店 藤枝市小石川町3丁目11番22号 054-645-7031 3.小売（お土産等） 紙

ココス藤枝 藤枝市小石川町４－２－２３ 054-647-0118 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ジーンズショップ0SADA藤枝ついじ店 藤枝市小石川町4-6-48 054-647-0058 21.その他 衣料品店 紙

セブンイレブン藤枝小石川町4丁目店 藤枝市小石川町4丁目187-1 054-646-5001 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

アルペン 藤枝 藤枝市小石川町４丁目６番４５号 054-645-3275 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファミリーマート 藤枝小石川三丁目 藤枝市小石川町三丁目１－１ 054-645-6021 4.コンビニ・スーパー 紙

ケーズデンキ 藤枝店 藤枝市上青島199-2 054-647-2911 21.その他 家電量販店 紙

東海道写楽　藤枝青島店 藤枝市上青島239-1 054-643-3838 3.小売（お土産等） 紙

りらくる 藤枝市上青島店 藤枝市上青島284-5 054-644-4600 21.その他 リラクゼーション業 紙・電子

ファミリーマート 藤枝上青島 藤枝市上青島２９８番地２ 054-647-4369 4.コンビニ・スーパー 紙

和食麺処サガミ　藤枝店 藤枝市上青島305-2 054-644-9748 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

イエローハット　藤枝店 藤枝市上青島432-1 054-646-1680 21.その他 カー用品販売 紙・電子

牛角　藤枝青島店 藤枝市上青島４４４４４４ 054-647-2929 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

earth music＆ecology 静岡藤枝 藤枝市上青島452-1 054-631-4306 3.小売（お土産等） 紙・電子

エテルナ藤枝店 藤枝市上青島463-3 054-645-5678 3.小売（お土産等） 紙・電子

リーガルシューズ藤枝店 藤枝市上青島463-3 054-645-5678 3.小売（お土産等） 紙・電子

ミニストップ藤枝上当間店 藤枝市上当間７５２－３ 054-644-5877 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 藤枝藪田西インター 藤枝市上藪田１３１番７ 054-648-1866 4.コンビニ・スーパー 紙

ウエルシア薬局藤枝上藪田店 藤枝市上藪田74-2 054-648-1588 21.その他 ドラッグストア 紙

丸源ラーメン藤枝店 藤枝市水守1-8-14 054-631-5400 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ノジマ藤枝水守店 藤枝市水守1丁目17番地の11 054-647-2222 3.小売（お土産等） 紙



ミニストップ藤枝水守店 藤枝市水守１丁目２番地１４号 054-646-5090 4.コンビニ・スーパー 紙

V・drug藤枝水守店 藤枝市水守2-2-2 054-647-7377 3.小売（お土産等） 紙・電子

Mr.ぶんぐ　藤枝店 藤枝市水守2丁目2-10 054-646-2900 3.小売（お土産等） 紙・電子

スギ薬局藤枝水守店 藤枝市水守三丁目１番地の３ 0546-47-5355 3.小売（お土産等） 紙・電子

しずてつストア　藤枝水守店 藤枝市水守二丁目４番地の１ 054-647-1510 4.コンビニ・スーパー 紙

ドン・キホーテ藤枝店 藤枝市水上210-95 0570-070-211 3.小売（お土産等） 紙・電子

ユニクロ 藤枝店 藤枝市水上字池端3-13-1 054-647-5122 21.その他 アパレル 紙・電子

ファミリーマート 藤枝瀬古東 藤枝市瀬古二丁目８番１８号 054-645-6811 4.コンビニ・スーパー 紙

中里の庄・和 藤枝市瀬戸ノ谷3768中里の庄・和 054-639-0029 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ローソン　藤枝瀬戸新屋店 藤枝市瀬戸新屋１２１‐１ 054-644-1585 4.コンビニ・スーパー 紙

オリックスレンタカー 藤枝店 藤枝市瀬戸新屋２６６－１ 054-646-0543 12.レンタカー 紙・電子

杏林堂薬局　藤枝清里店 藤枝市清里１－１－１ 054-648-1911 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

田子重　清里店 藤枝市清里1丁目2-1 054-648-1200 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 藤枝青南町 藤枝市青南町四丁目１５番地２１ 054-634-0233 4.コンビニ・スーパー 紙

加藤茶舗 藤枝市青木1-10-18 054-641-0576 3.小売（お土産等） 紙・電子

くるみキッチンプラス＋ 藤枝市青木１－２１－１２フジエダオガワホテル 054-646-4397 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

琉球堂写真店 藤枝市青木1-3-16 054-645-2334 21.その他 写真サービス一般 紙・電子

ホテルルートイン藤枝駅北 藤枝市青木1丁目10番16号 054-645-8000 21.その他 宿泊施設 紙

まいどおおきに　藤枝志太食堂 藤枝市青木2-14-14 054-646-8501 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

カレーハウスCoCo壱番屋　藤枝国一店 藤枝市青木２－９－２２ 054-647-1900 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ミニストップ藤枝駅北店 藤枝市青木２丁目３４番２３号 054-644-7541 4.コンビニ・スーパー 紙

藤枝給油所 藤枝市青木3丁目12－7 054-646-5155 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

日本料理　杉茶寮 藤枝市青木二丁目35番30号 054-641-3117 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

はれの季　小杉苑 藤枝市青木二丁目35番30号 054-641-3321 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ウエルシア藤枝青葉町店 藤枝市青葉町1丁目2番25号 054-637-3887 21.その他 ドラッグストア 紙

酒ゃビック藤枝青葉町店 藤枝市青葉町4丁目3-2 054-634-0577 3.小売（お土産等） 紙・電子

あさひな 藤枝市泉町773-1あさひな 054-636-2228 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

サーティワン アイスクリームＢｉＶｉ藤枝店 藤枝市前島１ー７ー１０ 054-270-4760 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

京昌園 藤枝駅南口店 藤枝市前島1-1818 アスティ藤枝2F 054-634-4129 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

コメダ珈琲店藤枝駅南店 藤枝市前島1-2-1 054-636-2020 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

デイリーヤマザキ 藤枝駅前 藤枝市前島１－２－１ 054-635-6277 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ホテルオーレ 藤枝市前島１－３－１ 054-634-0001 21.その他 宿泊施設 紙・電子

８０８FACTORY　CAFE 藤枝市前島１－３－１　ホテルオーレ１階 054-636-2808 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

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 054-634-2880 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

蕎麦処　利右エ門 藤枝市前島１－３－１　ホテルオーレ２階 054-634-0255 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

鉄板焼き　春団治 藤枝市前島１－３－１　ホテルオーレ２階 054-634-3666 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

SALON　RELY 藤枝市前島１－３－１　ホテルオーレ３階 054-637-3939 21.その他 美容 紙・電子

ファイテンショップASR藤枝店 藤枝市前島1-3-16 054-634-3510 3.小売（お土産等） 紙・電子

鉄板焼　花 藤枝市前島１－３－１ホテルオーレ2階 054-637-3663 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

vividopao 藤枝店 藤枝市前島1-7-10BIvi藤枝1F 054-631-5411 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

静岡伊勢丹　エムアイプラザ藤枝 藤枝市前島１丁目３ー１ホテルオーレ 1階 054-634-0310 3.小売（お土産等） 紙

cercle33 藤枝市前島１丁目７ー１０BIVI藤枝　１階 090-7048-8922 21.その他 リラクゼーション業 紙・電子

コンタクトアカデミー 藤枝市前島１丁目７番１号ＦＪビル２階 054-636-6006 3.小売（お土産等） 紙・電子

ニッポンレンタカー 藤枝駅南口営業所 藤枝市前島１丁目８－５ 054-637-0919 12.レンタカー 紙・電子

やきとり家すみれ藤枝店 藤枝市前島２－１－４３ 054-634-0229 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ローソン　藤枝前島三丁目店 藤枝市前島３‐１２‐２８ 054-636-6300 4.コンビニ・スーパー 紙

ファミリーマート 藤枝駅南通り 藤枝市前島３丁目１番１１号 054-634-1551 4.コンビニ・スーパー 紙

石窯パン工房パトン　藤枝店 藤枝市前島3丁目9-50 054-636-3300 3.小売（お土産等） 紙・電子

戸田書店 藤枝東店 藤枝市大手1-22-40 054-647-5611 3.小売（お土産等） 紙

なか卯　1国藤枝大手店 藤枝市大手1-22-53 0120-29-5770 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ファッションおくだ　藤枝大洲店 藤枝市大洲   5-2-17 054-634-3391 3.小売（お土産等） 紙・電子

ABLE HAIR 藤枝市大洲　5ー12ー5 054-637-0012 21.その他 理容、美容店 紙・電子

ヒバリヤ大洲店 藤枝市大洲2-30-18 054-634-1533 4.コンビニ・スーパー 紙

セブンイレブン藤枝大洲2丁目 藤枝市大洲2丁目19-11 054-636-0275 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

麺や虎 藤枝市大新島669-4 054-639-7239 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

岡むら 藤枝市大東町195-1 054-635-0046 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ヤマト運輸　藤枝大東センター 藤枝市大東町字南８２０ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ペットショップCoo&RIKU　藤枝店 藤枝市築地1-16-1 054-631-5791 21.その他 ペットショップ 紙・電子

肉匠坂井　静岡藤枝店 藤枝市築地1-6-28 054-647-2029 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

ヤマト運輸　藤枝築地センター 藤枝市築地１丁目４番１号 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

イエローハット　藤枝東店 藤枝市築地306-1 054-647-3680 21.その他 カー用品販売 紙・電子



五味八珍　藤枝店 藤枝市築地５１５－１ 054-645-2812 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

炭焼きレストラン さわやか 藤枝築地店 藤枝市築地５２０－１ 054-647-2230 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

コメダ珈琲店藤枝築地店 藤枝市築地527-1 054-644-1009 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

セブンイレブン藤枝築地 藤枝市築地536-1 054-645-1565 4.コンビニ・スーパー 紙

This Is Cafe藤枝店 藤枝市築地546ー1 054-639-9695 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

エディオン藤枝店 藤枝市築地570番地1 054-647-1411 3.小売（お土産等） 紙・電子

SPOPIAシラトリ藤枝店 藤枝市築地575-1 054-646-2200 3.小売（お土産等） 紙

ゴルフ５ 藤枝 藤枝市築地一丁目２番１２号 054-644-6147 3.小売（お土産等） 紙・電子

ローソン　藤枝茶町一丁目店 藤枝市茶町１‐１０‐２１ 054-646-0020 4.コンビニ・スーパー 紙

真茶園 藤枝市茶町１丁目１０番２９号 054-641-6228 3.小売（お土産等） 紙・電子

藤栄製茶株式会社 藤枝市茶町１丁目１－１１ 054-641-0054 3.小売（お土産等） 紙

ウエルシア藤枝茶町店 藤枝市茶町3丁目3-38 054-647-3822 21.その他 ドラッグストア 紙

藤枝パーキングエリア上りひざ栗毛藤枝宿駅 藤枝市中ノ合字衣原616-2-1 054-638-1255 3.小売（お土産等） 紙

フォトスタジオふぁんふぁん　藤枝駅前店 藤枝市田沼1-16-1　アムールなかだ立体駐車場1F 054-639-5900 21.その他 写真スタジオ 紙・電子

ぼくの台所 藤枝市田沼1-17-39北島新聞堂３F 054-634-1020 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

くいもの屋わん藤枝駅南店 藤枝市田沼1-2-16岡本ビル2F 054-634-0022 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

藤枝四川飯店＆ガーデンズ 藤枝市田沼1-23 054-634-4000 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

すきしゃぶとんかつのかねまる　藤枝店 藤枝市田沼1丁目28-15 054-636-3200 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ブティック樹里　GRACE店 藤枝市田沼１丁目４－３０ 054-636-2888 21.その他 ブティック（婦人服） 紙・電子

オリカラー田沼本店 藤枝市田沼2-10-21 054-635-2390 21.その他 写真サービス一般 紙・電子

minsterSTUDIO 藤枝市田沼2-11-5 054-636-7771 21.その他 写真撮影スタジオ 紙・電子

田子重　田沼店 藤枝市田沼2丁目17-11 054-634-0510 4.コンビニ・スーパー 紙

タイムズカー藤枝店 藤枝市田沼3-26-10 054-636-2356 12.レンタカー 紙

ミスタードーナツ藤枝田沼ショップ 藤枝市田沼3-7-7 054-636-4141 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

ザ・ビッグ藤枝田沼店 藤枝市田沼3-7-7 054-635-6122 4.コンビニ・スーパー 紙

ローソン　藤枝田沼三丁目店 藤枝市田沼３‐８‐３ 054-637-2838 4.コンビニ・スーパー 紙

どんどん田沼店 藤枝市田沼3丁目5-11 054-634-3215 3.小売（お土産等） 紙

杏林堂薬局藤枝田沼店 藤枝市田沼４－１３－１１ 054-636-7011 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

しずてつストア　藤枝駅南店 藤枝市田沼一丁目１８番１号 054-634-2530 4.コンビニ・スーパー 紙

ウエルシア藤枝田中店 藤枝市田中2-14-17 054-647-2588 21.その他 ドラッグストア 紙

マルミヤ製茶 藤枝市田中2-15-15 054-643-1201 3.小売（お土産等） 紙

Patisserie Mirabelle 藤枝市東町2丁目13番地 054-641-0688 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファッションおくだ　五十海店 藤枝市藤岡 5-8-2 054-639-7866 3.小売（お土産等） 紙・電子

ファミリーマート 藤枝一丁目 藤枝市藤枝１－４－１３ 054-647-5088 4.コンビニ・スーパー 紙

山内屋 藤枝市藤枝1-5-3 054-641-0641 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

藤枝はら喜鮨 藤枝市藤枝3-13-5 054-641-8208 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ふくだや 藤枝市藤枝3-3-30 054-641-0692 3.小売（お土産等） 紙・電子

ブティック樹里　Ｊ＆樹里店 藤枝市藤枝３丁目３－２８ 054-644-8000 21.その他 ブティック（婦人服） 紙・電子

富岡屋 藤枝市藤枝4-1-1 054-641-8771 21.その他 宿泊施設 紙・電子

かし善 藤枝市藤枝4-2-4 054-641-0924 3.小売（お土産等） 紙

紅家菓子店 藤枝市藤枝４ー１ー9 054-641-9071 3.小売（お土産等） 紙・電子

ブティック樹里　本店 藤枝市藤枝５丁目７－３４ 054-643-1112 21.その他 ブティック（婦人服） 紙・電子

ヤマダデンキ テックランド藤枝店 藤枝市内瀬戸116番1号 054-631-4314 3.小売（お土産等） 紙・電子

藤枝ゴルフクラブ 藤枝市内瀬戸1193 054-641-0055 16.スポーツ 紙・電子

エスポット　藤枝店 藤枝市内瀬戸1-2 054-646-7700 4.コンビニ・スーパー 紙・電子

ななや藤枝店 藤枝市内瀬戸１４１－１ 054-646-7783 3.小売（お土産等） 紙・電子

焼肉きんぐ 藤枝店 藤枝市内瀬戸142-3 054-647-7755 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

カインズ　藤枝店 藤枝市内瀬戸15-1 054-646-2220 21.その他 ホームセンター 紙

JINS 藤枝店 藤枝市内瀬戸15-1 054-668-9499 3.小売（お土産等） 紙

ベイシアスーパーマーケット藤枝店 藤枝市内瀬戸32-3 054-646-2223 4.コンビニ・スーパー 紙

オートバックス 藤枝店 藤枝市内瀬戸３４－２０ 054-641-7211 3.小売（お土産等） 紙・電子

ジーユーカインズモール藤枝店 藤枝市内瀬戸字向山15番1 054-639-7101 3.小売（お土産等） 紙

藤枝鑑定団 藤枝市八幡363-4 054-645-5252 3.小売（お土産等） 紙・電子

焼肉ホルべぇ 藤枝市兵太夫531-1 054-636-5211 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

沼津魚がし鮨　藤枝配送センター 藤枝市堀之内1-5-18 054-647-5577 3.小売（お土産等） 紙・電子

ミニストップ藤枝谷稲葉インター前店 藤枝市堀之内１丁目２番２ 054-647-6557 4.コンビニ・スーパー 紙

ヤマト運輸　藤枝堀之内センター 藤枝市堀之内字井戸上４５６－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

瀬戸谷温泉ゆらく 藤枝市本郷瀬戸谷温泉ゆらく 054-639-1126 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

ブランジェ甘清堂 藤枝市本町2-4-30 054-641-0658 3.小売（お土産等） 紙

泉屋化粧品店 藤枝市本町2-5-3 054-641-0699 3.小売（お土産等） 紙・電子

とうめ屋 藤枝市本町2丁目6-8 054-641-1248 3.小売（お土産等） 紙・電子



うなぎ蒲焼直売店　丸天本町店 藤枝市本町3-2-28 054-643-9372 21.その他 小売り(そうざい屋) 紙

ファミリーマート 藤枝与左衛門 藤枝市与左衛門４６４番地２ 054-634-2325 4.コンビニ・スーパー 紙

ステーキハウス成しま　藤枝店 藤枝市立花２丁目１－８ 054-646-4129 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

沼津魚がし鮨　流れ鮨 藤枝店 藤枝市緑町1-2-18 054-646-7515 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ステーキのあさくま　藤枝店 藤枝市緑町1-3-1 054-625-8252 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ローソン　藤枝緑町一丁目店 藤枝市緑町１‐３‐３ 054-646-0159 4.コンビニ・スーパー 紙

駿河屋藤枝店 藤枝市緑町1-6-5 054-647-1200 3.小売（お土産等） 紙・電子

業務スーパー　藤枝緑町店 藤枝市緑町1-7-4 054-647-6666 4.コンビニ・スーパー 紙

V・drug藤枝緑町店 藤枝市緑町2-1-32 054-645-6677 3.小売（お土産等） 紙・電子


