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店舗名 住所 電話 ジャンル

台所屋  花吉 藤枝市青木1-11-4 054-646-7244 居酒屋

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 カフェその他

かりん 藤枝市青木1-21-29 054-644-4804 居酒屋

大村庵 藤枝市青木1-3-25 054-643-5537 そば

まいどおおきに　藤枝志太食堂 藤枝市青木2-14-14 054-646-8501 和食、食堂

和処 輪さび 藤枝市青木2-3-24　1Ｆ 054-644-0735 和食

日本料理  杉茶寮 藤枝市青木2-35-30 054-641-3117 和食

はれの季  小杉苑 藤枝市青木2-35-30 054-641-3321 和食その他

天丼・天ぷらの店 ゆづ 藤枝市青木2-35-30　小杉苑1Ｆ 080-2643-7488 和食

Lieben rosa 藤枝市青木2-35-30　小杉苑1Ｆ 054-668-9871 カフェ

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 カレー

田中水産 まぐろ部 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル102 054-645-4138 和食その他

和楽たすく 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル104 054-641-0071 和食

小川商店 藤枝市青葉町4-3-2　ライフガーデン102 054-639-5577 洋食

あさひな 藤枝市泉町773-1 054-636-2228 和食

料亭  あずさ 藤枝市稲川1-6-20 054-644-3311 和食

七輪焼鶏すぎ多　稲川本店 藤枝市稲川1-6-37 054-645-2171 和食洋食中華居酒屋その他

串焼Dining 我楽多家 藤枝市駅前1-10-21 054-631-9551 居酒屋

韓国居酒屋  金 藤枝市駅前1-11-21 054-687-8693 居酒屋

大地の居酒屋ぴかいち 藤枝市駅前1-11-9 054-631-7666 和食居酒屋

HULACAFE 藤枝市駅前1-12-13　エローラ1F 054-639-9883 カフェ

遊喜智 藤枝市駅前1-14-10 054-646-9494 和食居酒屋

喫茶タイム 藤枝市駅前1-2-3 054-641-1018 和食洋食

YORiMiCCi 藤枝市駅前1-3-1 054-631-6625 居酒屋

三枝商店 藤枝市駅前1-3-13 054-631-7022 洋食

大庄水産  藤枝店 藤枝市駅前1-3-2　駅前会館ビル1Ｆ 054-644-4031 居酒屋

炭火  ふらっto 藤枝市駅前1-4-6 054-646-0189 居酒屋その他

フジエダバル シン 藤枝市駅前1-4-7　堀内ビル2Ｆ 054-644-3355 洋食

あおいそら。 藤枝市駅前1-5-22　プラザワンビル1F 054-643-5993 居酒屋

USAGI 藤枝市駅前1-5-22　プラザワンビル2Ｆ 054-644-7850 居酒屋

湊や 藤枝市駅前1-5-26 054-639-9004 居酒屋

色彩膳 八っすんば 藤枝市駅前1-6-20　振興組合ビル 054-643-5501 和食居酒屋

ベネチア食堂 藤枝市駅前1-6-25　大石ビル１F 054-643-0840 イタリアン

扇子藤枝店 藤枝市駅前1-6-29　マル万ビル2F 054-646-3357 居酒屋その他
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店舗名 住所 電話 ジャンル

中国料理  芳蘭 藤枝市駅前1-7-13 054-641-5344 中華

祭囃子 藤枝市駅前1-7-23　ロイヤルマンション 054-643-1106 居酒屋

&Sugar＋南瓜 藤枝市駅前1-7-27 054-663-2700 居酒屋

酒とめし  ごほうび 藤枝市駅前1-7-27　キシモトビル2　1F 054-687-8793 和食洋食中華居酒屋その他

焼肉ホルモン酒場１１２９ 藤枝市駅前1-7-9 054-644-9029 居酒屋その他

アグリダイニング　グランマッシュ 藤枝市駅前1-8-10　藤枝ミキネウエスト1Ｆ　104 070-2230-0022 洋食

ジャンケッティ　アラ  イタリアーナ 藤枝市駅前1-8-3　藤枝ミキネ1Ｆ 054-631-6363 洋食

呑み家  鼓童　〜こわっぱ〜  藤枝市駅前1-8-5　杉井ビル1Ｆ 054-645-3522 居酒屋

Blue 藤枝市駅前1-9-13　柴清ビル1F 054-639-7235 洋食その他

和喰感  味杉 藤枝市駅前1-9-6 054-646-1331 和食

スープカレー&カフェ　コモレビ 藤枝市駅前2-12-16 054-643-4449 スープカレー

つげ家 藤枝市駅前2-19-1 054-631-7673 和食

松葉 藤枝市駅前2-3-1 054-644-0714 居酒屋

縁和 藤枝市駅前2-3-3　メゾン琢磨2 054-631-9800 居酒屋

SELECT GARDEN 藤枝市駅前2-7-10 054-646-5710 洋食居酒屋その他

魚時会館  おさかな亭 藤枝市駅前2-7-2 054-641-2130 和食

居酒屋Go-Bowごぼう。 藤枝市駅前2-7-25 054-645-1539 居酒屋

TRESSE 藤枝市駅前2-7-25　2Ｆ 054-646-7107 洋食

えにわカツ萬惣食堂 藤枝市駅前2-8-24　山本ビル1Ｆ 054-639-5878 とんかつ・カレー

たまり場  亜路徒 藤枝市駅前2-8-25 090-4188-1677 居酒屋

おもひで横丁　藤枝市場〜 藤枝市駅前2-8-2　沖ビル1Ｆ 054-646-8877 居酒屋

イタリアンバルALMO 藤枝市駅前2-9-3　曾根ビル1F 054-646-0160 洋食居酒屋その他

遊食酒房    そでしや 藤枝市駅前3-11-29 054-639-7824 和食居酒屋

中華居酒屋ポッコリ 藤枝市駅前3-11-29　北島第3ビル1Ｆ 054-641-6688 中華居酒屋

il Buco 藤枝市駅前3-17-1 054-374-5967 洋食

エピスリー芒種 藤枝市駅前3-18-1　渋谷ビルB 054-689-0526 ワイン

すたんど割烹藤吉郎 藤枝市駅前3-19-21 054-644-7663 和食

肉屋堀もと 藤枝市駅前3-2-7 054-639-5829 焼肉

すし屋の磯吉 藤枝市駅前3-3-13　アンドービル1Ｆ 054-646-3951 和食

うなぎ  あおち 藤枝市駅前3-9-18 054-641-1258 和食

神田寿司 藤枝市駅前3-9-20 054-645-1234 寿司

うなぎや 藤枝市横内163 054-641-5694 和食

ぺんたつ 藤枝市横内988-1 054-641-6347 居酒屋・かつ丼

スプーンフル 藤枝市岡出山1-10-14 054-644-8080 洋食その他

ピスタぎょうざ店 藤枝市岡出山1-14-28 054-646-3009 洋食中華

本格中華  王府 藤枝市岡出山1-16-14 054-639-7313 中華

寿し宏 藤枝市岡出山1-2-29 054-645-0080 和食

そば屋 八兵衛 藤枝店 藤枝市岡出山2-9-27 054-643-6262 そば

喫茶タイム 藤枝市下当間647-1 054-643-1012 カフェ

神谷製餡所 藤枝市郡1-1-3 054-641-1345 和食カフェその他

レストラン  クレソン 藤枝市五十海2-4-15 054-644-5001 洋食

餃子の店  眞ゆみ 藤枝市高岡3-24-14 054-635-3643 餃子

寿づよし 藤枝市高洲1-10-5 054-635-1262 和食

カクタスハウス 藤枝市高洲25-7 054-635-6403 レストラン

蕎麦工房  玄庵 藤枝市高洲32-32 054-636-3223 そば

金寿し呑み処 藤枝市高洲785-1 054-635-6888 居酒屋

しんとみ 藤枝市高洲888-1 054-635-1369 和食居酒屋

ゑび寿亭 藤枝市高柳1-19-5 054-635-3392 和食



店舗名 住所 電話 ジャンル

ラーメンショップ　藤枝店 藤枝市高柳3-29-4 054-636-6369 ラーメン

すろーカフェ　モミの木 藤枝市志太1-6-7 054-645-2723 カフェ

焼肉 牛はる 藤枝市志太2-2-28 054-646-9300 焼肉

石ヶ谷  そば店 藤枝市志太2-9-13 054-644-0787 そば

蕎麦屋神楽  藤枝店 藤枝市志太4-2-10 054-641-1038 そば

日本料理  志太豊 藤枝市志太4-3-18 054-641-0907 和食

カフェ  フジコシ 藤枝市志太5-3-34 054-641-1828 カフェ

ラ  パピージェ 藤枝市若王子1-2-19 054-645-2819 洋食

支那そば  しげもと 藤枝市若王子1-2-34 054-686-2222 ラーメン

あずまそ 藤枝市若王子705-2 054-641-1580 和食

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 和食

Lufus 藤枝市小石川町1-7-34 054-639-5513 カフェ

来来亭  藤枝店 藤枝市小石川町3-10-41 054-646-7716 ラーメン

大久保グラススキー場 藤枝市瀬戸ノ谷11021 054-631-2020 洋食

大久保キャンプ場 藤枝市瀬戸ノ谷11029 054-631-2227 BBQ

たろべえじゅ 藤枝市瀬戸ノ谷12317-1 054-639-0875 和食

中里の庄・和 藤枝市瀬戸ノ谷3768 054-639-0029 和食

居酒屋さいぞう 藤枝市瀬戸新屋115-4 054-641-8872 和食居酒屋

中長 藤枝市青南町2-8-23 054-637-1531 和食その他

808ファクトリーカフェ 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ1F 054-634-0005 カフェ

シェ  サツカワ 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2F 054-634-1523 洋食

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 和食

鉄板焼  花 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2F 054-637-3663 鉄板焼

アルティジャーノ 藤枝市前島2-1-3　1Ｆ 054-625-9249 洋食

カフェ・バロック 藤枝市前島2-1-37　大原ビル2Ｆ 054-636-7022 カフェ

田毎 藤枝市大手1-3-7 054-641-0197 和食

ベーカリーキッチン　こむぎ 藤枝市大洲5-3-16 054-634-3200 洋食その他

岡むら 藤枝市大東町195-1 054-635-0046 居酒屋

This Is Cafe藤枝店 藤枝市築地546ー1 054-639-9695 カフェ

喫茶  葦 藤枝市天王町2-3-36 054-643-2710 カフェ

かねじょう片山魚店 藤枝市天王町2-8-14 054-641-0973 和食

新中華  華花 藤枝市田沼1-15-6 054-689-2339 中華

ビアホールガヴ 藤枝市田沼1-17-39 054-636-7277 洋食

居酒屋 葵 藤枝市田沼1-2-13　駅南落合ビル 201 054-637-0650 居酒屋

安兵衛 藤枝市田沼1-20-2 054-635-1441 和食居酒屋

藤枝四川飯店＆ガーデンズ 藤枝市田沼1-23 054-634-4000 中華

旬彩千味  かわむら 藤枝市田沼1-26-26　BアイランドE号 054-637-2090 和食

すきしゃぶとんかつのかねまる 藤枝店 藤枝市田沼1-28-15 054-636-3200 すきしゃぶ・とんかつ

キャセロール 藤枝市田沼1-28-7 054-637-0336 洋食

ダイドコバル 藤枝市田沼1-3-26　青木ビル3F 054-631-5393 居酒屋

いただき屋 藤枝市田沼1-5-27 054-637-0460 居酒屋

レザンドォール 藤枝市田沼1-5-27　田代パート10 054-636-5986 洋食

とうそん  藤枝店 藤枝市田沼2-22-15 054-635-7131 中華

もん・りーぶる 藤枝市田沼3-12-22 054-637-0828 洋食

楽 藤枝市田沼3-12-5 054-639-5532 居酒屋

わいんづき 藤枝市田沼3-4-25 054-625-7229 居酒屋

發巳藤枝店 藤枝市田沼4-5-1 054-625-8963 中華、担々麺

らぁめん  ちっきん 藤枝市田中2-13-6　ヴィラ田中A-1 054-646-6078 ラーメン
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食事券は２種類、購入方法がそれぞれ異なります。
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店舗名 住所 電話 ジャンル

SOBA笑 藤枝市東町10-25 054-645-1225 そば

遠野 藤枝市藤岡1-22-15 054-643-0359 和食

山内屋 藤枝市藤枝1-5-3 054-641-0641 和食

まるか村松商店 藤枝市藤枝2-6-26 054-643-1280 和食

藤枝はら喜鮨 藤枝市藤枝3-13-5 054-641-8208 寿司

はちぼし酒場 藤枝市藤枝3-2-27 054-641-2468 居酒屋

ゆい吉食堂 藤枝市藤枝4-9-34 080-7081-0804 居酒屋

俺nokitchen 藤枝市藤枝5-20-25 050-3491-1220 居酒屋

低糖質おやつとコーヒーLocco 藤枝市藤枝5-5-23 054-636-7575 カフェその他

藤枝ゴルフクラブ 藤枝市内瀬戸1193 054-641-0055 食堂

岩久  藤枝店 藤枝市南新屋275-11 054-643-9370 そば

中華彩菜 藤枝市八幡290-1 054-644-2002 中華

Cafe to 木造香舎 藤枝市兵太夫188-1 054-635-1710 カフェ

焼肉  ホルべぇ 藤枝市兵太夫531-1 054-636-5211 焼肉

そば処  山善 藤枝市兵太夫626-2 054-635-6892 和食

お好み焼き  くら 藤枝市平島208-1 054-643-5991 お好み焼き

瀬戸谷温泉  ゆらく 藤枝市本郷5437 054-639-1126 定食

助宗食堂 藤枝市本町1-1-2 054-639-9911 洋食

そば処  ますだや 藤枝市本町1-5-11 054-641-0121 そば

本家餃子房  華いち 藤枝市本町2-2-30 054-625-7871 中華

大正亭 藤枝市本町2-5-11 054-641-0316 和食洋食

居酒屋奥洲 藤枝市本町2-6-13 054-641-0005 居酒屋

魚久 藤枝市本町2-6-9 054-641-0214 和食

保護犬カフェ静岡　※ 藤枝市立花1-1-12 054-689-5703 カフェ

ステーキハウス成しま　藤枝店 藤枝市立花2-1-8 054-646-4129 洋食

沼津魚がし鮨  流れ鮨　藤枝店 藤枝市緑町1-2-18 054-646-7515 和食

※静岡県商工会食事券のみご利用できます。★ 藤枝市内登録飲食店で、ご利用されるとさらに10％お得! ★
詳しくは、各店舗にお問合せください。


