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サッカーの街、藤枝ならではの銘菓サッカーエース最中は皆様
に愛される看板商品です。北海道産の小豆をじっくり炊いた
つぶあんがぎっしり入っています。

当社製造の抹茶シーマグリーン入りのクッキー。ほのかな
味わいをお楽しみください。

藤枝が第12回国体の開催地
となり、これを記念して「サッ
カーエース最中」を謹製し、50
年以上親しまれています。

藤枝が第12回国体の開催地
となり、これを記念して「サッ
カーエース最中」を謹製し、50
年以上親しまれています。

サッカー
SOCCER

サッカーエース最中
6個入 670円～ 30個入3,564円

［問］甘栄堂　藤枝市本町2-1-32
［TEL］054-643-2517　　　　 自店お買い求め

サッカーボールクッキー
8枚入 565円

［問］㈱一言　藤枝市茶町2-2-21
［TEL］054-641-0045
　　　　新東名上り藤枝ＰＡ、藤枝市観光協会、自店お買い求め

［問］フォンテーヌ府中屋
藤枝市本町3-5-4  ［TEL］054-641-0359

アピタ藤枝、藤枝市観光協会、
新東名藤枝ＰＡ、自店

お買い求め

藤枝商工会議所推奨品
2015

静岡県 藤枝市

サッカーのまち藤枝と奥洲屋
の歴史にちなんで、地元の
酒蔵（志太泉）の酒をサッ
カーボール型の容器に入れ
ました。

初蹴（吟醸酒）
720㎖2,500円

［問］酒の奥洲屋
藤枝市本町2-6-13　［TEL］054-641-0300

自店お買い求め

藤枝商工会議所推奨品

藤枝おみや
藤枝商工会議所では、昨年にひきつづき藤枝のお土産品とし

てふさわしい商品を認定しました！平成27年度は12事業所か

ら20品目が認定され、藤枝おみやは昨年度の認定品と併せ、

46品目となりました。商品の詳細は各事業所へお問合せくだ

さい。価格は全て税込です。

サッカーエース最中
15個入り 1,782円藤枝の魂…藤魂Ｔシャツ！ これを着てサッカー・野球・

バレーボールetc…スポーツの応援をしよう！

［問］ナチュラルエコキューピット  藤枝市駿河台3-8-15
［TEL］054-644-4970

アデイジュ（藤枝市志太3-1-21）、自店お買い求め

藤魂Tシャツ 2,400円～
藤枝の地で【飴】を造り続けて50年。その甘信堂が藤枝ＭＹＦＣ
さんとコラボして生まれたキャンディです。藤枝産ブルーベ
リーを使った爽やかなお味が大好評です。

［問］㈱甘信堂製菓　藤枝市築地663-1
［TEL］054-641-6582

スーパー富士屋、田子重、静鉄ストア、
アピタ藤枝 他

お買い求め

216円
藤枝MYFCオフィシャル
　サポーターズキャンデイ

フジえ
蓮華寺池公園

蓮華寺池公園
藤まつり

▲ ▲

市制施行60周年記念
藤枝アイドルキャラクター

伝統の藤枝東高サッカー部のロゴをプリントした
ポロシャツです。

藤枝ポロシャツ 2,800円

［問］清水屋スポーツ（株）  藤枝市本町3-6-8
［TEL］054-641-1358 自店お買い求め



スイーツ・フード
SWEETS & FOOD

①プチルージュ①プチルージュ①プチルージュ
糖度9～12度。甘さと旨味の強いミニトマト。糖度9～12度。甘さと旨味の強いミニトマト。糖度9～12度。甘さと旨味の強いミニトマト。

②プチルージュタルト②プチルージュタルト②プチルージュタルト
幻のトマトをふんだんに使ったタルト。幻のトマトをふんだんに使ったタルト。幻のトマトをふんだんに使ったタルト。

③桃蜜とまと③桃蜜とまと③桃蜜とまと

和菓子技術×幻のトマトの新感覚スイーツ。和菓子技術×幻のトマトの新感覚スイーツ。和菓子技術×幻のトマトの新感覚スイーツ。

④フル里（中五）④フル里（中五）④フル里（中五）
しゃりっとした食感とリンゴのような甘さ。しゃりっとした食感とリンゴのような甘さ。しゃりっとした食感とリンゴのような甘さ。

①プチルージュ
糖度9～12度。甘さと旨味の強いミニトマト。

②プチルージュタルト
幻のトマトをふんだんに使ったタルト。

③桃蜜とまと

和菓子技術×幻のトマトの新感覚スイーツ。

④フル里（中五）
しゃりっとした食感とリンゴのような甘さ。

価格
時価

（ひとくちマカロン3種）

①

②

③

④

藤枝産の米に駿河
湾産の桜えびの身
を練り込んだ煎餅
です。

イトヨリ鯛に藤枝産の
抹茶と野菜で作りまし
た。高齢者にも食べや
すく美味しく仕上って
ます（クロレラ入り）。

イトヨリ鯛に藤枝産の
抹茶と野菜で作りまし
た。高齢者にも食べや
すく美味しく仕上って
ます（クロレラ入り）。

イトヨリ鯛に藤枝産の
抹茶と野菜で作りまし
た。高齢者にも食べや
すく美味しく仕上って
ます（クロレラ入り）。

イトヨリ鯛に藤枝産の
抹茶と野菜で作りまし
た。高齢者にも食べや
すく美味しく仕上って
ます（クロレラ入り）。

サイコロ486円  小丸 648円  箱小648円  箱大1,080円
桜えびせんの里（サイコロ・小丸・箱小・箱大）

［問］山喜本舗㈲　藤枝市八幡521-8　［TEL］054-637-9960
県内東名・新東名ＰＡ・ＳＡお買い求め

６個入り800円
茶月夜（お茶しゅうまい）

 ［問］㈲ゑび寿亭　藤枝市高柳1-19-5

［TEL］054-635-3392 　　　　自店お買い求め

抹茶どらやき 10個入り2,268円2,268

 ［問］ ㈱松田商店（真茶園）
藤枝市茶町1-10-29

［TEL］054-641-6228 　　　　自店、Ｗｅｂお買い求め

茶菓ボール 1個 540円茶菓ボール 540

駿河茶漬け3種 1袋 540円駿河茶漬け3種 540

茶菓キューブ（琥珀ゼリー4種）
1個 540円

茶菓キューブ（琥珀ゼリー4種）
540

 ［問］（株）西野商店　藤枝市茶町1-2-17
［TEL］054-641-0041

　　　　新東名上り藤枝PA、自店お買い求め

ミニたいやき 1個60円60
 ［問］ 荼洒落　藤枝市潮65-3

［TEL］054-643-1364 　　　　自店お買い求め

いちご 贈答用（4箱）2,500円～
 ［問］農業組合法人ジャパンベリー

藤枝市青南町2-5-1 ［TEL］054-636-5405
イオン、新東名静岡ＰＡ

焼津さかなセンター
お買い求め

［TEL］054-635-8634 　　　　まんさいかん、ゆらく、自店
［問］柘植龍農園　藤枝市大東町350-29

お買い求め

493円
藤枝 朝ラーメン（乾麺）

［問］藤枝朝ラー文化軒究会
藤枝市藤枝1-4-12  ［TEL］054-641-0537

藤枝市観光協会お買い求め

　 　
ご存知！藤枝朝

ラーメン。つるりと
した喉ごし麺と日本そば
を思わせるさっぱりと
したスープの中華そ

ば、温と冷をセッ
トでどうぞ。

350円
しいたけわさび

12種類の漢方を肥料に加
え、ブルーベリーの持って
いる力を最大限に引き出す
よう栽培しています。

350円
ブルーベリーブルーベリー

（プレザーブスタイルジャム）

［左］サラダ茄子...時価［左］サラダ茄子...時価［左］サラダ茄子...時価［左］サラダ茄子...時価
［右］いちじく...... 時価［右］いちじく...... 時価［右］いちじく...... 時価［右］いちじく...... 時価
［中央］ブルーベリージャム［中央］ブルーベリージャム［中央］ブルーベリージャム［中央］ブルーベリージャム

微生物により土壌環境を整えることで
植物が本来持つ生命力を高めます。

370円

イチゴの美味しさ・甘さを引き出すため、温度・
肥料などをコンピュータで管理。完熟の状態で
収穫しています。

創業２00余年の藤枝の製茶問屋です。　
抹茶の風味を活かすために、甘さを抑えた
抹茶スイーツに仕上げています。

抹茶のほか9種の味が
楽しめます。

藤枝産のお茶と果実を使用した新しい
おせんべいが出来ました。

 ［問］ （有）おたけせんべい本舗　藤枝市藤枝4-1-16　［TEL］054-641-0979
静岡駅キヨスク、焼津グランドホテル、掛川駅これっしか処、自店お買い求め

ブルーベリー

スイーツ煎餅（藍苺・檸檬・抹茶・蜜柑）
各324円324

おたけせんべい
1,000円～5,000円1,000 5,000

東海道の旅人を相手に煎餅を作り始め
て100有余年。米、しょう油、砂糖の自然
の味を大切に
しています。

添加物を使用していない安心
なスイーツとお茶漬けです。

 ［問］紅家　藤枝市藤枝4-1-9　［TEL］054-641-9071 　　　　藤枝市観光協会、自店お買い求め

弥次喜多まんじゅう
756円
弥次喜多まんじゅう
756

東海道名物！

長寿柿 810円長寿柿 810

徳川家康公の長寿に
あやかる長寿柿。

藤幾千代
702円
藤幾千代
702

藤枝市の市花フジの花の
パウダーを使用しています。

純米吟醸酒(藤枝誉富士)の酒粕を
使った大人のキャンデーです。

おとなのキャンデー 酒丸くん 1袋250円250

 ［問］大塚園　藤枝市助宗1655
［TEL］054-641-6325

観光協会、志太泉酒造
ケント（酒店）、清水屋スポーツ、自店

お買い求め

［問］トマト共和国河原﨑農園　藤枝市善左衛門3-23-3
［TEL］054-636-3888　 　　　スーパー田子重お買い求め

小丸も
できました

厳選された国産椎茸とわさびを
障がい者自立センターの皆様が
佃煮に加工しました。

厳選された国産椎茸とわさびを
障がい者自立センターの皆様が
佃煮に加工しました。

志太の浦 1個 270円270

藤枝じまん 1個 130円130

 ［問］ 菓子処 保月　藤枝市前島1-10-25
［TEL］054-635-3367 　　　　自店お買い求め

さっくり
生地にふわ

ふわ餡&抹茶が
ぎっしり！

干し柿を
使い美味しい

餡をつめました

 ［問］おきせ金つば本舗
藤枝市藤枝4-2-8

［TEL］054-641-0379 　　　　自店お買い求め

北海道産の小豆を使用し、
自家製餡として作っています。

五色金つば
5個入り 各120～130円

五色金つば
120～130

梅安草庵（最中） 140円梅安草庵（最中） 140
ば い あ ん  い お り

サ ッ カサ ッ カ

と う み つ



桐はとても軽く、通気
性・防湿性に優れ防虫効
果があります。そして燃
えにくく、火事でも表面
だけ黒く炭化し、中身は
燃えずにそのままの状
態である例が多く、書類
などの貴重品の保存に
最適です。

藤枝小町は、藤枝のお水、藤枝
のお米で作ったオリジナルの
地酒です。地元の酒蔵（杉井酒
造）とコラボしました。

ジャスミンの花のような香りと、まろやかなうま味に加えた
やさしい渋味が特徴の「藤枝かおり」と、地元産茶葉を熟練茶匠
が巧みの技により仕上げた「藤枝めぐみ」。「藤枝くれは」は藤枝
かおりの和紅茶です。

茶・お酒
DRINK

雑貨・民芸品
GOODS

桐製 文庫箱
4,320円

［問］横山タンス店  藤枝市本町4-5-29
［TEL］054-641-3580

藤の花蒔絵風
万年毛筆・多機能ボールペンセット

［問］㈱藤枝事務器商会  藤枝市緑町2-2-8
［TEL］054-641-2080　　　　藤枝市観光協会、自店

駿府楽市・駿府匠宿、掛川駅これっしか処
新東名藤枝ＰＡ、自店

お買い求め

お買い求め

勝草（煎茶100g入）｜1,340円
爽やかな香りとまろやかな味が楽しめる茶処藤枝の逸品です。

藤枝市茶町2-2-21　　　　 自店

［問］（株）一言　［TEL］054-641-0045

［問］㈱松田商店（真茶園）　藤枝市茶町1-10-29［TEL］054-641-6228　　　　自店、Ｗｅｂ

ふじえだ和紅茶｜185円
100%藤枝産の紅茶を使用した、やさしい味の
和紅茶飲料です。

［問］三井農林（株）　［TEL］03-3539-6440

藤枝小町（純米酒）

［問］フレンドショップキリンヤ
藤枝市大洲1-9-13

［TEL］054-635-8210

自店お買い求め

［問］藤枝市茶商工業協同組合　藤枝市堀之内1-10-6
［TEL］054-641-4173　　　　 藤枝市観光協会、市内茶商

藤枝茶3姉妹ティーバッグ
（・藤枝かおり ・藤枝めぐみ ・藤枝くれは）
各540円 1セット1,836円（化粧箱入）

お買い求め

お買い求め お買い求め

日本の伝統工芸-蒔絵。藤枝
市の市花「藤」を上品に描
き、蒔絵独特の色彩と艶や
かさをお届けします。

お買い求め

だるま
［問］藤枝だるま　藤枝市本町1-1-24

［TEL］054-641-1859　　　　自店

創業１７０年、江戸時代から伝統を受け継ぎ、明治の文豪
小泉八雲が愛しただるま。特徴はびんの左右に描かれた

「８の字」です。藤枝ヤラザァ｜4,500円
陶器で作られた恐竜型の香立てです。

［問］OKEIKO Café　［TEL］054-643-3970

藤枝市藤枝1-3-7　　　　自店お買い求め

藤枝ヤラザウルス

万年毛筆／3,888円 ボールペン／3,780円

2015年秋発売予定

720㎖／1,480円
1.8ℓ／2,850円

藤枝市内の老舗「藤枝だるま」さんと、
コラボさせていただいた「藤枝だるま茶」。ぜひどうぞ！

仕上げ技と合組技を駆使して美味しいお茶を作りあげるのが、
我々製茶問屋の仕事。お茶はブレンド（＝合組）することで美味
しいお茶になります。

藤枝だるま茶 100g1,296円
合組つくり茶シリーズ
1,080円～3,240円



〒４２６-００２５  静岡県藤枝市藤枝4丁目7-16　TEL.054-641-2000　FAX.054-643-2000
ホームページ ▼ ▼ http://www.fujieda.or.jp/

※価格はすべて税込価格となっております。  ※掲載品は平成27年10月現在の価格となります。
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藤枝商工会議所 The FUJIEDA Chamber of  Commerce & Industr y


