
藤枝商工会議所が優良特産品に認定しました！！
　藤枝商工会議所では、地域の特産品を掘り起し、藤枝市のお土産として

ふさわしい商品を認定しピーアールしていきます。

藤枝産の米に駿河湾産の桜えびの身を
練り込んだ大丸の煎餅です。

桜えびせんの里セット
（サイコロ・箱小・箱大）

¥ 486サイコロ

¥ 648箱小

¥ 1,080箱大

●問 山喜本舗㈲
　藤枝市八幡５２１-８ ☎６３７-９９６０

▲お買い求め
　県内東名高速（第１・第２）ＰＡ・ＳＡ

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。

サッカーボール
クッキー

¥ 565８枚入り

●問 ㈱一言　藤枝市茶町２-２-２１ ☎６４１－００４５

▲お買い求め　自店／第２東名上り藤枝ＰＡ
　藤枝市観光協会

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）。

茶月夜（お茶しゅうまい）
¥ 800６個入り

●問 ㈲ゑび寿亭　藤枝市高柳１-１９-５ ☎６３５-３３９２

▲お買い求め　自店

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。

藤枝 朝ラーメン（乾麺）
¥ 493

●問 藤枝朝ラー文化軒究会
　藤枝市藤枝１-４-１２ ☎６４１-０５３７

▲お買い求め　藤枝市観光協会

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。

藤の花蒔絵風万年毛筆
多機能ボールペンセット

¥ 3,888万年毛筆

¥ 3,780ボールペン

●問 ㈱藤枝事務器商会
　藤枝市岡出山１-９-１４ ☎６４１-２０８０

▲お買い求め
　自店／藤枝市観光協会

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。

いちご
¥ 2,500～贈答用（４箱）

●問 農業組合法人ジャパンベリー
　藤枝市青南町２-５-１ ☎６３６-５４０５

▲お買い求め　イオン／第２東名静岡ＰＡ／焼津さかなセンター

サッカーエース最中 ¥ 670～¥ 3,564
●問 甘栄堂　藤枝市本町２-１-３２ ☎６４３-２５１７

▲お買い求め　自店

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。

だるま
●問 藤枝だるま
　藤枝市本町１-１-２４ ☎６４１-１８５９

▲お買い求め　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。

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。

おたけ
せんべい

¥ 1,000～¥ 5,000
●問 ㈲おたけせんべい本舗　藤枝市藤枝４-１-１６ ☎６４１-０９７９

▲お買い求め　静岡駅キヨスク／焼津グランドホテル
　掛川駅これしか処／自店

創業２百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。

抹茶どらやき ¥ 2,268１０個

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。

合組つくり茶シリーズ ¥ 1,080～¥ 3,240
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！

藤枝だるま茶 ¥ 1,296１００ｇ
●問 ㈱松田商店（真茶園）　藤枝市茶町１-１０-２９ ☎６４１-６２２８

▲お買い求め　自店／Ｗｅｂ

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！

藤魂
Tシャツ
¥ 2,400～
●問 ナチュラルエコキューピット
　藤枝市駿河台３-８-１５ ☎６４４-４９７０

▲お買い求め　自店／アデイジュ（藤枝市志太３-１-２１）

藤枝の地で【飴】を造り続けて五十年。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。

藤枝MYFCオフィシャル
サポーターズキャンデイ ¥ 216１袋

●問 ㈱甘信堂製菓　藤枝市築地６６３-１ ☎６４１-６５８２

▲お買い求め
　スーパー富士屋／田子重／静鉄ストア／アピタ藤枝 他

¥ 200～¥ 300

大切な家族の一員である
ワンコにいつまでも元気で
いてほしいから、鮪を使っ
た無添加でヘルシーなお
やつを作りました。

わんちゃん用
おやつ鮪
（天然・無添加）

●問 ㈱大益　藤枝市高柳２１５３-３ ☎６３４-１３１１

▲お買い求め　自店／県内外のドッグショーなど

さっくりした生地の中に、
ふわふわ餡と抹茶がたっぷり！

藤枝じまん ¥ 130１個

万葉の文化に古来からの干し柿を使い
美味しい餡をつめました。

志太の浦 ¥ 270１個

●問 菓子処 保月　藤枝市前島１-１０-２５ ☎６３５-３３６７

▲お買い求め　自店

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。

藤枝小町（純米酒）

¥ 2,850
１.８ℓ

¥ 1,480
７２０ml

●問 フレンドショップキリンヤ
　藤枝市大洲１-９-１３ ☎６３５-８２１０

▲お買い求め　自店

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。

しいたけわさび
¥ 350１袋

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。

ブルーベリー
¥ 350１個

●問 柘植龍農園　藤枝市大東町３５０-２９ ☎６３５-８６３４ ▲お買い求め　ゆらく／まんさいかん

サッカーのまち藤枝と奥
州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）
¥ 2,500

●問 酒の奥洲屋
　藤枝市本町２-６-１３
　☎６４１-０３００

▲お買い求め　自店

７２０ml

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。

サッカーエース最中
¥ 1,782１５個入り

●問 フォンテーヌ府中屋
　藤枝市本町３-５-４ ☎６４１-０３５９

▲お買い求め
　アピタ藤枝／藤枝市観光協会／
　第２東名藤枝ＰＡ／自店

桐製 文庫箱
¥ 4,320

●問 横山タンス店
　藤枝市本町４-５-２９ ☎６４１-３５８０

▲お買い求め　駿府楽市・駿府匠宿／掛川駅これしか処
　第２東名藤枝ＰＡ／自店

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。

長寿柿 ¥ 810弥次喜多まんじゅう ¥ 756

藤幾千代 ¥ 702

●問 紅家　藤枝市藤枝４-１-９ ☎６４１-９０７１ ▲お買い求め　自店／藤枝市観光協会

藤枝市の市花フジの花の
パウダーを使用しています。

東海道名物！
徳川家康公の長寿に
あやかる長寿柿。

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

¥ 1,836１セット （化粧箱入）

●問 藤枝市茶商工業協同組合
　藤枝市堀之内１-１０-６ ☎６４１-４１７３

▲お買い求め　藤枝市観光協会／市内茶商

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。

¥ 540各

このシールが目印！

藤枝商工会議所 〒４２６-００２５ 静岡県藤枝市藤枝４丁目７-１６　　TEL：０５４-６４１-２０００　FAX：０５４-６４３-２０００
The FUJIEDA Chamber of Commerce and Industry http://www.fujieda.or.jp/



“サッカーのまち藤枝”に強者たちが来襲!!

第二回藤枝商工会議所会頭杯開催
“藤枝シニア草サッカー大会”市制

60周年
協賛

と　き

9月4日㈭・5日㈮
ところ
藤枝総合運動公園・陸上競技場サッカー場 
藤枝市民グラウンド

目　的 交流人口増加による地域活性化
本大会は、藤枝市内への来訪者・交流人口を増加させ、地域経済の活性化を図り、藤枝で楽しく気軽に参加で
きる大会として、藤枝商工会議所が藤枝市サッカー協会の協力を得て実施するものです。今回は、全国各地より
20チームが参加し、熱戦を繰り広げます。

駿河台幼稚園・こばと幼稚園年長園児130人が参加し、地元シニア選手、今年新たに発足し、
なでしこリーグを目指す、女子サッカーチーム「アスレジーナ」の選手との交流イベントを実施
します。当日は、音羽幼稚園児も応援に駆けつけて、会場を盛り上げます。

・友好都市国際親善試合
　韓国楊州チームVS地元藤枝FC
　キックオフ  9/4㈭ 9:30 藤枝総合運動公園サッカー場 

・多世代交流イベントの実施　9/4㈭ 10:30 藤枝総合運動公園 

昨年度音羽幼稚園児による歓迎

藤枝商工会議所会員募集中!
あなたの経営をサポートします。

次のようなお悩みは是非、商工会議所にご相談下さい。

・開業したい ・経営上の問題を相談したい
・販路を拡大したい ・交流の場が欲しい等　etc

藤枝市で創業しませんか!!
藤枝市では、産業競争力強化法の認定を国（経済産業省・総務省・関東農政局）から受け、市内で創業を希望する
方々を応援していきます。創業に関する様々な疑問・課題に藤枝市、藤枝商工会議所などが協力して相談対応、情報
提供を行います。

藤枝商工会議所では、あなたの起業や経営、
想いなどをビジネスへとお考えの方を支援しています!
藤枝商工会議所では、藤枝市エコノミックガーデニング推進事業（起業者や経営者を応援するもの）の一環として、
平成24年7月より月2回、藤枝市立駅南図書館にて相談会を開催しております。開業に関することや、経営につい
てお考えの方は、お気軽にエキチカ相談会にてご相談下さい!!

原則、毎月2回
第2水曜日（17：00～19：30）
第4土曜日（13：30～16：00）

開催日程 藤枝市立駅南図書館
（藤枝駅南BiVi藤枝内3階相談コーナー）

開催場所

平成26年
９月10日㈬・27日㈯

平成26年
10月8日㈬・25日㈯

平成26年
11月12日㈬・22日㈯

平成26年
12月10日㈬
※第４土曜日は休み

私達がエキチカ相談員です！ （あいうえお順）

コンサルタント

原田亜紀子 氏
コンサルタント

山梨栄司・若菜 氏

中小企業診断士

木村俊 彦 氏
中小企業診断士

大石 　徹 氏
中小企業診断士
社会保険労務士

天 野 米 次 氏

中小企業診断士

福世一市 氏
＜専門分野＞
商品のブランド化・販売市場の開拓、
ＷＥＢマーケティングなど

＜専門分野＞
「売れる言葉」＆「売れる見せ方」

＜専門分野＞
起業支援、新規事業開拓、新製品開発、
経営・事業計画策定支援、海外展開支援

＜専門分野＞
製造業の経営改善、経営戦略立案、
経営改善計画策定支援、営業力強化支援

＜専門分野＞
製造業現場改善・５S指導・経営診断指導
労務相談・社会保険手続き・就業規則作成

＜専門分野＞
事業再生計画、創業計画の策定、
小売・飲食・サービス業等の運営指導

●入会資格
藤枝市内で、商工業を営む法人・個人協同組合・
学校法人・医療法人・医院・歯科医院・社会法人等。

●詳細は、
 商工会議所 総務管理課　TEL :054-641-2000

ニーズにあった
多様なサービスを
ご用意しています。

みどころ

2

みどころ

1

各会場の第一試合
◇総合運動公園サッカー場 ･････9／4㈭　　9：30
◇陸上競技場 ･････････････････････9／4㈭　10：50
◇市民グラウンド ･････････････････9／4㈭　　9：30

2014年11月合格目標

日商簿記検定
合格へのラストスパート!
直直 前前 対対 策策 講講 座座

2級 本講座は、平成26年11月16日㈰実施の第138回日商簿記2級検定を受験される
方を対象に、重点項目ごとの問題演習・解説をおこない、本試験合格をサポートし
ます！この機会にぜひご参加下さい。

必見

講座時間 18：30～21：00（質疑応答時間30分含む）

申込方法

講　　師 大原簿記情報医療専門学校 静岡校　

（最低開催人員5名に満たない場合は中止する場合があります）

非会員：15,000円 ※受講料にはテキスト代・消費税を含みます。

受 講 料 会員：10,000円

定　　員 25名

簿記・税理士専門課程　科長　松 田 好 正 氏

会　　場 藤枝商工会議所　4Fホール

●お問合せ：経営支援課

当所会員事業所に勤務する
方も会員扱いになります（ ）

会員サービス課までご連絡下さい。※いずれも水曜日

日
　
程

※受験希望の方はお問合せ下さい。簿記検定試験1級、2級、3級 受付期間…H26.9／26㈮～10／16㈭

10／ 1水 10／ 8水
10／22水

10／29水
11／ 5水 11／ 12水

10／15水

入場無料！

応援に来て
ね!!
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