
Ａ券のみ使用可

(株)清水屋 藤枝市音羽町2-12-5 肥料・農薬販売

東海道写楽 藤枝青島店 藤枝市上青島239-1 お持ち帰り寿し 山口糀店 藤枝市大手1-27-21 糀小売店

甘栄堂 藤枝市本町2-1-32 菓子製造販売

おおくにや（菓心） 藤枝市青木3-1-13 菓子製造販売 コットンベール 藤枝市青木1-12-14 婦人服・小物販売

おきせ金つば本舗 藤枝市藤枝4-2-8 菓子製造販売 マニア＆クラロス 藤枝市駅前1-3-22 婦人服販売

菓子司　飛騨 藤枝市郡1-7-1 菓子製造販売 タイカツ堂 藤枝市本町1-5-28 用品販売

菓子処　保月 藤枝市前島1-10-25 菓子製造販売 学校制服のげんじ 藤枝市田沼4-5-15 用品販売

フォンテーヌ府中屋 藤枝市本町3-5-4 菓子製造販売 鈴木洋品店 藤枝市駅前1-9-15 用品販売

紅家 藤枝市藤枝4-1-9 菓子製造販売 テーラートミヤ 藤枝店 藤枝市瀬古2-22-2 用品販売

シラハタ製菓 藤枝市高柳1595-5 菓子製造販売 村友洋装店 藤枝市本町2-5-2 衣料・小物販売

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 泉屋呉服店／泉屋アラマーリ 藤枝市本町3-6-9 呉服・婦人服販売

パティスリー ミラベル 藤枝市東町2-13 洋菓子製造販売 きものの長谷川 藤枝市本町2-5-1 呉服等販売

レ・トゥーヌソル 藤枝市大洲4-13-58 洋菓子店 横井呉服店 藤枝市志太3-6-21 呉服等販売

マルヨ渡辺青果店 藤枝市駅前1-11-4 青果店 着物リサイクル正助さん 藤枝市本町2-6-4 着物リサイクル

(株)大正亭 藤枝市本町2-5-11 精肉販売 婦人靴･バック 遠州屋 藤枝市本町2-4-24 靴・バッグ販売

福光 藤枝市前島3-11-23 魚店 ふじえだ藍の店／内田陶器 藤枝市本町1-8-12 陶器・雑貨

(株)志太泉酒造 藤枝市宮原423-22-1 酒類販売 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

酒の奥洲屋 藤枝市本町2-6-13 酒類販売

初亀醸造(株) 藤枝市岡部町岡部744 酒類販売 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

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 (有)トミオカ 藤枝市藤枝2-3-36 家電販売店

酒やビック 藤枝青葉町店 藤枝市青葉町4-3-2 酒類販売 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

酒やビック 藤枝店 藤枝市志太1-5-31 酒類販売 (有)山下ラジオ店 藤枝市下之郷115 家電販売店

エピスリー芒種 藤枝市駅前3-18-1 渋谷ビルB ワイン・食材販売 三協電器 藤枝市郡1-5-47 家電販売店

秋田屋 藤枝市藤枝4-1-9 食品販売(惣菜･味噌・乾物等)

富士食材(株) 藤枝市岡出山3-15-10 製菓材料販売 泉屋化粧品店 藤枝市本町2-5-3 化粧品販売

食彩STATIONランナー 藤枝市茶町4-11-6 惣菜･パン･食品等販売 アイビー化粧品 静岡第３販社 藤枝市青木2-2-12 化粧品販売

ブランジェ 甘清堂 藤枝市本町2-4-30 パン製造･販売 コンタクトアカデミー 藤枝市前島1-7-1 FJﾋﾞﾙ2F コンタクトレンズ販売

パンの店　ラパン 藤枝市青木2-27-1 パン販売 京屋薬局 藤枝市田沼1-14-1 薬局

カネカ 柴田園 藤枝市本町1-4-23 茶・スイーツ販売 ほんまち薬局 藤枝市藤枝5-6-35 薬局

真茶園 藤枝市茶町1-10-29 茶・スイーツ販売 赤堀薬局 藤枝市藤枝4-1-2 薬局

ななや藤枝店 藤枝市内瀬戸141-1 茶・スイーツ販売

まるか村松商店 藤枝市藤枝2-6-26 茶・甘味販売 西野クリーニング 藤枝市岡出山3-15-5 クリーニング店

小野製茶(株) 藤枝市藤枝5-12-3 茶販売

加藤茶舗 藤枝市青木1-10-18 茶販売 エステサロン　ソワン 藤枝市田沼3-24-11 エステ

藤栄製茶(株) 藤枝市茶町1-1-11 茶販売 Beauty Gym dolce店 藤枝市駅前3-14-14 エステサロン

まごころ銘茶　松田園 藤枝市駅前2-7-26 茶販売 Beauty Gym na店 藤枝市天王町3-12-5 エステサロン

(株)丸藤一言商店 藤枝市藤枝3-11-10 茶販売 Beauty Gym 藤枝駅南店
藤枝市田沼1-18-1

藤枝駅南しずてつストア２階
エステサロン

家電販売店（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）

理容・美容店・エステ（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

医薬・化粧品小売店（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）

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

　商品券の種類により、使えるお店が異なります。

Ａ券・Ｂ券両方使用可

飲食料品小売店（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）

＜令和３年６月１５日現在 １５７店舗＞

※最新の取扱店舗一覧はホームページに掲載します。



メガネの春田 藤枝市五十海2-4-27 眼鏡販売

プライベートネイルルーム 縁 藤枝市時ケ谷571-52 ネイルサロン 松島時計店 藤枝市藤枝4-1-11 メガネ･時計販売

美容室 P-PLACE 藤枝市田沼3-4-7 美容室 小林時計店 藤枝市本町3-3-28 時計販売

美容室 P-PLACE FACTORY 藤枝市下薮田474 美容室 とうぶんどう工房 藤枝市田沼1-15-8 プリントショップ

PETZ  na 藤枝市天王町3-12-5 美容室 (株)藤枝事務器商会 藤枝市緑町2-2-8 文具販売

PETZ  chocolat 藤枝市駅前3-14-14 美容室 Pet shop hisa 藤枝市築地407-2 ペット用品販売

美容室ジャスミン
藤枝市田沼1-18-1

藤枝駅南しずてつストア２階
美容室 長谷川飼料店 藤枝市駅前2-17-11 ペットフード販売

トシオ美容室 藤枝市田沼1-5-24 美容室 ミシンの三協 藤枝市本町2-4-26 ミシン販売

Glad Hair 藤枝市駅前2-8-11 美容室 藤枝市観光案内所 藤枝市駅前1-1-2 土産･特産物販売

カットハウス　秀 藤枝市岡出山3-12-8 理容店 ＴＫステンドグラス 藤枝市時ケ谷402-5 ステンドグラス材料販売

床屋･美容室Hair & Relax CARE LABEL 藤枝店 藤枝市小石川町3-18-35 床屋･美容室 ホビヨン藤枝店 藤枝市築地539-1 雑貨･玩具･衣料販売

床屋･美容室Hair & Relax CARE LABEL 島田店 藤枝市青南町5-2-56 ｹｱﾚｰﾍﾞﾙﾋﾞﾙ 床屋･美容室 山田乳母車店 藤枝市瀬戸新屋74-2 玩具･育児用品

(株)静岡福祉サービス 藤枝市水守2-1-18 医療・福祉用具販売 (有)原木自動車 藤枝市五十海3-13-16 自動車修理・販売

金龍堂印房 藤枝市藤枝2-3-37 印鑑･ゴム印販売 まるせい自動車(株) 藤枝市高柳2-14-21 自動車整備・販売

小さなはんこや 藤枝市兵太夫1042-5 印章 田邊写真館 藤枝市田沼3-1-5 写真

マスダグリーン(株) 藤枝市清里1-1-1 園芸店 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

(株)立花ガーデン 藤枝市立花1-12-6 園芸店 寺田自然形体研究所 藤枝市高柳1663-1 療術業・整体

秋山木工(株) 藤枝市郡1023-1 家具販売店 Ａ-style 藤枝市五十海1-4-6 ストレッチ専用スタジオ

丸治石油(株) 藤枝市藤枝3-8-23 ガソリンスタンド 志太交通(株) 藤枝市小石川町1-6-11 タクシー

ENEOS駿河台北S.S. 藤枝市瀬古2-22-18 ガソリンスタンド 藤枝グランドボウル 藤枝市下当間652 ボウリング場

ＪＡ大井川シャネン(株) 藤枝給油所 藤枝市青木3-12-7 ガソリンスタンド 藤枝シネ・プレーゴ 藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝4F 映画館

(株)中屋 藤枝市青木3-1-23 ガス･ガス器具販売 (株)藤枝ゴルフクラブ 藤枝市内瀬戸1193 ゴルフ場

相良屋金物店 藤枝市田沼3-1-11 金物･生活用品等販売

マキタ金物店／コレット 藤枝市藤枝3-3-29 金物・ギフト 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

ギフトのかみお 藤枝市藤枝3-5-15 贈答品販売業 業務スーパー 藤枝緑町店 藤枝市緑町1-7-4 食料品販売

贈りもの専門店　コンツナ 藤枝市岡出山2-10-22 ギフト販売 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

リカ―＆ギフト とつか酒店 藤枝市横内73 酒・ギフト小売店 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

ナチュラルエコキューピット 藤枝市志太2-7-8 健康食品販売 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

四季のジャム工房 やまゆスイーツ 藤枝市五十海1-2-3 ジャム小売店 しずてつストア 藤枝高洲店 藤枝市高洲1-13-26 スーパーマーケット

カーテン･じゅうたん王国 新藤枝店 藤枝市内瀬戸527-1 室内装飾品販売 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

小川サイクル 藤枝市藤枝4-2-4 自転車修理･販売 西友 南新屋店 藤枝市南新屋408-4 スーパーマーケット

関川サイクル 藤枝市駅前3-13-26 自転車修理･販売 ヒバリヤ 大洲店 藤枝市大洲2-30-18 スーパーマーケット

アワノサイクル 藤枝市藤枝3-2-29 自転車店 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

田中モータース 藤枝市大東町100 二輪車販売･修理 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

オートバックス藤枝店 藤枝市内瀬戸34-20 カー用品店

ホンダカーズ藤枝東 藤枝市水守1-2-16 自動車販売･修理 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

ホンダカーズ藤枝東 高洲店 藤枝市高洲471-1 自動車販売･修理 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 ドラッグストア

(有)エスプリ 藤枝市上青島409-10 車両･パーツ販売 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

鈴木陶器硝子店 藤枝市本町2-4-25 食器･ガラス販売

藤枝江﨑書店 駅南店 藤枝市高岡1-3-3 書店 ニームズ 藤枝市志太1-6-50 家具販売

藤枝江﨑書店 BiVi店 藤枝市前島1-7-10 BiVi2F 書店 エテルナ藤枝店 藤枝市上青島463-3 靴・バッグ販売

TSUTAYA 藤枝瀬戸新屋店 藤枝市瀬戸新屋213-18 書店・レンタル 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

島屋寝具 藤枝市高洲786-2 寝具･ベッド販売

松村ふとん店 藤枝市本町1-4-35 寝具店

睡眠工房おおいし 藤枝市駅前1-8-10-106 寝具販売

鈴木ふとん店 藤枝市青木1-3-22 寝具販売

スズキ薔薇園 藤枝市駅前2-20-14 生花 バラ販売

フラワーサロンぽえむ
藤枝市駿河台2-17-1

しずてつストア駿河台店内
生花店

パルつちや 藤枝市本町2-7-1 時計･メガネ・宝飾販売

理容・美容店・エステ（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

その他小売店（Ａ券・Ｂ券両方使用可） その他サービス業（Ａ券・Ｂ券両方使用可）

スーパー（Ａ券のみ使用可）

ドラッグストア（Ａ券のみ使用可）

大型専門店（Ａ券のみ使用可）

Ａ券・Ｂ券両方使用可 Ａ券のみ使用可

こちらのPOPが

貼ってあるお店

で使えます！


