
ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

NO 登録店名 所在地 業種

1 Ｂｌｕｅ 藤枝市駅前1-9-13 飲食

2 Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｃａｆｅ藤枝店 藤枝市築地546-1 飲食

3 有限会社　月うさぎ　料亭あずさ 藤枝市稲川1-6-20 飲食

4 火山石焼肉　みき 藤枝市青木3-15-2　103 飲食

5 金寿し呑み処 藤枝市高洲785-1 飲食

6 さかなや道場　藤枝駅南店 藤枝市前島1-7-56　あおしまビル1階 飲食

7 焼肉ホルベぇ 藤枝市兵太夫531-1 飲食

8 麺や　虎 藤枝市大新島669-4 飲食

9 Ｃａｆｅ　ｔｏ　木造香舎 藤枝市兵太夫188-1 飲食

10 ＳＯＢＡ笑 藤枝市東町10-25 飲食

11 藤枝茶カフェＫＡＲＥＮ 藤枝市駅前1-13-22 飲食

12 うた笑もん 藤枝市田沼3-8-1 カラオケスナック

13 TRESSE 藤枝市駅前2-7-25　2階 飲食

14 スナック　豊子 藤枝市小石川町1-6-8 飲食

15 居酒屋　奥洲 藤枝市本町2-6-13 飲食

16 遠野 藤枝市藤岡1-22-15 飲食

17 和処　輪さび 藤枝市青木2-3-24　1階 飲食

18 カレーの店　たまねぎ 藤枝市緑町1-7-12 飲食

19 株式会社　大正亭 藤枝市本町2-5-11 飲食

20 潮生館 藤枝市志太600-2-2 旅館

21 カレーハウスCoCo壱番屋　藤枝国一店 藤枝市青木2-9-22 飲食

22 pub23 藤枝市駅前3-13-1 飲食

23 もん・りーぶる 藤枝市田沼3-12-22 飲食

24 中国料理　芳蘭 藤枝市駅前1-7-13 飲食

25 スタンド割烹　藤吉郎 藤枝市駅前3-19-21 飲食

26 ステーキハウス　成しま 藤枝市立花2-1-8 飲食

27 そば処　戸隠　藤枝店 藤枝市岡出山3-1-3 飲食

28 料亭　田毎 藤枝市大手1-3-7 飲食

29 葦 藤枝市天王町2-3-36 飲食

30 来来亭　藤枝店 藤枝市小石川町3-10-41 飲食

31 USAGI 藤枝市駅前1-5-22　プラザワンビル2階 飲食

32 餃子の店　眞ゆみ 藤枝市高岡3-24-14 飲食

33 楽 藤枝市田沼3-12-5 飲食

34 il　Buco 藤枝市駅前3-17-1 飲食

35 カラオケスナック　幸 藤枝市下青島33 飲食

36 天丼・天ぷらの店　ゆづ 藤枝市青木2-35-30　小杉苑1階 飲食

37 はれの季　小杉苑 藤枝市青木2-35-30 飲食

38 和楽　たすく 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル104 飲食

39 そでしや 藤枝市駅前3-11-29 飲食

40 台所屋　一軒目 藤枝市駅前1-2-5 飲食

41 お好み焼き　くら 藤枝市平島208-1 飲食

42 岩久　藤枝店 藤枝市南新屋275-11 飲食

43 レザンドォール 藤枝市田沼1-5-27 飲食

44 有限会社　まるか村松商店 藤枝市藤枝2-6-26 飲食

45 えふ 藤枝市駅前1-10-5 飲食

46 ラウンジ水樹 藤枝市駅前2-7-23　琢磨ビル2階 飲食

47 魚友 藤枝市大手1-29-1 仕出

48 安兵衛 藤枝市田沼1-20-2 飲食

飲食・宿泊業
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49 世蓮 藤枝市田沼1-2-13　落合ビル2階 飲食

50 有限会社　モミの木 藤枝市志太1-6-7 カフェ
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51 石ケ谷そば店 藤枝市志太2-9-13 飲食

52 新東名藤枝PA上り 藤枝市中ノ合616-2-1 小売・飲食

53 ボディアンドソウル 藤枝市田沼3-4-7 飲食

54 蕎麦工房　玄庵 藤枝市高洲32-32 飲食

55 ゆい吉 藤枝市藤枝4-9-34 飲食

56 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1階 飲食

57 古城村 藤枝市築地1-18-9 飲食

58 魚久 藤枝市本町2-6-9 飲食

59 串焼Dining　我楽多家 藤枝市駅前1-10-21 飲食

60 喫茶　タイム 藤枝市駅前1-2-3 飲食

61 神田寿司 藤枝市駅前3-9-20 飲食　

62 ひらい 藤枝市駅前3-8-14 飲食

63 藤枝　鯛小判 藤枝市駅前3-3-8 飲食

64 藤枝からあげ 藤枝市高洲1-14-11 飲食

65 新中華　華花 藤枝市田沼1-15-6 飲食

66 株式会社　とうそん 藤枝市田沼2-22-15 飲食

67 花いちもんめ 藤枝市田沼2-22-20　田沼スカイハイツ101 飲食

68 呑み喰い処　さとう 藤枝市田沼3-6-2 飲食

69 いただき屋 藤枝市田沼1-5-27 飲食

70 古民家カフェ　ぶらり 藤枝市大新島287 飲食

71 旬彩千味　かわむら 藤枝市田沼1-26-26 飲食

72 スナック雅 藤枝市瀬戸新屋171-1 飲食

73 割烹料理　うなぎや 藤枝市横内163 飲食

74 日本料理　志太豊 藤枝市志太4-3-18 飲食

75 そば処　山善 藤枝市兵太夫626-2 飲食

76 華いち 藤枝市本町2-2-30 飲食

77 スナック　Ｉｃｈｉ 藤枝市駅前2-7-24 飲食

78 はちぼし酒場 藤枝市藤枝3-2-27 飲食

79 ほてい竹 藤枝市駅前2-14-21 飲食

80 八っすんば 藤枝市駅前1-6-20 飲食

81 遊酒　花房 藤枝市前島2-1-1 飲食

82 博多天ぷら専門店　織田 藤枝市水上210-34 飲食

83 旬彩　玄人 藤枝市岡部町三輪646-10 飲食

84 橙橙　藤枝店 藤枝市駅前1-3-2　駅前会館ビル2階 飲食

85 ジャンケッティアライタリアーナ 藤枝市駅前1-8-3 飲食

86 アバンティ 藤枝市青葉町4-3-6　ライフガーデン103 飲食

87 味鶴楼 藤枝市時ケ谷399-26 飲食

88 ホテルオーレ 藤枝市前島1-3-1 ホテル

89 スプーンフル 藤枝市岡出山1-10-14 飲食

90 厨人の隠れ房 藤枝市田沼1-19-7 飲食　

91 スナック　あい 藤枝市青木1-2-17 飲食

92 レストラン　シェ　サツカワ 藤枝市前島1-3-1 飲食

93 カラオケスナック　ほんわか 藤枝市駅前1-10-6　KISHIMOTOビル1階 飲食

94 藤枝　あおいそら。 藤枝市駅前1-5-22 飲食

95 ラ　パピージェ 藤枝市若王子1-2-19 飲食

96 ＆シュガー+南瓜 藤枝市駅前1-7-27 飲食

97 大庄水産　藤枝店 藤枝市駅前1-3-2　駅前会館ビル1階 飲食

98 鶏貴族　藤枝店 藤枝市駅前1-2-3　合月ビル1階 飲食

99 MYフレンド 藤枝市青木3-6-1 飲食

100 千代春 藤枝市志太3-10-26 飲食
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101 ローズティファニー 藤枝市青木2-6-6 飲食

102 ぺんたつ 藤枝市横内988-1 飲食

103 鈴蘭 藤枝市駅前3-8-15 飲食

104 ファミリー民宿　朝比奈 藤枝市岡部町宮島390 レジャー施設

105 玉本屋 藤枝市岡部町玉取1437 飲食

106 池野屋 藤枝市岡部町新舟994-1 飲食・仕出し

107 うお鶏　藤枝店 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2階 飲食

108 魚がし鮨　藤枝駅南口店 藤枝市前島1-3-1 飲食

109 おもひで横丁　藤枝市場～ 藤枝市駅前2-8-2 飲食

110 えにわカツ　萬惣食堂 藤枝市駅前2-8-24 飲食

111 焼肉ホルモン酒場1129 藤枝市駅前1-7-9 飲食

112 中華居酒屋　ポッコリ 藤枝市駅前3-11-29　1階 飲食

113 沼津魚がし鮨　藤枝流れ店 藤枝市緑町1-2-18 飲食

114 鉄板焼　覚上 藤枝市駿河台3-6-23 飲食

115 ＹｏＲｉＭｉｃｃｉ 藤枝市駅前1-3-1 飲食

116 カフェ・バロック 藤枝市前島2-1-37　大原ビル　2階 飲食

117 發巳　藤枝店 藤枝市田沼4-5-15 飲食

118 コメダ珈琲藤枝駅南店 藤枝市前島1-2-1　オーレ藤枝　1階 飲食

119 縁カフェ　天神森 藤枝市岡部町新舟1310-15 食堂

120 ゆとり庵 藤枝市岡部町岡部839-1 飲食

121 中長 藤枝市青南町2-8-29 飲食

122 広島風お好み焼　居酒屋祈り 藤枝市郡1-3-38 飲食

123 トラットリア　ウンベラータ 藤枝市田沼1-17-1　1Ａ 飲食

124 魚時会館　おさかな亭 藤枝市駅前2-7-2 飲食

125 いろ榮 藤枝市駅前1-7-21 飲食

126 陽まわり 藤枝市駅前1-8-10　105号 飲食

127 松葉 藤枝市駅前2-3-1 飲食

128 Panini　Café　TĀTA 藤枝市駅前3-4-1　WELLSEEビルB1 飲食

129 藤枝はら㐂鮨 藤枝市藤枝3-13-5 飲食

130 ぼくの台所　～藤枝家～ 藤枝市田沼1-17-39　北島新聞堂2階 飲食

131 祭囃子 藤枝市駅前1-7-23　ロイヤルマンション1階 飲食

132 本格中華　王府 藤枝市岡出山1-16-14 飲食

133 OKEIKO　café 藤枝市藤枝1-3-7 飲食

134 E→F　CURRY　藤枝駅前店 藤枝市駅前1-2-1 飲食

135 E→F　CURRY　藤枝高柳店 藤枝市高柳2-6-40 飲食

136 E→F　CURRY　蓮華寺池店 藤枝市若王子1-145-1 飲食

137 フジエダバル　シン 藤枝市駅前1-4-7　堀内ビル　2階 飲食

138 有限会社　山内屋 藤枝市藤枝1-5-3 飲食

139 静岡ジビエ／尾州真味屋総本舗 藤枝市緑町2-2-21 飲食

140 SELECT　GARDEN 藤枝市駅前2-7-10 飲食

141 ピスタぎょうざ店 藤枝市岡出山1-14-28 飲食

142 たんぽぽ 藤枝市本町2-6-5 サービス

143 民宿　美よし 藤枝市岡部町宮島666-1 民宿

144 NORI 藤枝市時ケ谷864-3 飲食

145 手づくりの　人人 藤枝市岡部町岡部116-9 飲食

146 きくや旅館 藤枝市岡部町内谷597-3 旅館

147 居酒屋　一文 藤枝市岡部町内谷914-1 飲食

148 和風そば処　わらしな 藤枝市大洲4-13-60 飲食

149 ドイツ料理　フロイデ 藤枝市茶町2-5-15 飲食

150 ダイニングバー桃 藤枝市前島1-7-50　3階 飲食
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151 イタリアンバル　ALMO 藤枝市駅前2-9-3 飲食

152 居酒屋　Ｇｏ－Ｂｏｗごぼう。 藤枝市駅前2-7-25　2階 飲食

153 ル・ポティロン 藤枝市前島2-15-6 飲食

154 呑み家　鼓童～こわっぱ～ 藤枝市駅前1-8-5 飲食

155 すし屋の磯吉 藤枝市駅前3-3-13　アンドービル1階 飲食

156 酒とめし　ごほうび 藤枝市駅前1-7-27　キシモトビル1階 飲食

157 藤枝パークインホテル 藤枝市駅前2-12-16 ホテル

158 志那そば　しげもと 藤枝市若王子1-2-34 飲食

159 スープカレー＆カフェ コモレビ 藤枝市駅前2-12-16 飲食

160 てんくう藤枝駅南店 藤枝市田沼1-2-16 飲食

161 ＣＡＦＥ　ＫＩＲＡＲＩＲＡ 藤枝市下之郷1379-6 飲食

162 低糖質おやつとコーヒー　Locco 藤枝市前島1-4-8 飲食

163 そば酒房いしざわ 藤枝市田沼4-14-3 飲食

164 居酒屋　葵 藤枝市田沼1-2-13 飲食

165 七輪焼鶏　すぎ多　稲川本店 藤枝市稲川1-6-37 飲食

166 さくら庵 藤枝市八幡663-5 仕出し

167 寿づよし 藤枝市高洲1-10-5 飲食

168 そば処　ますだや 藤枝市本町1-5-11 飲食

169 アルティジャーノ 藤枝市前島2-1-3 飲食

170 美はし 藤枝市岡部町岡部30 飲食

171 薬膳　KuraraⅡ 藤枝市岡部町岡部868-14 飲食

172 みどりや食堂 藤枝市岡部町内谷802-1 飲食

173 縁和 藤枝市駅前2-3-3　メゾン琢磨2　103・104号室 飲食

174 ハーブレストラン　パブリック 藤枝市大東町516-3 飲食

175 かりん 藤枝市青木1-21-29 飲食

176 しんとみ 藤枝市高洲888-1 飲食

177 会飯よこ多 藤枝市田沼1-26-1 飲食

178 酒楽菜祭 藤枝市駅前2-20-25 飲食

179 French Knot 藤枝市寺島365-10 飲食・小売り

180 創菜*岡部宿　五智 藤枝市岡部町内谷1721-7 飲食業

181 キャセロール 藤枝市田沼1-28-7 飲食業

182 鉄板焼　花 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ2階 飲食業

183 DEAREST 藤枝市平島313-1 飲食

184 まいどおおきに藤枝志太食堂 藤枝市青木2-14-14 飲食店

185 八芳苑 藤枝市青南町2-7-7 飲食業

186 藤枝四川飯店＆ガーデンズ 藤枝市田沼1-23 飲食店

187 酒処KOZOU 藤枝市駅前1-6-19　喜久屋ビル204 飲食業

188 フジエダウッシーナ　マルチダバーガー 藤枝市前島2-1-5　1階東　2階 飲食

189 TSUDOI 藤枝市駅前1-11-21 飲食

190 わいんづき 藤枝市田沼3-4-25 飲食店

191 俺no kitchen 藤枝市藤枝5-20-24 飲食店

192 居酒屋　金 藤枝市駅前1-11-21 飲食

193 SKAT 藤枝市駅前1-7-27キシモトビル2階 スナック

194 Baum薫　ばあむくん 藤枝市下当間377-1 飲食

195 炭火焼きレストランさわやか　藤枝築地店 藤枝市築地520-1 飲食

196 居酒屋あゆ 藤枝市駅前1-7-14 飲食業

197 丼丸一幸藤枝五十海店 藤枝市五十海2-4-29 飲食業

198 三枝商店 藤枝市駅前1-3-13 飲食

199 藤枝パン教室　縁 藤枝市大洲4-13-1 飲食業

200 you me 縁 藤枝市駅前1-3-2　駅前会館ビル2F 飲食
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201 五鱗 藤枝市駅前1-10-6　1F 飲食店

202 備長炭焼鳥鳥しげ 藤枝市青木1-21-29 飲食

203 中華料理　福盛 藤枝市瀬古2-23-2 飲食店

204 居酒屋　衛門 藤枝市田沼3-6-15 飲食業

205 クラブGiGi 藤枝市駅前2-7-27　フジイビル１Ｆ 飲食業

206 Club Fairy 藤枝市駅前2-7-3　アライビル１Ｆ 飲食業

207 Club 09 藤枝市駅前1-5-22　プラザワンビル１Ｆ 飲食業

208 Forty-five 藤枝市駅前1-6-19　キクヤビル２Ｆ 飲食業

209 ナチュラルダイニングアキサダ 藤枝市駅前1-5-22　プラザワンビル１Ｆ 飲食業

210 助宗食堂 藤枝市本町1-1-2

211 串げん 藤枝市兵太夫1039-1 飲食業

212 オリーブ 藤枝市駅前2-20-25（１Ｆ西） 飲食

213 米米倶楽部 藤枝市藤岡1-22-13 飲食業

214 Petitbarella 藤枝市駅前1-8-5 飲食

215 小川商店 藤枝市青葉町4-3-2ライフガーデン102 飲食店

216 QUEEN BEE 藤枝市本町2-8-40　セリーズビル１Ｆ 飲食

217 居酒屋こぐま 藤枝市駅前3-13-1　北島テナントＢ号 飲食店

218 白馬 藤枝市駅前2-5-2　正樹ビル１Ｆ 飲食

219 夜上海 藤枝市駅前2-7-15 食堂

220 くうぼう 藤枝市藤枝3-14-1 飲食店

221 居酒屋ぺちゃくちゃ 藤枝市駅前3-2-13 飲食業

222 ローゼ 藤枝市前島1-7-50 飲食店

223 Club JUNO 藤枝市駅前2-8-1　スズビル２Ｆ 社交飲食

224 ありがたや 藤枝市田沼1-1-15　１Ｆ 食堂

225 丸味 藤枝市本町2-8-40 飲食業

226 森下そば店 藤枝市茶町4-19-1 飲食業

227 食道園 藤枝市藤枝5-10-11 飲食

228 パブチャンス 藤枝市大洲1-6-25 飲食店・パブ

229 餃子の美幸 藤枝市築地1-13-17 飲食業

230 ＴＧＦ 藤枝市駅前2-5-2　正樹ビル１Ｆ 飲食

231 焼旨　藤枝店 藤枝市茶町4-19-2 飲食

232 一心 藤枝市瀬戸新屋33-5 飲食業

233 夢さくら 藤枝市本町1-6-11 飲食業

234 ヤマメの里梅園 藤枝市滝沢3259-1 食堂

235 カラオケ喫茶さっちゃん 藤枝市大東町481　レインボー２ 食堂

236 ALLURE 藤枝市駅前2-8-8　石川ビル1F 社交飲食店

237 Elegant 藤枝市駅前2-7-27　藤井ビル2F 社交飲食店

238 trad～温故知新～ 藤枝市駅前1-9-16 飲食業

239 リストランテイルチェントロ 藤枝市前島2-1-2 飲食業

240 居酒屋千 藤枝市駅前1-8-8 飲食

241 g.Jade 藤枝市駅前1-7-21　ダイコービル201 飲食

242 スナックここ 藤枝市岡出山1-7-15 飲食業

243 Ｒ&A 藤枝市駅前2-7-10　鈴掛ビル2階 飲食

244 銀の鈴 藤枝市上薮田76-27 飲食

245 居酒屋JIRO 藤枝市前島2-1-5　村田ビルB 飲食

246 スナック　レガンス 藤枝市茶町4-19-1 スナック飲食店

247 スナックCoo 藤枝市駅前1-10-6　2F 飲食店

248 The Ale House 藤枝市田沼1-4-12 飲食

249 スナックYOU 藤枝市中ノ合25-2 飲食業

250 うなぎあおち 藤枝市駅前3-9-18 飲食業
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251 YHWH 藤枝市駅前3-13-29 飲食店

252 レストラン　クレソン 藤枝市五十海2-4-15 飲食

253 ぱぶはうす　Wink 藤枝市駅前2-3-3　メゾン琢磨101 飲食業

254 池めん　岡部店 藤枝市岡部町内谷641-3 飲食店

255 BBQハウス　シャンパーラー 藤枝市岡部町玉取1095-5 飲食業

256 金太 藤枝市岡部町宮島459-5 飲食店

257 茶酒落 藤枝市潮65-3 飲食業

258 Moon Star 藤枝市駅前3-4-1　WELLSEEビル2F 飲食店

259 みんなの時間 藤枝市本町2-4-4 飲食店

260 若菜 藤枝市天王町2-10-2 居酒屋

261 阿同珈琲店 藤枝市音羽町3-1-8 飲食業

262 もうもうBBQ 藤枝市潮663 飲食業

263 慶長 藤枝市瀬古2-22-11 飲食

264 どんとこい藤枝 藤枝市青木1-17-20 飲食

265 カラオケスナック　ドレミ 藤枝市堀之内1-6-9 飲食業

266 押切みっちゃん 藤枝市下薮田141-2 飲食店

267 鳥郷 藤枝市下薮田376-1 飲食業

268 韓国料理K 藤枝市田沼1-26-26　B・アイランド1F　A 飲食店

269 美香 藤枝市立花1-5-9 飲食

270 八宝園 藤枝市五十海4-13-13 飲食

271 イタリア軒 藤枝市青木2-2-10 飲食店

272 ニュースタッフ 藤枝市五十海4-12-15 飲食

273 呑処luna 藤枝市天王町2-10-3 飲食

274 Zowie 藤枝市駅前1-2-1　シティハウス2F 飲食

275 ピースフルドッグ 藤枝市駅前2-3-3　メゾン琢磨102 飲食

276 珈路 藤枝市瀬戸新屋171-1 飲食業

277 居酒屋泉屋 藤枝市駅前1-3-5 飲食業

278 よし美1961 藤枝市駅前1-2-1 飲食店　食堂

279 ビアレストラン　ウッドベル 藤枝市本町1-5-29 飲食

280 末弘 藤枝市本町2-8-40 飲食業

281 いこい 藤枝市仮宿1511-2 カラオケ喫茶

282 ショーミー 藤枝市駅前2-7-3 キャバレー

283 愛花 藤枝市本町2-8-40 飲食業

284 猫カフェいろり 藤枝市駅前2-8-10　富山ビル1F 飲食店

285 清加和 藤枝市藤枝4-8-3 居酒屋

286 角竹 藤枝市天王町3-2-4 飲食

287 コモエスタ 藤枝市善左衛門3-4-3 飲食業

288 善蔵よしくら 藤枝市田沼1-3-17 飲食業

289 風車 藤枝市駅前1-7-15 飲食

290 花たば 藤枝市駅前2-10-2 飲食

291 エリート 藤枝市駅前2-8-4 飲食店

292 あんず 藤枝市岡部町内谷　町民センター前 飲食業

293 よし美　大洲店 藤枝市大洲5-4-17 飲食業

294 華鳥風月 藤枝市藤枝4-2-1 飲食店

295 クラブパピヨン 藤枝市駅前1-7-14　すずろくビル2F 社交飲食店

296 カラオケスナック　Ｊ 藤枝市時ヶ谷480-5 飲食業

297 遊酒　岡むら 藤枝市大東町195-1 飲食

298 葛 藤枝市駅前1-5-22 飲食業

299 獅子林 藤枝市横内992-7 飲食

300 つたの屋 藤枝市岡部町岡部1950-1 食堂
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301 居酒屋ほっぺ 藤枝市駅前1-7-21 飲食

302 Double M 藤枝市下青島4-11 喫茶店

303 ダイニングバーA 藤枝市駅前2-8-10　富山ビル2F 飲食業

304 とんかつ小山 藤枝市上薮田112-5 飲食

305 炭火　ふらっto 藤枝市駅前1-4-6 飲食業

306 さかえ庵 藤枝市茶町4-19-1 飲食

307 志那そば処　麦 藤枝市田中3-6-10 飲食店

308 喫茶　タイム 藤枝市下当間647-1 喫茶

309 Secret 藤枝市駅前1-7-14　すずろくビル3F　302 キャバクラ

310 VOGUE 藤枝市駅前1-7-14　すずろくビル3F　301 キャバクラ

311 豚骨屋すぎ多藤枝駅前 藤枝市駅前1-2-1　1F中央 飲食

312 喫茶の坩堝 藤枝市五十海1-4-7 飲食業

313 スナック　パヒューム 藤枝市藤枝4-6-16 飲食業

314 y'z-café 藤枝市郡1-10-26 飲食

315 （株）魚一番 藤枝市八幡173 飲食業

316 みちくさ 藤枝市大洲1-11-36 カラオケスナック

317 みどり寿司 藤枝市郡1-7-24 飲食店

318 ラウンジ栞 藤枝市前島1-9-35 飲食業

319 かんかん 藤枝市田沼2-22-20 飲食業

320 カラオケスナック喫茶　グリーン 藤枝市瀬古3-12-5 飲食

321 バーアンドレストラン　MIX 藤枝市駅前2-8-4　キュートタウン2F 飲食

322 芙洋 藤枝市駅前2-10-8　スズビル内2F スナック

323 バー　ピクシー 藤枝市駅前1-7-14　すずろくビル2F 飲食店

324 台所屋　花吉 藤枝市青木1-11-4 居酒屋

325 エトワール 藤枝市田沼2-22-20　スカイハイツ105 飲食

326 マリンバ 藤枝市岡出山1-12-1 飲食業

327 パブロマンス 藤枝市駅前2-7-21 パブ

328 おばなそば店 藤枝市郡1069 麺類

329 （有）やま和季 藤枝市谷稲葉429-1 飲食業

330 居酒屋さいぞう 藤枝市瀬戸新屋115-4 飲食

331 あさはら 藤枝市藤枝1-3-8 飲食業

332 華蓮 藤枝市前島1-9-33 飲食店

333 clip 藤枝市駅前3-17-9 飲食店

334 ベーカリーキッチンこむぎ 藤枝市大洲5-3-16 飲食

335 食処あいろ 藤枝市築地883-2 飲食

336 扇子　藤枝店 藤枝市駅前1-6-29　マル万ビル2F 飲食業

337 寿司割烹みのわ 藤枝市善左衛門1-18-29 すし業

338 たいぞう 藤枝市築地408-4 飲食業

339 洋々軒 藤枝市高洲785-7 食堂

340 春夏冬（あきない） 藤枝市高洲19-22 飲食業

341 café＆bar epic 藤枝市駅前1-4-7　堀内ビル　1階 飲食業

342 EDEN 藤枝市駅前2-8-4　キュートタウン2F東 飲食業

343 さつま 藤枝市駅前2-10-6 飲食業

344 INBULL 藤枝市駅前1-6-24 飲食

345 obje（オブジェ） 藤枝市駅前1-2-1 飲食店

346 Green Village 藤枝市駅前2-6-8 飲食

347 ベリーニ 藤枝市駅前1-5-22 飲食

348 みくに（おかで屋） 藤枝市藤枝4-8-12 飲食業

349 クレセント 藤枝市田沼3-6-16 飲食

350 多楽福 藤枝市城南1-11-31 居酒屋
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351 スリーカウント 藤枝市駅前2-16-9 バー

352 （有）寿し幸志太支店 藤枝市志太1-2-8 飲食店

353 JEUNESSE 藤枝市駅前2-7-8　鈴木ビル2F 飲食業

354 JEST 藤枝市駅前1-6-24　中川ビル3F 飲食業

355 花と蝶 藤枝市藤枝4-6-16 食堂

356 田中水産　まぐろ部 藤枝市青木3-15-2　第2松浦ビル102 飲食業

357 蕎麦酒かわかつ 藤枝市駅前1-8-5 飲食業

358 ミント 藤枝市田沼2-22-20 飲食店

359 居酒屋たかの 藤枝市駅前1-9-3 飲食業

360 Trick 藤枝市駅前1-3-22 マニアビル2F 飲食業

361 備長焼き鳥　たぬき 藤枝市駅前1-11-3 飲食業

362 冒険と遊びの喫茶店らみぃ 藤枝市前島2-1-37　大原ビル30B 軽飲食

363 入口屋 藤枝市下之郷1293-13 飲食業

364 fine 藤枝市青葉町4-3-2 飲食業

365 遊喜智 藤枝市駅前1-14-10 飲食業

366 十月 藤枝市藤枝4-6-16 飲食店

367 カフェバー　モミ 藤枝市駅前1-7-27　キシモトビルⅡ 2A 飲食

368 中華料理　春美 藤枝市南新屋251-1 1F 飲食店（食堂）

369 蕎麦庵　まえ田 藤枝市岡部町岡部362-6 飲食業

370 レストラン　ラガップ 藤枝市青葉町3-3-28 飲食業

371 ポッポ 藤枝市北方411-65 食堂

372 pot 藤枝市駅前1-3-1 2F 飲食業

373 ダイドコバル 藤枝市田沼1-3-26 青木ビル3F 飲食

374 mana HAUOLI 藤枝市藤枝4-8-25 飲食業

375 湊や 藤枝市駅前1-5-26 飲食

376 なか川酒場・中川酒店 藤枝市茶町1-12-17 飲食・酒類販売

377 わじゃ 藤枝市志太2-3-19 飲食業

378 ごはんや 藤枝市高柳1-8-44 飲食店

379 組曲 藤枝市高岡2-4-5 飲食業

380 アスカ 藤枝市大西町3-20-12 スナック

381 club 蒼天 藤枝市駅前1-6-24　磯谷ビル2F キャバクラ

382 MATCH BOX 藤枝市藤枝3-4-18 飲食業

383 パブヴァイオレット 藤枝市瀬戸新屋171-1 飲食業

384 韓丼　藤枝築地店 藤枝市築地552-1 飲食店

385 寿し宏 藤枝市岡出山1-2-29 飲食店

386 ラーメン魁力屋 藤枝PA下り線店 藤枝市花倉井谷川158-1 飲食店

387 マクドナルド藤枝岡出山店 藤枝市岡出山3-6-20 外食

388 Li-chou 藤枝市駅前2-7-8 飲食店

389 居酒屋びっくまま 藤枝市音羽町2-6-16 飲食業
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NO 登録店名 所在地 業種

1 ホンダカーズ藤枝東 藤枝市水守1-2-16 車両販売

2 株式会社　藤枝江﨑新聞店 藤枝市藤枝1-4-12 新聞小売

3 レ・トゥーヌソル 藤枝市大洲4-13-58 洋菓子製造

4 ハクジュプラザ藤枝店 藤枝市駅前3-14-1 家庭用機器・健康食品販売

5 株式会社　コンツナ 藤枝市岡出山2-10-22 ギフト販売

6 学校制服のげんじ 藤枝市田沼4-5-15 小売

7 株式会社　松田園 藤枝市駅前2-7-26 製茶小売

8 中部電気パワーグリッド　株式会社　藤枝営業所 藤枝市青木2-17-39 電気

9 薮崎産商　株式会社 藤枝市志太1-2-12 肥料卸

10 藤越（ＦＵＧＧＩＣＯＳＩ） 藤枝市志太5-3-34 小売

11 株式会社　藤枝江﨑書店　駅南本店 藤枝市高岡1-3-3 書籍販売

12 株式会社　藤枝江﨑書店　ＢｉＶｉ店 藤枝市前島1-7-10　ＢｉＶｉ2階 書籍販売

13 東海ガス　株式会社　 藤枝市青木2-29-1 商社

14 お米のふくだや 藤枝市藤枝3-3-30 米穀卸小売

15 堀之内薬局 藤枝市堀之内1726 薬局

16 加藤茶舗 藤枝市青木1-10-18 茶小売

17 株式会社　フードランド 藤枝市大西町1-1-28 輸入代行・卸売り

18 株式会社　きのこランド 藤枝市大西町1-1-27 卸売

19 菓子処　松浦萬福 藤枝市大洲2-10-11 菓子製造販売

20 まるせい自動車　株式会社 藤枝市高柳2-14-21 自動車販売・整備

21 株式会社　シンワ 藤枝市青木2-12-7 卸小売

22 カーテン・じゅうたん王国　新藤枝店 藤枝市内瀬戸527-1 小売

23 株式会社　とうめ屋 藤枝市本町2-6-8 茶商

24 小半魚店 藤枝市藤枝4-1-32 鮮魚

25 家本洋服店 藤枝市駅前1-12-5 小売

26 株式会社　大正亭 藤枝市本町2-5-11 精肉販売

27 パティスリー　クロシェット 藤枝市高柳3-26-32 洋菓子製造販売

28 株式会社　青島商店 藤枝市上青島154-17 酒類販売

29 コットンベール 藤枝市青木1-2-14 小売

30 駿遠三菱自動車販売　株式会社 藤枝市水守1-19-34 小売

31 株式会社　志太紙業 藤枝市高柳2335-1 再生資源卸売

32 Ａｕｔｏ　Ｒａｄｕｎｏ 藤枝市水上7-4 自動車販売・整備

33 泉屋化粧品店 藤枝市本町2-5-3 化粧品販売

34 西友　南新屋店 藤枝市南新屋408-4 小売

35 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ藤枝中央　築地店 藤枝市築地1-17-22 自動車販売・修理

36 しずてつストア高洲店 藤枝市高洲1-13-26 小売

37 有限会社　共栄自動車 藤枝市高洲1052-1 自動車販売・整備

38 ジーンズショップオサダ　藤枝築地店 藤枝市小石川町4-6-48 小売

39 ほんまち薬局 藤枝市藤枝5-6-35 薬局

40 菓心　おおくにや 藤枝市青木3-1-13 菓子製造販売

41 ブティック　マダムトリコ 藤枝市瀬古1-11-13 教室・洋服販売

42 食彩ランナー 藤枝市茶町4-11-6 小売

43 しずてつストア藤枝駅南店 藤枝市田沼1-18-1 小売

44 大藤瓦斯　有限会社 藤枝市高岡2-8-32 ガス販売

45 えびせん山喜　藤枝駅前店 藤枝市駅前1-2-1 食料品販売・飲食

46 株式会社　故紙センタートヨタ　藤枝営業所 藤枝市横内2258 古紙卸売

47 エル・ワークウラタ 藤枝市本町2-4-27 家電小売

48 うさぎ薬局　藤枝店 藤枝市藤枝5-6-39-1 薬局

卸・小売業
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

49 有限会社　ケント 藤枝市南駿河台4-11-23 酒類販売

50 秋田屋 藤枝市藤枝4-1-9 小売
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

51 おきせ金つば本舗 藤枝市藤枝4-2-8 菓子製造販売

52 株式会社　スターランド 藤枝市青木3-14-1 システム開発・販売

53 しずてつストア岡部店 藤枝市岡部町内谷925-1 小売

54 TKステンドグラス 藤枝市時ケ谷402-5 小売・教室

55 スズキアリーナ藤枝 藤枝市益津355-2 自動車販売・整備

56 スズキアリーナ藤枝西 藤枝市上青島425-9 自動車販売・整備

57 しずてつストア駿河台店 藤枝市駿河台2-17-1 小売

58 テーラートミヤ藤枝店 藤枝市瀬古2-22-2 衣料品販売

59 東海ガス　株式会社　くりっぴープラザ 藤枝市青木2-8-28 販売

60 パンの店　ラパン 藤枝市青木2-27-1 パン製造販売

61 コンタクトアカデミー 藤枝市前島1-7-1 小売

62 トヨタモビリティパーツ　株式会社　静岡支社 藤枝市上当間674 卸小売

63 物産館　岡部宿かしばや 藤枝市岡部町岡部817 小売

64 村友洋装店 藤枝市本町2-5-2 小売

65 株式会社　エコマネージ 藤枝市岡出山2-14-10 OA機器販売

66 Annyのお気に入り　藤枝店 藤枝市田沼2-20-22 小売

67 有限会社　協栄瓦斯 藤枝市下薮田137 LPガス販売

68 エレガンスフラワー　ミルローズ 藤枝市駅前2-17-14 生花

69 酒の奥洲屋 藤枝市本町2-6-13 酒類販売

70 相良屋金物店 藤枝市田沼3-1-11 小売

71 株式会社　島村謄文堂 藤枝市田沼1-15-8 印刷・小売

72 アルペン　藤枝店 藤枝市小石川町4-6-45 小売

73 三協電器 藤枝市郡1-5-47 家電小売

74 ミシンの三協 藤枝市本町2-4-26 ミシン販売

75 ゴルフ5　藤枝店 藤枝市築地1-2-12 小売

76 ホビヨン藤枝店 藤枝市築地539-1 小売

77 すぷうんおばちゃん 藤枝市立花1-14-12 小売

78 ＢＩＳ 藤枝市駅前1-3-4 衣料品小売

79 婦人靴　遠州屋 藤枝市本町2-4-24 靴小売

80 金龍堂印房 藤枝市藤枝2-3-37 金章

81 鈴木陶器硝子店 藤枝市本町2-4-5 小売

82 村松金物店 藤枝市本町2-4-22 小売

83 ギフトのかみお 藤枝市藤枝3-5-15 小売

84 瀬古屋 藤枝市茶町1-13-14 食肉

85 ｍａｎｏ　ａ　ｍａｎｏ 藤枝市駅前1-9-13　柴清ビル西南 小売

86 福光 藤枝市前島3-11-23 水産

87 株式会社　藤枝事務器商会 藤枝市緑町2-2-8 小売

88 着物リサイクル　正助さん 藤枝市本町2-6-4 呉服

89 きものの長谷川 藤枝市本町2-5-1 呉服

90 ＡＯＫＩ　藤枝店 藤枝市小石川町2-1-23 小売

91 ナチュラルエコキューピット 藤枝市志太2-7-8 卸・小売

92 光文堂印舗 藤枝市本町2-8-2 印章

93 オートバックス　藤枝店 藤枝市内瀬戸34-20 小売

94 ワイン＆リカーズ　SONE 藤枝市駅前2-14-23 小売

95 Ｋ・D・O 藤枝市藤岡1-23-20 小売

96 山口糀店 藤枝市大手1-27-21 食品製造販売

97 株式会社　ユービック 藤枝市高柳3-14-7 精肉販売

98 甘栄堂 藤枝市本町2-1-32 菓子製造販売

99 しずてつストア　水守店 藤枝市水守2-4-1 小売

100 かぎや糸店 藤枝市本町2-4-29 小売
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

101 すし道楽　音羽町店 藤枝市音羽町3-8-7 小売

102 アートカゲヤマ 藤枝市小石川町4-10-28 小売

103 増井石油　株式会社 藤枝市岡部町内谷644-1 小売

104 紅家 藤枝市藤枝4-1-9 菓子製造販売

105 カネカ園 藤枝市岡部町内谷1456 小売

106 前島とうふ店 藤枝市岡部町宮島532-1 製造・小売

107 田宮ふとん店 藤枝市岡部町岡部50-10 小売

108 杉本商店 藤枝市岡部町岡部6-26 小売

109 萩原こうじや 藤枝市岡部町内谷94-2 製造・小売

110 長嶋酒店 藤枝市岡部町内谷104 酒類販売

111 池田肥料店 藤枝市岡部町内谷621-1 小売

112 有限会社　太田新聞店 藤枝市岡部町岡部1-1 新聞販売

113 パルつちや 藤枝市本町2-7-1 小売

114 堀江自動車工業 藤枝市平島1-1 自動車販売・整備

115 京屋薬局 藤枝市田沼1-14-1 薬局

116 有限会社　鈴木洋品店 藤枝市駅前1-9-15 小売

117 COFFEE　ROAST　FELICE 藤枝市大手2-11-8 小売

118 生活クラブ生協静岡志太支部　しゃぼんだまの会 藤枝市志太2-11-5 小売

119 雑貨とドライフラワーの店MYRTE 藤枝市駅前3-14-4 小売

120 有限会社　佐野石材　藤枝展示場 藤枝市岡出山2-14-7 石材加工販売

121 ファイテンショップＡＳＲ藤枝店 藤枝市前島1-3-16 小売

122 魚春 藤枝市岡部町三輪639-13 小売

123 御菓子處　桜屋 藤枝市岡部町内谷943-1 菓子製造販売

124 寒玉堂 藤枝市岡部町内谷629-5 文具販売

125 中西商店 藤枝市岡部町内谷629-2 青果

126 御菓子　すぎやま 藤枝市岡部町内谷623 菓子製造販売

127 ますだや書店 藤枝市岡部町内谷107 小売

128 有限会社　マツキ 藤枝市村良484-2 食品卸

129 株式会社　沖友 藤枝市高柳3-30-23 小売・機械販売

130 補聴器のリケン　藤枝店 藤枝市田沼1-19-1 小売

131 ブランジェリ　モザイク 藤枝市前島3-5-6 パン製造販売

132 ナチュヴィッグ　藤枝店 藤枝市駅前3-4-1　WELLSEEビルB1　Panini　Café　TĀTA内 小売

133 かねじょう片山魚店 藤枝市天王町2-8-14 小売

134 マスダグリーン 藤枝市清里1-1-1 園芸

135 さくら 藤枝市岡出山1-4-9 小売・不動産

136 トヨタカローラ東海　株式会社　青木2005 藤枝市青木2-16-13 自動車販売

137 梅島商店 藤枝市岡部町内谷600-17 小売

138 シューズショップ　ニトウ 藤枝市岡部町内谷609-6 小売

139 文具・手芸品の　あきやま 藤枝市岡部町内谷601-5 小売

140 かど万米店 藤枝市岡部町内谷633-5 小売

141 おむすび結 藤枝市岡部町内谷633-5 小売

142 石窯パン工房　パトン 藤枝市前島3-9-50 パン製造販売

143 ワンダーレックス　藤枝店 藤枝市築地1-2-15 サービス

144 酒ゃビック　藤枝店 藤枝市志太1-3-5 酒類販売

145 酒ゃビック　藤枝青葉町店 藤枝市青葉町4-32 酒類販売

146 ＳＡＫＥ　キリンヤ 藤枝市大洲1-9-13 酒類販売

147 アイビー化粧品　静岡第四販社 藤枝市青南町1-9-16 小売

148 アルフレッサ　株式会社　藤枝支店 藤枝市前島2-21-1 医薬品卸

149 パティスリー　フィル 藤枝市清里1-6-1 菓子製造販売

150 有限会社　喜久屋 藤枝市駅前1-6-19 仕出・弁当製造販売
13



ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

151 カワシマコーヒー　藤枝店 藤枝市駅前2-7-19 小売

152 はるやま　藤枝店 藤枝市小石川町1-5-15 小売

153 おたからや　薮田インター店 藤枝市下薮田　八興ビル　102号 買い取り

154 フローリスツショップ　シーズ 藤枝市藤枝1-1-1 小売

155 マルミヤ製茶　株式会社 藤枝市田中2-15-15 茶卸売

156 ギフトショップサプライ 藤枝市岡部町内谷964-36 小売

157 自転車のＡＫＩＲＡ 藤枝市田沼1-29-12 小売業（自転車店）

158 有限会社　亀や濱中商店 藤枝市下青島3-3 酒屋

159 ジャンボエンチョー藤枝店 藤枝市築地1丁目7-30 小売業

160 食器の和陶 藤枝市駅前1-9-19 小売

161 エピスリー芒種 藤枝市駅前3-18-1 小売業

162 (有)おたけせんべい本舗 藤枝市藤枝4-1-16 小売

163 ブティックJ＆樹里 藤枝市藤枝3-3-28 婦人服

164 富士食材(株) 藤枝市岡出山3-15-10 小売

165 Cherir　(シェリール) 藤枝市大東町691-2 小売

166 （有）三共椎茸 藤枝市八幡277-1 卸売業

167 メゾン・ド・パティスリー・ヨシノ 藤枝市緑町2-1-24 菓子製造販売

168 四季のジャム工房やまゆスイーツ 藤枝市五十海1-2-3 菓子製造販売

169 すみやグッディ藤枝店 藤枝市瀬戸新屋213-18 小売業

170 株式会社牧野製袋藤枝営業所 藤枝市小石川町4-18-32 卸売業

171 （株）中屋 藤枝市青木3-1-23

172 tenshinomise 藤枝市駅前1-3-22 小売業
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

NO 登録店名 所在地 業種

1 有限会社　アムールなかだ 藤枝市田沼1-16-1 不動産

2 フォルテ　epi店 藤枝市田沼4-20-16 美容

3 蓮華寺接骨院 藤枝市若王子1-6-11 柔道整復

4 株式会社　東名自動車学校 藤枝市上当間731 自動車教習所

5 株式会社　内山不動産事務所 藤枝市五十海2-1-35 不動産

6 ＬＵＭＩＮＡＳＵ　ｂｙ　ＦＯＲＴＥ 藤枝市青木1-1-15 美容

7 ＳＢＳ学苑　藤枝校 藤枝市駅前3-4-4　江﨑毎栄ビル カルチャースクール

8 株式会社　藤枝オリコミピーアール 藤枝市藤枝1-4-13 広告・折込広告

9 美容プラージュ　カインズ藤枝店 藤枝市内瀬戸15-1 美容

10 株式会社　ロジテムツムラ 藤枝市谷稲葉157-1 運輸

11 株式会社　サンワ開発 藤枝市田沼1-29-19 不動産・建設

12 ブランシュール 藤枝市岡部町内谷963-24 エステ・化粧品販売

13 ヘアーサロン　らいおん 藤枝市善左衛門3-31-21 理容

14 そうき接骨院 藤枝市五十海4-14-11 接骨院

15 パーマハウス　セレクト 藤枝市本町3-5-3 美容

16 有限会社　カシオ 藤枝市南新屋339-17 不動産・建築

17 カットサロン　ニューオチ 藤枝市善左衛門1-15-13 理容

18 株式会社　ミスギ産業 藤枝市小石川町3-2-6 不動産

19 理容　すまいる 藤枝市青木1-12-16 理容

20 ふじえだ整体 藤枝市田沼1-4-30　サザシケイビル 整体

21 NSライフ　株式会社　リヤンドファミーユ 藤枝市駅前1-8-11 介護

22 医療法人　祥歯会　さくま歯科 藤枝市田沼3-6-5 医者

23 株式会社　ファインセーブ 藤枝市高柳2-7-27 保険

24 税理士法人　法理舎 藤枝市高柳2-7-27 サービス

25 田邊写真館 藤枝市田沼3-1-5 写真

26 シラトリテクノ　株式会社　藤枝店 藤枝市築地575-1 サービス

27 静鉄タクシー　株式会社 藤枝市岡出山2-9-25 タクシー

28 川口内科 藤枝市八幡279-1 医者

29 合資会社　北島新聞堂 藤枝市駅前1-3-2 不動産・保険

30 美容室　リトルピース 藤枝市前島3-1-41 美容

31 とみおか母乳ケアhouse 藤枝市水上415-3 助産院

32 CHiPu 藤枝市大東町441 美容

33 秋山カメラ本店 藤枝市本町1-6-1 写真

34 ウラヤマユウグセッチサービス 藤枝市旭が丘11-5 運輸

35 有限会社　創和設計 藤枝市小石川町4-3-21　第二伸幸ビル2階 設計

36 株式会社　市川不動産 藤枝市水上158-1 不動産

37 寺田自然形体研究所 藤枝市高柳1663-1 療術

38 スキンクリニック藤枝 藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ3階 医者

39 秋山カメラ左車店 藤枝市本町4-5-25 写真

40 ホイテクノ物流　株式会社　藤枝支店 藤枝市大西町2-13-1 運送

41 ｉTeen静岡藤枝校 藤枝市青木1-2-24 スクール

42 藤枝グランドボウル 藤枝市下当間652 サービス

43 ギャラリーれんげじ 藤枝市五十海1-3-11 ギャラリー

44 Eye　Lash　Salon　Raffine（アイラッシュサロンラフィーネ） 藤枝市志太2丁目21-11　メゾンセントポーリア　A101 サービス

45 カットハウス　TOM 藤枝市駅前2-9-3　曽根ビル2階 美容

46 若林歯科医院 藤枝市水上116-1 歯科

47 興徳珠算学会 藤枝市平島1875 珠算塾

48 からだ工房HOPE 藤枝市天王町3-8-40 整体

サービス業
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

49 カーブス藤枝田沼 藤枝市田沼2-21-22 フィットネス

50 ヘアーサロン　智 藤枝市藤岡1-25-9 美容
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

51 有限会社　エス・アイ・エス 藤枝市駅前1-2-10-302 保険代理店

52 エンブリス整骨院 藤枝市志太2-8-6 整骨院

53 有限会社　ビッグアイ 藤枝市岡部町内谷641-12 保険代理店

54 SALUT 藤枝市青木3-12-1　フジビル3階 美容

55 fairy　tale 藤枝市青木2-26-15　ファビラス1階 美容

56 つくしんぼ保育園 藤枝市若王子2-6-23 保育園

57 溝越歯科医院 藤枝市上薮田13-10 歯科

58 株式会社　静岡旅行センター 藤枝市青木3-12-1 旅行

59 エムエムマイスター 藤枝市小石川町3-1-9 医療

60 KATEKYO学院　藤枝駅前校 藤枝市青木1-22-3　東陽不動産ビル2階 塾

61 FIELD　ONE　トレーニングスタジオ 藤枝市前島2-1-3　2階 フィットネス

62 バレットキッズ　藤枝高洲教室 藤枝市与左衛門207 スクール

63 株式会社　城南メンテナンス 藤枝市築地323 サービス

64 沼野和吉税理士事務所 藤枝市藤枝4-8-16 学術研究

65 テレワークオフィス藤枝駅前 藤枝市駅前2-8-8　石川ビル3階 サービス

66 静鉄観光サービス　株式会社　藤枝支店 藤枝市前島1-2-1 サービス

67 ハードオフ・オフハウス　藤枝店 藤枝市瀬戸新屋363-1 リユース

68 ショウヘアメイクファクトリー 藤枝市藤岡1-22-18 美容

69 飯塚理恵税理士事務所 藤枝市田沼1-29-23 税理士

70 志太医師会 藤枝市南駿河台1-14-2 健診施設

71 美容室　ラバブル 藤枝市前島2-1-37 美容

72 あとりえはーもてぃ 藤枝市五十海2-5-25-2 リラグゼーション

73 すみれ堂接骨院 藤枝市前島2-23-14 接骨院

74 時ケ谷歯科クリニック 藤枝市時ケ谷399-3 歯科

75 ヘアーサロン髪友 藤枝市瀬戸新屋33-18 理容

76 ハート治療院 藤枝市堀之内512-8 サービス

77 カットハウス　秀 藤枝市岡出山3-12-8 理容

78 鈴木不動産事務所 藤枝市岡部町岡部1578-42 不動産

79 株式会社　静岡福祉サービス 藤枝市水守2-1-18 福祉

80 エステドジャパン 藤枝市青木3-1-23　渡辺ビル1階 美容

81 おれっぷ大久保 藤枝市瀬戸ノ谷11021 レジャー施設

82 瀬戸谷温泉　ゆらく 藤枝市本郷5437 レジャー施設

83 ききょう鍼灸接骨院 藤枝市青木2-6-3 はり・灸・接骨

84 美容室　TAKARAJIMA 藤枝市志太4-1-12 美容

85 Hair＆Relax　CARE　LABEL　藤枝本店 藤枝市小石川町3-18-35 美容

86 Hair＆Relax　CARE　LABEL　島田店 藤枝市青南町5-2-56 美容

87 美肌をつくる脱毛サロン　Heart（ハート）　藤枝店 藤枝市田沼1-2-22　202 エステ

88 デイサービス　エンゼル 藤枝市田沼4-14-1 介護

89 早川・池ノ谷合同司法書士事務所 藤枝市岡出山1-7-1 サービス

90 岡崎塾　田中教室 藤枝市郡1129-2 塾

91 中央バス　株式会社 藤枝市大手2-11-2 運送

92 プライベートサロン　Plus　Belle 藤枝市藤岡1-27-55　ハイツピポット101 エステ

93 ヘアーサロン　スズキ 藤枝市青木2-5-1 理容

94 Hoshikage　Community 藤枝市藤岡1-6-21 スクール

95 レーベン藤枝PRIOR　マンションギャラリー 藤枝市高柳2-4-3 不動産

96 Vsound 藤枝市青木1-2-26 スクール

97 ヘアーサロン　ながた 藤枝市青葉町2-3-1 理容

98 公益財団法人　静岡県予防医学協会　総合健診センター 藤枝市善左衛門2-19-8 医療

99 公益財団法人　静岡県予防医学協会　藤枝健診センター 藤枝市善左衛門2-11-5 医療

100 からだ工房　OCAME 藤枝市音羽町5-11-6 整体
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

101 クレヨンハウス 藤枝市高柳1-1-23 保育

102 蒔田測量設計事務所 藤枝市田沼3-5-2 建設

103 そのだ歯科・口腔外科クリニック 藤枝市瀬戸新屋244-2 歯科

104 美容室　アモア 藤枝市前島1-7-50　2階 美容

105 ＢＢＱハウス　シャンパーラー 藤枝市岡部町玉取1095-5 レジャー施設

106 ケアプランやまぶき 藤枝市岡部町三輪1126-16 介護

107 小園運輸　有限会社 藤枝市岡部町青羽根122-6 運送

108 小林葬祭　奏ホール 藤枝市横内2141 サービス

109 小林葬祭 藤枝市岡部町内谷618-3 サービス

110 美容室　Lovage 藤枝市岡部町内谷115-1 美容

111 三岡理容所 藤枝市岡部町内谷102-1 理容

112 織野経営相談所 藤枝市高洲44-21 サービス

113 藤枝ゴルフクラブ 藤枝市内瀬戸1193 レジャー施設

114 いち鍼灸整骨院 藤枝市上青島515-1　アイブロスビルⅡ 鍼灸・柔道整復

115 駿遠運送　株式会社 藤枝市青木3-2-20 道路貨物・運送

116 美容室　ピット 藤枝市瀬戸新屋270-3 美容

117 司法書士・行政書士　よつば合同事務所 藤枝市田沼3-26-1 サービス

118 ライフプランナー太陽 藤枝市大洲1-20-2 保険

119 とぅいんく 藤枝市青南町4-5-7 スクール

120 アトリエＨａｐｐｙ　Ｓｐａｃｅ 藤枝市高柳1994-1 スクール

121 オフリール 藤枝市五十海1-4-1 美容痩身

122 ヌワヌワ藤枝 藤枝市五十海621-7 マッサージ

123 キュアーズ堀井 藤枝市田沼3-17-14 マッサージ

124 理容　こばやし 藤枝市岡部町岡部79-9 理容

125 マリー 藤枝市仮宿1561-1 サービス

126 亀寿の郷 藤枝市岡部町内谷1334-1 社会福祉法人

127 マスダ　美容室 藤枝市岡部町岡部3-9 美容

128 藤接骨院　藤枝警察署前 藤枝市岡出山3-6-17 接骨院

129 ダンススクール・わきみず 藤枝市駅前1-3-2-3 スクール

130 有限会社　コスモ 藤枝市岡部町内谷964-71 教育

131 時田はり・きゅう接骨院　スマイルフィットネス 藤枝市水守1-2-6 サービス

132 三井住友海上火災保険　株式会社　静岡支店　藤枝支社 藤枝市前島1-3-16　アーバンプラストビル3階 保険

133 個別医進塾　藤枝校 藤枝市青木1-2-18 教育

134 P-PLACE 藤枝市田沼3-4-7 美容

135 P-PLACE　FACTORY 藤枝市下薮田474 美容

136 えみなる鍼灸接骨院 藤枝市下薮田376-1 鍼灸接骨

137 志太交通　株式会社 藤枝市小石川町1-6-11 タクシー

138 一般社団法人　老後安心サポートセンター 藤枝市小石川町3-17-3 コンサル

139 デイケアセンター　フォレスタ藤枝 藤枝市小石川町2-8-13 介護

140 フォレスタデイ　藤枝小石川 藤枝市小石川町4-15-15 介護

141 フォレスタデイ　藤枝高洲 藤枝市高洲1-13-3 介護

142 健康サロン　花あそび 藤枝市田沼3-12-28 美容・健康

143 ABC　KIDS　CLUB 藤枝市東町20-8 スクール

144 耳トレ 藤枝市青木1-1-9 サービス

145 ガーデン美容室 藤枝市岡部町岡部31-6 美容

146 CUT　IN　MOBO 藤枝市岡部町内谷1740-1 理容

147 ピジョンホーク 藤枝市岡部町岡部1073-1 イベント

148 マナハワイスパ 藤枝市岡部町岡部1073-1 エステ

149 美容室　デュオ 藤枝市青木612-1 美容

150 フリーエース美容学校 藤枝市前島1-7-10　ＢｉＶｉ2階 スクール
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

151 ゆうき訪問鍼灸所 藤枝市天王町3-1-6 鍼灸

152 井上香織税理士事務所 藤枝市志太2-21-17-1 税理士

153 パソコン教室コスモ　音羽校 藤枝市音羽町3-1-1　2階 スクール

154 からだハーモニー櫟（いちい） 藤枝市前島2-2-8　リバージュC 整体

155 Dione　藤枝店 藤枝市青木2-18-3　青木テナント1-A エステ

156 ヘアーリゾート　ルアン 藤枝市駅前2-17-15 美容

157 絵画教室　田端 藤枝市茶町1-8-20 塾

158 はなはりきゅう指圧整骨院 藤枝市田沼1-16-11 整骨院

159 マジオドライバーズスクール　藤枝校 藤枝市内瀬戸115-2 スクール

160 マジオde健康麻雀　BiVi藤枝店 藤枝市前島1-7-10　ＢｉＶｉ2階 スクール

161 スワイマーク 藤枝市岡出山1-1-1 美容

162 ひかり鍼灸接骨院藤枝駅前院 藤枝市青木1-11-10 接骨院

163 五十海ベース 藤枝市五十海621-7 塾

164 エクステ＆ヘアメイク　ガガ 藤枝市青木1-11-10 美容

165 ABC　KIDS　CLUB 藤枝市青木3-15-2　松浦ビル2階 サービス

166 藤枝ダンスアカデミー 藤枝市岡出山2-10-17　2階 サービス

167 ヤマト運輸　株式会社　藤枝堀之内支店 藤枝市堀之内字井戸上456-1 運輸

168 池田佳通税理士事務所 藤枝市岡出山1-17-16 サービス業

169 コンフォートウェル藤枝 藤枝市五十海1-14-23 グループホーム

170 松本自動車工業株式会社 藤枝市岡部町内谷719-1 修理販売

171 Nicca Nail 藤枝市横内2165 サービス

172 サンライフ藤枝 藤枝市小石川町4-1-11 サービス

173 (株)WORLD FORCE 藤枝市駅前3-14-7 旅行業

174 マルハン藤枝駅南店 藤枝市田沼1-17-31 サービス

175 裂き織り工房　ノエ 藤枝市潮122-2 教室

176 ふたば歯科医院 藤枝市瀬戸新屋144-2 サービス

177 あおぞら保育園 藤枝市高岡4-2-40 認可保育園

178 すばる保育園 藤枝市青木2-23-17 小規模保育所

179 チャイルドルームリリー高洲園 藤枝市兵太夫938-10 小規模保育園

180 チャイルドルームリリー薮田園 藤枝市下薮田398-4 小規模保育園

181 あいキッズランドみなみ園 藤枝市田沼1-16-12 サービス業

182 あいキッズランドたぬま園 藤枝市田沼3-20-28 サービス業

183 ふじの花保育園 藤枝市与左衛門41-8 保育所

184 すまいる保育園 藤枝市城南2-7-22 保育園

185 社会福祉法人聖母福松会　藤枝聖マリア保育園 藤枝市下薮田733-1 保育所

186 幼保連携型認定こども園　せとやこども園 藤枝市本郷225 幼児教育

187 みらい保育園 藤枝市水守1-5-5 保育所

188 岡部聖母保育園 藤枝市岡部町内谷581-2 保育所

189 藤枝のんのん保育園 藤枝市田沼4-1-8 小規保育園

190 藤枝聖母幼稚園 藤枝市茶町2-51 幼稚園

191 保育所きぼう藤枝郡園 藤枝市郡1-7-21 サービス

192 カラオケまねきねこ　藤枝支店 藤枝市藤枝5-15-1 サービス

193 (株)ペッツ　プティ保育園 藤枝市駅前3-14-14 保育所

194 さくらんぼ保育園 藤枝市堀之内589 保育所

195 幼保連携型認定こども園　志太こども園 藤枝市志太2-10-30 保育所

196 らんらん保育園 藤枝市南駿河台4-3-3 小規模保育所

197 広幡こども園 藤枝市鬼島393番地 保育所

198 あおぞらキッズ保育園 藤枝市高岡2-13-1 小規模保育施設

199 さくらママ 藤枝市岡出山1-7-17 小規模保育施設

200 西益津幼稚園 藤枝市郡1009 幼稚園
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

201 たちばな保育園 藤枝市上当間443-3 保育所

202 どんぐり保育園　藤枝 藤枝市前島2-12-13 保育所

203 アトリエぷらんたん 藤枝市藤岡2-2-11 美容

204 しらゆり保育園 藤枝市音羽町1-5-32 保育所

205 ガゼルの森 藤枝市城南1-5-5 保育所

206 じんそくジンベエ 藤枝市谷稲葉435-1 廃棄物処理業

207 岡部聖母幼稚園 藤枝市岡部町内谷1327-1 保育所

208 英会話FamilyTree 藤枝市高岡1-11-5-1 会話教室

209 カラオケまねきねこ　藤枝駅前支店 藤枝市駅前1-8-51 サービス業

210 いちご保育園 藤枝市高柳2166-15 保育所

211 藤枝順心高等学校附属幼稚園 藤枝市前島2-3-2 保育所

212 藤枝音羽幼稚園 藤枝市音羽町3-10-6 保育所

213 DOUBLE　moon Beautiful 藤枝市高洲59-17 ネイルサロン

214 （株）ペッツ　プティ保育園 藤枝市駅前3-14-14 保育所

215 おすおたくや税理士事務所 岡部町岡部758-10　102号室 サービス業

216 ひまわり保育所 藤枝市瀬戸新屋432-16 保育所

217 株式会社CHOコンサルティング 藤枝市駅前1-3-4　竹澤ビル2階 コンサル業

218 （株）オリジン・コーポレーション 藤枝市大東町777-1 消毒業

219 カラダのメンテナンス　ゆるCORE 藤枝市駅前1-9-16　2A サービス業

220 ウィメンズケア助産院midori 藤枝市大洲2-30-6 サービス業

221 イーオン藤枝校 藤枝市前島1-3-7　オーレ藤枝3F 教育

222 自立学舎アリウープ 藤枝市駅前3-17-29　今村テナント2F 教育

223 ふれあい学習塾STEP藤枝駅南校 藤枝市田沼3-5-4 教育

224 kai鍼灸接骨院 藤枝市藤枝2-4-37 鍼灸接骨院

225 東進衛星予備校藤枝駅南口校／東進中学NET藤枝駅南口校 藤枝市前島1-2-1　オーレ藤枝　3A 教育

226 cercle33（セルクルサンジュウサン） 藤枝市前島1-7-10　BiVi藤枝1F　kokokaraスペース リラクゼーション

227 みるてLabo 藤枝市田沼1-24-8 リラクゼーション業

228 整体の屋Oak 藤枝市立花3-1-1 整体リラクゼーション

229 ひよこ保育園 藤枝市青南町2-6-66 保育所

230 青葉ひよこ保育園 藤枝市青葉町3-8-14 保育所

231 大洲こども園 藤枝市大洲2-27-13 認定こども園

232 orange Egg 藤枝市上薮田129-2 小規模保育所

233 美容室アンテレ 藤枝市青葉町4-4-1 美容

234 アンテレ保育園 藤枝市青葉町4-11-25 小規模保育園

235 いなばこども園 藤枝市堀之内520-3 認定こども園

236 藤枝保育園 藤枝市若王子3-4-33 保育所

237 藤枝西幼稚園 藤枝市茶町1-1-33 幼稚園

238 ほのぼの保育園 藤枝市東町3-20 保育園

239 平島幼稚園 藤枝市平島602-99 幼稚園

240 幼保連携型認定こども園　青島こども園 藤枝市小石川町4-1-3 認定こども園

241 セキスイハイム東海（株）藤枝公園店 藤枝市高洲1-5-29 住宅

242 ひよこ保育園（子育て支援センターひよこ） 藤枝市青南町2-6-66 保育所

243 あかね 藤枝市青葉町2-11-1 福祉

244 あいす 藤枝市田沼3-4-15 福祉

245 エンゼルハート 藤枝市青葉町2-11-1 福祉

246 コーンズ 藤枝市青葉町2-16-10 福祉

247 アドニス 藤枝市大洲2-25-1 福祉

248 セキスイハイム東海（株）藤枝ドマーニ展示場 藤枝市五十海3-12-2 住宅

249 セキスイハイム東海（株）　藤枝パルフェ店 藤枝市五十海3-12-2 住宅

250 キッズルーム・リトルハッピー 藤枝市高洲5-7 サービス
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

251 平成会ひまわり保育所 藤枝市南新屋448-17 事業所内保育所

252 プティ藤枝南園 藤枝市田沼1-18-1 福祉（保育所）

253 にじいろステーション 藤枝市中ノ合210-1 サービス業

254 Foot．Body．Maintenanceミッツ 静岡県藤枝市藤枝5-10-8　ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊｳｽｵﾌｨｽﾋﾞﾙ3F リラクゼーション

255 企業主導型保育園まつの実 藤枝市下当間647-2 児童福祉業

256 preschool ALICE 藤枝市岡部町内谷941-31 保育所

257 フジ薬局 藤枝市本町2-1-40 薬局

258 ROUTES 藤枝市藤枝1-6-1 サービス

259 （株）REVA不動産 藤枝市水守3-21-7 不動産
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

NO 登録店名 所在地 業種

1 株式会社　山田組 藤枝市堀之内1-1-3 建設

2 株式会社　飯田電機 藤枝市下藪田152-3 電気工事

3 マツバ製茶　株式会社 藤枝市堀之内1-14-1 製茶

4 株式会社　杉浦純商店 藤枝市志太5-3-27 鋼材販売

5 株式会社　エクノスワタナベ 藤枝市緑町1-5-10 建設

6 株式会社　アイエルシー 藤枝市稲川639 印刷

7 角丸建設　株式会社 藤枝市城南2-7-3 建設

8 有限会社　堂本工業 藤枝市与左衛門77-3 建設

9 株式会社　成島鉄筋工業 藤枝市茶町3-4-8 建設

10 株式会社　茶蔵 藤枝市八幡600 茶

11 株式会社　澤口農園製茶工場 藤枝市八幡606 製茶工場

12 株式会社　ユタカ 藤枝市高柳2400-15 製造

13 河合電機工業所 藤枝市南新屋238-30 自動車電装

14 株式会社　いずみ屋 藤枝市岡部町岡部1071-5 炊飯工場

15 ハギワラ工業 藤枝市五十海1-3-11 左官

16 似顔絵しんすけ 藤枝市立花1-4-2 塗装

17 森塗装店 藤枝市立花1-4-2 塗装

18 山喜本舗　有限会社 藤枝市八幡521-8 製造

19 有限会社　小本自動車商会 藤枝市下薮田88 自動車板金

20 有限会社　御庭工房 藤枝市田沼2-14-11 土木

21 はっぴいハウス藤枝住宅公園展示場 藤枝市高洲1-5-29 建設

22 はっぴいリフォーム藤枝 藤枝市南新屋253-1 建設

23 はっぴいハウス藤枝 藤枝市上青島284-10 建設

24 株式会社　イハラ 藤枝市善左衛門1644--6 建設

25 株式会社　佐藤工業所 藤枝市岡部町岡部1947-1 製造

26 株式会社　ダルトン工芸センター 藤枝市八幡407-3 製造

27 株式会社　大原機械製作所 藤枝市高柳2321-1 製造

28 藤栄製茶　株式会社 藤枝市茶町1-1-11 茶製造卸

29 三井農林　株式会社　藤枝工場 藤枝市宮原223-1 食品製造

30 株式会社　トーカイ 藤枝市高柳2150-2 建設

31 株式会社　キラメイク 藤枝市城南1-5-8 製造

32 有限会社　あすなろガーデン 藤枝市前島2-18-1 建設

33 こと京都　株式会社　藤枝工場 藤枝市大東町488 農業・食品加工

34 株式会社　育暮家ハイホームス 藤枝市青南町2-8-7 建築

35 日学　株式会社　静岡工場 藤枝市八幡647 製造

36 アサヒ物産　株式会社 藤枝市緑町2-1-26 食品製造

37 株式会社　イケブン 藤枝市寺島46 製造

38 萩原建築 藤枝市岡部町内谷1657-3 建築

39 西光エンジニアリング　株式会社 藤枝市高柳3-30-23　 機械設計・製造

40 株式会社　外壁屋根メンテナンス社 藤枝市岡部町内谷627-15 リフォーム

41 株式会社　石川木材 藤枝市滝沢72-1 建築

42 Print　Club－BB 藤枝市青木2-7-9 印刷

43 ワラシナ工業　株式会社 藤枝市横内800-10 製造

44 株式会社　D-zone 藤枝市小石川町1-6-16 自動車板金・販売・塗装

45 株式会社　あんしんりふぉーむ 藤枝市城南3-4-19 リフォーム

46 まぶち建築 藤枝市高柳1-20-23 建築

47 宮川工業　株式会社 藤枝市岡部町岡部1058-27 製造

48 株式会社　ミズノテック 藤枝市横内800-22 製造

製造・建設業
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

49 株式会社　ホームショップいけや 藤枝市五十海4-18-7 建築

50 有限会社　佐野石材　本社 藤枝市郡1-8-33 石材加工・施工
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

51 佐藤工業 藤枝市岡部町殿570-1 製造

52 安藤製餡所 藤枝市青木1-2-25 製餡・製造販売

53 有限会社　三つ中 藤枝市下当間447 製造

54 AS　STYLE（アススタイル） 藤枝市小石川町3-18-35 建築

55 有限会社　鈴木塗装 藤枝市音羽町3-22-8 建築塗装

56 井口工芸 藤枝市岡部町岡部1473 木工

57 鈴木建具木工所 藤枝市岡部町内谷 製造業

58 小林製畳店 藤枝市岡部町内谷61-1 畳製造

59 大石機工株式会社 藤枝市上青島545-1 機械工具

60 （株）鈴木鉄工所 藤枝市青木2-10-25 製造業

61 （株）カナック 藤枝市仮宿1634-1 製造業

62 合同会社　spec 藤枝市稲川603 製造業

63 環境のミカタ 焼津市上新田1019 産業廃棄物収集運搬

64 カネカ柴田園 藤枝市本町1-4-23 茶・スイーツ

65 （株）マチヅカ製作所 藤枝市青南町3-22-10 製造業

66 （有）石神工務店 藤枝市大東町661-3 建設業
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ふじえだ安全安心宣言施設認定店
令和4年1月7日現在

NO 登録店名 所在地 業種

1 藤枝商工会議所 藤枝市藤枝4-7-16 経済団体

2 藤枝市 藤枝市岡出山1-11-1 官公庁

3 藤枝市観光協会 藤枝市駅前2-7-26　2階 サービス

4 岡部町商工会 藤枝市岡部町岡部6-1 経済団体

5 大井川農業協同組合 藤枝市緑の丘1番地の1 農業団体

6 公益社団法人　藤枝法人会 藤枝市藤枝4-7-16　藤枝商工会議所内2階 団体事務

7 わんぱくルーム 藤枝市天王町3-9-21 社会福祉

8 藤枝市観光案内所 藤枝市駅前1-1-2 サービス

9 岡部総合案内所 藤枝市岡部町岡部29-1 サービス

10 藤岡会館 藤枝市藤岡1-23-2 自治会

11 株式会社　静岡銀行藤枝駅支店 藤枝市駅前1-6-4 金融

12 藤枝市民大洲温水プール 藤枝市善左衛門1-11-1 スポーツ施設

13 藤枝勤労者体育館 藤枝市善左衛門66-1 スポーツ施設

14 藤枝市民西益津温水プール 藤枝市城南2-13-6 スポーツ施設

15 玉露の里 藤枝市岡部町新舟1214-3 公共施設

16 メモリアルハウス　ラビューリビング藤枝茶町 藤枝市茶町3-6-13 葬祭

17 メモリアルハウス　ラビュー藤枝 藤枝市兵太夫1032-2 葬祭

18 株式会社　まちづくり藤枝 藤枝市駅前2-7-26 サービス

19 静岡県労働金庫藤枝支店 藤枝市田沼4-1-43 金融

20 藤枝郵便局 藤枝市青木3-6-18 郵便

21 藤枝駅南自転車駐輪場 藤枝市田沼1-1-1 駐輪場

22 西原あけみ事務所 藤枝市岡出山1-15-20 県議会議員事務所

23 大井川農業協同組合　青島支店 藤枝市青木3-9-8 農業団体

24 大井川農業協同組合　朝比奈支店 藤枝市岡部町新舟1046-1 農業団体

25 大井川農業協同組合　稲葉支店 藤枝市堀之内518-6 農業団体

26 大井川農業協同組合　大洲支店 藤枝市大洲2-27-12 農業団体

27 大井川農業協同組合　岡部支店 藤枝市岡部町内谷646-1 農業団体

28 大井川農業協同組合　瀬戸谷支店 藤枝市本郷942 金融

29 大井川農業協同組合　高岡支店 藤枝市高岡2-1-1 農業団体

30 大井川農業協同組合　高洲支店 藤枝市高柳1385-1 農業団体

31 大井川農業協同組合　立花支店 藤枝市立花2-6-10 金融

32 大井川農業協同組合　藤枝茶町支店 藤枝市茶町4-1-3 農業団体

33 大井川農業協同組合　葉梨支店 藤枝市上薮田131-2 農業団体

34 大井川農業協同組合　広幡支店 藤枝市鬼島390 農業団体

35 藤枝ローンセンター 藤枝市青木3-9-8 金融

36 大井川農業協同組合　藤枝営農経済センター 藤枝市青木3-10-21 農業団体

37 大井川農業協同組合　岡部営農経済センター 藤枝市岡部町内谷646-1 農業団体

38 藤枝市市民体育館 藤枝市駅前3-21-1 施設

39 藤枝市武道館 藤枝市駅前3-21-1 施設

40 千貫堤・瀬戸染飯伝承館 藤枝市下青島1006-3 資料館

41 岡部宿大旅籠柏屋 藤枝市岡部町岡部817 資料館

42 れんげじスマイルホール 藤枝市本町1-2-1 公共施設

43 しずおか焼津信用金庫　藤枝上支店 藤枝市藤枝2-5-43 金融

44 しずおか焼津信用金庫　藤枝中央支店 藤枝市本町2-2-33 金融

45 しずおか焼津信用金庫　志太支店 藤枝市志太4-1-5 金融

46 しずおか焼津信用金庫　藤枝駅支店 藤枝市青木2-35-25 金融

47 しずおか焼津信用金庫　前島支店 藤枝市前島2-29-12 金融

48 しずおか焼津信用金庫　藤枝支店 藤枝市田沼3-20-20 金融

その他
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49 しずおか焼津信用金庫　高洲支店 藤枝市高洲4-16-12 金融

50 しずおか焼津信用金庫　いかるみ支店 藤枝市五十海4-18-8 金融
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51 しずおか焼津信用金庫　田中支店 藤枝市郡1131-1 金融

52 しずおか焼津信用金庫　水守支店 藤枝市水守1-19-37 金融

53 しずおか焼津信用金庫　岡部支店 藤枝市岡部町岡部6-27 金融

54 志太・榛原救急医療センター 藤枝市瀬戸新屋265-1 医療

55 藤枝市産学官連携推進センター 藤枝市前島1-7-10　ＢｉＶｉ藤枝１Ｆ 施設

56 静清高等学校 藤枝市潮87 高校

57 あとりえアイユ 藤枝市音羽町3-11-26 農業

58 上伝馬ギャラリー 藤枝市藤枝4-1-17
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