
藤枝応援キャンペーン参加店
令和2年12月8日現在

店名及び社名 住所 飲食のカテゴリー

1 玉本屋 藤枝市岡部町玉取1437 和食
2 ファミリー民宿朝比奈 藤枝市岡部町宮島388-1 和食・その他（BBQ）
3 玉露の里 藤枝市岡部町新舟1214-3 和食
4 物産館岡部宿かしばや 藤枝市岡部町岡部817 カフェ
5 つたの屋 藤枝市岡部町岡部1950-1 和食
6 coconomi 藤枝市岡部町岡部817 カフェ
7 ゆとり庵 藤枝市岡部町岡部839-1 和食
8 久よし庵 藤枝市岡部町内谷623-2 和食
9 居酒屋　一文 藤枝市岡部町内谷914-1 居酒屋

10 創菜*岡部宿　五智 藤枝市岡部町内谷1721-7 和食
11 玄人゛ 藤枝市岡部町三輪646-10 和食
12 中華飯店　獅子林 藤枝市横内992-7 中華
13 ぺんたつ 藤枝市横内988-1 居酒屋・その他（食堂）
14 喫茶タイム 藤枝市下当間647-1 カフェ
15 モスバーガー水守店 藤枝市水守1-8-9 カフェ
16 遠野 藤枝市藤岡1-22-15 居酒屋
17 木むら 藤枝市藤岡5-15-14 和食
18 もうもうＢＢＱ 藤枝市潮663 その他（バーベキュウ）
19 株式会社　魚一番 藤枝市八幡173 和食
20 中華彩菜 藤枝市八幡290-1 中華
21 お好み焼　くら 藤枝市平島208-1 その他（お好み焼）
22 DEAREST 3peace 藤枝市平島313-1 カフェ
23 保護犬カフェ静岡 藤枝市立花1-1-12 カフェ
24 ステーキハウス成しま　藤枝店 藤枝市立花2-1-8 洋食
25 支那そば　しげもと 藤枝市若王子1-2-34 その他（らーめん屋）
26 E→F　CURRY　蓮華寺池店 藤枝市若王子1-145-1 その他（カレー）
27 ラ　パピージェ 藤枝市若王子１－２－１９ 洋食
28 日本料理 あずまそ 藤枝市若王子705-2 和食
29 匠とんかつ永田 藤枝市五十海2-4-6 和食（とんかつ）
30 レストラン　クレソン 藤枝市五十海2-4-15 洋食
31 有限会社神谷製餡所 藤枝市郡1-1-3 和食・カフェ
32 広島風お好み焼居酒屋祈り 藤枝市郡1-3-38 居酒屋・その他（お好み焼）
33 料亭田毎 藤枝市大手1-3-7 和食
34 華いち 藤枝市本町2-2-30 中華・餃子
35 株式会社大正亭 藤枝市本町2-5-11 和食
36 居酒屋　奥洲 藤枝市本町2-6-13 居酒屋
37 株式会社魚久 藤枝市本町2-6-9 和食
38 魚宗寿司 藤枝市本町1-8-13 寿司店
39 喫茶　葦 藤枝市天王町2-3-36 カフェ
40 料亭あずさ 藤枝市稲川1-6-20 和食
41 七輪焼鶏すぎ多稲川本店 藤枝市稲川1-6-37 居酒屋
42 ドイツ料理フロイデ 藤枝市茶町2-5-15 洋食
43 有限会社まるか村松商店 藤枝市藤枝2-6-26 その他（大判焼・静岡おでん）
44 山内屋 藤枝市藤枝1-5-3 和食
45 藤枝はら喜鮨 藤枝市藤枝3-13-5 和食
46 居酒屋　山金 藤枝市藤枝4-8-15 居酒屋
47 茶房華蔵 藤枝市藤枝5-6-48 カフェ
48 はちぼし酒場 藤枝市藤枝3-2-27 居酒屋
49 ゆい吉食堂 藤枝市藤枝4-9-34 居酒屋
50 ピスタぎょうざ店（ピスタチオ。） 藤枝市岡出山1-14-28 洋食, 中華
51 本格中華　王府 藤枝市岡出山1-16-14 中華
52 そば屋八兵衛　株式会社 藤枝市岡出山2-9-27 その他（そば・うどん店）
53 寿し宏 藤枝市岡出山1-2-29 和食
54 スプーンフル 藤枝市岡出山1-10-14 洋食
55 沼津魚がし鮨　流れ鮨　藤枝店 藤枝市緑町1-2-18 和食
56 古城村 藤枝市築地1-18-9 中華
57 ランチ堂 藤枝市築地1-8-1 カフェ, ランチ専門店
58 来来亭　藤枝店 藤枝市小石川町3-10-41 中華・その他（ラーメン屋）
59 Ｌｕｆｕｓ 藤枝市小石川町1-7-34 カフェ・その他（レストラン）
60 す五六 藤枝市小石川町2-14-10 居酒屋
61 和喰感　味杉 藤枝市駅前1-9-6 和食
62 祭囃子 藤枝市駅前1-7-23　ロイヤルマンション1階 居酒屋
63 居酒屋Go-Bowごぼう。 藤枝市駅前2-7-25 居酒屋
64 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ウエスト1F 洋食
65 呑み家　鼓童　(旧　地酒を惹きたてる旬の料理屋　榮) 藤枝市駅前1-8-5 居酒屋
66 SELECTGARDEN 藤枝市駅前2-7-10 洋食, 居酒屋
67 酒楽菜祭 藤枝市駅前2-20-25 居酒屋
68 陽まわり 藤枝市駅前1-8-10　105号 居酒屋
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69 ほてい竹 藤枝市駅前2-14-21 和食
70 TRESSE 藤枝市駅前2-7-25　2階 洋食
71 あおいそら。 藤枝市駅前1-5-22 居酒屋
72 cｌｉｐ 藤枝市駅前3-17-9 洋食・居酒屋
73 中国料理　芳蘭 藤枝市駅前1-7-13 中華
74 スープカレー＆カフェ　コモレビ 藤枝市駅前2-12-16 その他（スープカレー）
75 すたんど割烹藤吉郎 藤枝市駅前3-19-21 和食
76 フジエダバル  シン 藤枝市駅前1-4-7　堀内ビル2階 洋食, 居酒屋
77 魚時会館おさかな亭 藤枝市駅前2-7-2 和食
78 大地の居酒屋ぴかいち 藤枝市駅前1-11-9 和食, 居酒屋
79 すし屋の磯吉 藤枝市駅前3-3-13　アンドービル1階 和食・その他（すし屋）
80 E→F　CURRY　藤枝駅前店 藤枝市駅前1-2-1 その他（カレー）
81 旬彩　ひと粋 藤枝市駅前1-16-8 和食
82 うなぎあおち 藤枝市駅前3-9-18 和食・その他（うなぎ）
83 ベジタベルバー兼次郎 藤枝市駅前1-3-17 居酒屋
84 料理処友喜 藤枝市駅前3-2-14 和食
85 ＆Ｓｕｇａｒ+南瓜 藤枝市駅前1-7-27 カフェ・居酒屋
86 橙橙藤枝店 藤枝市駅前1-3-2駅前会館ビル2階 居酒屋
87 いろ榮 藤枝市駅前1-7-21　ダイユービル1階 居酒屋
88 遊食酒房そでしや 藤枝市駅前3-11-29 居酒屋
89 焼肉ホルモン酒場1129 藤枝市駅前1-7-9 居酒屋・その他（焼肉・ホルモン）
90 ＹｏＲｉＭｉｃｃｉ 藤枝市駅前1-3-1 居酒屋
91 色彩膳　八っすんば 藤枝市駅前1-6-20 和食・居酒屋・その他（ラーメン）
92 三枝商店 藤枝市駅前1-3-13 洋食
93 藤枝　鯛小判 藤枝市駅前3-3-8 　アゴラビル1F 和食・酒屋
94 縁和 藤枝市駅前2-3-3　メゾン琢磨2 洋食・居酒屋
95 ベリーニ 藤枝市駅前1-5-22　1-Ｂ その他（オーセンティックバー）
96 il Buco 藤枝市駅前3-17-1 洋食
97 POT 藤枝市駅前1-3-1 北島第二ビル二階 カジュアルバー
98 遊喜智 藤枝市駅前1-14-10 和食, 居酒屋
99 松葉 藤枝市駅前2-3-1 居酒屋

100 湊や 藤枝市駅前1-5-26 居酒屋
101 神田寿司 藤枝市駅前3-9-20 和食・居酒屋・その他（寿司）
102 池田屋 藤枝市駅前1-7-28 居酒屋
103 串焼Dining 我楽多家 藤枝市駅前１－１０－２１ 居酒屋
104 和の心　つげ家 藤枝市駅前2-19-1 和食
105 ジャンケッティ　アラ　イタリアーナ 藤枝市駅前1-8-3 洋食
106 USAGI 藤枝市駅前1-5-22　プラザワンビル2階 居酒屋
107 moheji 藤枝市駅前1-7-25　増尾ビル1F 居酒屋
108 酒彩厨房　玄 藤枝市駅前1-9-1　キョウエイビル1F 居酒屋
109 ベネチア食堂 藤枝市駅前1-6-25　大石ビル1F 洋食
110 酒とめしごほうび 藤枝市駅前1-7-27　キシモトビル2　1Ｆ 居酒屋
111 韓国居酒屋　金 藤枝市駅前1-11-21 居酒屋
112 ガト・ロッホ 藤枝市駅前1-6-29　マル万ビル1Ｆ 洋食
113 エプスリー芒種 藤枝市駅前3-18-1　渋谷ビルB ワイン店内飲食
114 Blue 藤枝市駅前1-9-13 洋食、その他（ダイニングバー）
115 えにわカツ　萬惣食堂 藤枝市駅前2-8-24 和食
116 おもひで横丁　藤枝市場〜 藤枝市駅前2-8-2　沖ビル1F 居酒屋
117 蕎麦蔵 藤枝市駅前3-10-12 その他（そば）
118 小さな酒場Nao 藤枝市駅前1-6-19　キクヤビル203 居酒屋
119 サモワール 藤枝市駅前1-2-1　プラザビル2階 洋食
120 ダイニングバー　カランコロン 藤枝市駅前1-3-13 居酒屋
121 ラーメンショップ島田店 藤枝市上青島656 その他（ラーメン）
122 コメダ珈琲店　藤枝築地店 藤枝市築地527-1 カフェ
123 はれの季　小杉苑 藤枝市青木2-35-30 和食
124 日本料理　杉茶寮 藤枝市青木2-35-30 和食
125 大村庵 藤枝市青木1-3-25 和食
126 カレーハウスCoCo壱番屋　藤枝国一店 藤枝市青木2-9-22 洋食・その他（カレー）
127 らあめん花月嵐　藤枝店 藤枝市青木2-9-7 その他（ラーメン）
128 田中水産　まぐろ部 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル102 その他（まぐろ専門店）
129 輪さび 藤枝市青木2-3-24　1階 和食
130 くるみキッチンプラス＋ 藤枝市青木1－21－12 和食, カフェ
131 火山石焼肉みき 藤枝市青木3-15-2 その他（焼肉）
132 かりん 藤枝市青木1-21-29 居酒屋
133 和楽たすく 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル104 和食
134 天丼天ぷらの店　ゆづ 藤枝市青木2-35-30　小杉苑1階 和食・その他（天丼・天ぷら・そば・甘味）

135 Lieben rosa 藤枝市青木2丁目35-30　小杉苑1階 カフェ・その他（洋菓子店）
136 よしみ 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル101 中華
137 琉球堂写真店 藤枝市青木3-1-16 その他（沖縄料理）
138 ＳＯＢＡ笑 藤枝市東町10-25 和食・その他（そば）
139 有限会社ゑび寿亭 藤枝市高柳1-19-5 和食
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140 ラーメンショップ藤枝（高柳）店 藤枝市高柳3-29-4 その他（ラーメン）
141 御食事処　弁慶 藤枝市高柳4-10-20 和食
142 E→F　CURRY　藤枝高柳店 藤枝市高柳2-6-40 その他（カレー）
143 焼肉ホルベぇ 藤枝市兵太夫531-1 その他（焼肉）
144 そば処山善 藤枝市兵太夫626-2 その他（そば）
145 café　to　木造香舎 藤枝市兵太夫188-1 カフェ
146 麺や虎 藤枝市大新島669-4 中華、その他（ラーメン）
147 岡むら 藤枝市大東町195-1 居酒屋
148 パブリック 藤枝市大東町516-3 洋食
149 彩桜 藤枝市泉町774-7 中華
150 あさひな 藤枝市泉町773-1 和食
151 金寿し呑み処 藤枝市高洲785-1 居酒屋
152 寿づよし 藤枝市高洲1-10-5 和食
153 しんとみ 藤枝市高洲888-1 和食・居酒屋
154 蕎麦工房玄庵 藤枝市高洲32-32 和食
155 くらしき 藤枝市与左衛門18-7 和食
156 和風そば処わらしな 藤枝市大洲4-13-60 和食・その他（そば）
157 ベーカリーキッチンこむぎ 藤枝市大洲5-3-16 洋食・その他（パン屋）
158 餃子専門店白まる 藤枝市善左衛門2-5-5 中華
159 みのわ寿し 藤枝市善左衛門1-18-29 和食・その他（うなぎ）
160 お食事処 まめ 藤枝市善左衛門1-18-24 和食, 洋食
161 レザン　ドォール 藤枝市田沼1-5-27　田代パート20 洋食
162 いただき屋 藤枝市田沼1-5-27 居酒屋
163 ダイドコバル 藤枝市田沼1-3-26　青木ビル3階 居酒屋
164 居酒屋　蛮蛮 藤枝市田沼1-14-20 居酒屋
165 とうそん藤枝店 藤枝市田沼2-22-15 中華・その他（らーめん屋）
166 新中華　華花 藤枝市田沼1-15-6 中華
167 藤枝四川飯店＆ガーデンズ 藤枝市田沼1-23 中華
168 キャセロール 藤枝市田沼1-28-7 洋食
169 旬彩千味かわむら 藤枝市田沼1-26-26　ＢアイランドＥ号 和食
170 安兵衛 藤枝市田沼1-20-2 和食・居酒屋
171 もん・りーぶる 藤枝市田沼3-12-22 洋食
172 The Ale House 藤枝市田沼1-4-12 洋風居酒屋
173 居酒屋葵 藤枝市田沼1-2-13　201号 居酒屋
174 会飯よこ多 藤枝市田沼1-26-1 中華
175 楽 藤枝市田沼3-12-5 居酒屋
176 居酒屋衛門 藤枝市田沼3-6-15 居酒屋
177 ぼくの台所 藤枝市田沼1-17-39　北島新聞堂2階 居酒屋
178 發巳　藤枝店 藤枝市田沼4-5-1 中華
179 そば酒房いしざわ 藤枝市田沼4-14-3 その他（そば屋）
180 エトワール 藤枝市田沼22-22-20　スカイハイツ105 カフェ
181 プルクワ　パ？ 静岡県藤枝市田沼3-1-37 カフェ
182 小川商店 藤枝市青葉町4-3-2　ライフガーデン102 洋食・その他（ハンバーグ）
183 モスバーガー藤枝店 藤枝市青葉町5-1-25 洋食・その他（ハンバーガーなど）
184 ふじの坊　㐂膳　藤枝 藤枝市前島1-1818　ASTY藤枝1F 居酒屋
185 くずし懐石　はなせ 藤枝市前島1-10-17 和食
186 鉄板焼　花 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2階 鉄板焼
187 春団治 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2Ｆ お好み焼き
188 利右ェ門 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2Ｆ 和食
189 808ファクトリーカフェ 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ1Ｆ カフェ
190 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 和食
191 シェ サツカワ 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2F 洋食
192 京昌園 藤枝駅南口店 藤枝市前島1-1818  アスティ藤枝2F 焼肉
193 artigiano 藤枝市前島2-1-3 洋食・居酒屋
194 ダイニングバー　桃 藤枝市前島1-7-50-3F 居酒屋・その他（おばんざいダイニング）
195 遊酒　花房 藤枝市前島2-1-1 居酒屋
196 サンクチュアリ 藤枝市前島2-6-6 洋食, カフェ
197 コメダ珈琲店　藤枝駅南店 藤枝市前島1-2-1 カフェ
198 有限会社寿し幸志太支店 藤枝市志太1-2-8 寿司飲食
199 カフェ　フジコシ 藤枝市志太5-3-34 カフェ
200 石ケ谷そば店 藤枝市志太2-9-13 和食・その他（そば）
201 すろーカフェ　モミの木 藤枝市志太1-6-7 カフェ
202 日本料理　志太豊 藤枝市志太4-3-18 和食
203 焼肉　牛はる 藤枝市志太2-2-28 その他（焼肉）
204 千代春 藤枝市志太3-10-26 和食
205 村松珈琲店 藤枝市水上119－4 カフェ
206 博多天ぷら専門店　織田 藤枝市水上210-34 和食
207 居酒屋さいぞう 藤枝市瀬戸新屋115-4 和食, 居酒屋
208 まぜもぜ　空 藤枝市内瀬戸1385-12 和食
209 カクタスハウス 藤枝市高洲25-7 イタリアン
210 珈琲苑　まほろば 藤枝市瀬古2-22-15 カフェ
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藤枝応援キャンペーン参加店
令和2年12月8日現在

211 細島屋藤枝 藤枝市谷稲葉122-1 和食
212 中里の庄・和 藤枝市瀬戸ノ谷3768 和食
213 たろべえじゅ 藤枝市瀬戸ノ谷12317-1 その他（自然食）
214 大久保グラススキー場 藤枝市瀬戸ノ谷11021 洋食
215 大久保キャンプ場 藤枝市瀬戸ノ谷11029 カフェ、その他（ バーベキュー）
216 瀬戸谷温泉ゆらく 藤枝市本郷5437 和食・洋食
217 食事処幸之松 藤枝市本郷1956 和食
218 鳥郷 藤枝市下薮田376-1 居酒屋
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