
藤枝セレクション

静岡県 藤枝市 産業振興部 産業政策課

〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山 2-15-25

●このパンフレットに表示している内容は2021年３月時点のものです
●2021年3月現在、このパンフレットに掲載されている55品を認定しています。

TEL（054）643-3165   FAX（054）631-9082
sangyoseisaku@city.fujieda.shizuoka.jp

藤枝セレクション
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藤枝らしい
元気と笑顔を届けることができる

「藤枝の誇り」「安心の証」「コトづくり」という点に
優れた商品に付与される称号、
それが藤枝セレクション !

藤枝セレクションに認定された
商品の中でも、最も優れた商品
には上位の称号を付与します。

藤枝の逸品ベスト 11 を選出、
認定し藤枝セレクションの称号
を付与します。

Japan
Sh izuoka
静岡県

Fujieda
藤枝市

　藤枝市は、静岡県の中央に位置しています。

南北に細長く、北部は赤石山系の森林地

帯、南部は大井川下流の左岸まで広がって

おり、豊かな自然に恵まれています。

　本市には、茶やみかんなど特長ある農産物

とともに、医薬品等の化学製品分野や食料品

分野の製造業、そして、地酒、スイーツ、居酒屋、

乾しいたけの流通など、元気で魅力ある産業

が数多くあります。
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藤枝セレクション 2014

目　　次

藤枝セレクション 藤枝セレクション

藤枝セレクションプレミアム

はちみつ 藤枝かおり

藤枝抹茶ジェラート　プレミアム No.7

問い合わせ

志太地区のはちみつ農家さんたちが丁寧に採取したは
ちみつは、レンゲ・みかん・百花・クロガネモチなど、
様々な味が楽しめます。美味しくて安全・安心な上質
なはちみつが揃いました。

問い合わせ 静岡県養蜂協会志太支部事務局（藤枝市農林課内）
住所：藤枝市岡出山 2-15-25　藤枝市役所南館 1 階
TEL：054-643-3266

香りの高い「印
いん
雑
ざつ

131」を上品な香りに変え、渋みを
おさえる「やぶきた」と交配させて誕生した『藤枝か
おり』。一口飲むと、口の中に広がるジャスミンの香
りとまろやかな味わいが特徴です。

丸七製茶㈱・ななや
住所：藤枝市内瀬戸141－１　TEL：054-646-7783
https://nanaya-matcha.com/

問い合わせ 藤枝市茶商工業協同組合
住所：藤枝市堀之内 1-10-6
TEL：054-641-4173
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fujieda/

抹茶の味を存分に生かした「ななや」の『藤枝抹
茶ジェラート』は、抹茶の濃さによってNo.1～ 7
に分けられているので、自分の好みに合わせて味
をチョイスできます。「抹茶使用量は世界でいちば
ん！」をうたうプレミアムNo.7は、不動の大人気
商品です。芳醇な抹茶の香りを楽しめる逸品です！
最高級の抹茶を惜しげもなく使い、抹茶とスイーツ
の美味しさを追求し続ける「ななや」でしか味わえ
ないジェラートを、ぜひご堪能下さい♪

藤枝セレクション2014
抹茶ジェラート　プレミアム№７
はちみつ
藤枝かおり
藤里梨
朝比奈玉露
facute HONEY
藤枝四傑
おたけせんべい
藤の花 蒔絵風万年毛筆 等
サッカーエース最中
総桐 整理タンス  一筆文庫箱

藤枝セレクション2019
カシスリキュールジャム
藤枝ほまれ／ほまれ吾子
100％ぜんぶみかんジュース
カシス酒　姫のみ
とんじゃか丸　一番採り干し椎茸
サッカーボールクッキー
プチ姉妹（プチルージュ、プチジョーヌ）
かど万甘酒スムージー
ウィンナー  シャルマン・ジビエ
藤枝カシスとえびすかぼちゃのチーズケーキ
FUJIEDA OMOCHA

藤枝セレクション2015
せとやコロッケ
天然麹菌仕込み純米酒 米の花を紡ぐ物語
いちごのシャーベット
藤枝茶三姉妹ティーバッグ
朝比奈たけのこ物語 奈良漬
プチルージュ・フル里
玉取茸
藤枝朝ラーメン 乾麺
白身魚（鯛）のお抹茶しゅうまい　「茶月夜」
ふるさと銘茶 藤枝茶３兄弟
抹茶どらやき

藤枝セレクション2020
TEA CHOCOLATE MATCHA 7
きらぴ香のいちごおり
すぷうんおばちゃんの三角スプーン
フル里
炭火焼いのしし
藤枝朝ラーメン乾麺
藤枝一香
藤枝ロール
お茶屋の濃い抹茶どらやき／抹茶どらやき
焙煎ごぼうとほうじ茶／焙煎ごぼうと和紅茶
ふじえだ完熟マンゴー

藤枝セレクション2016
ふじえだ和紅茶
菌床椎茸　とんじゃか丸
朝比奈ちまき
有機赤ちゃん緑茶、有機赤ちゃん番茶
Dressing souse「抹茶」
純米本みりん　飛鳥山
ずわい蟹贅沢しゅうまい「藤娘」
フルーツカラートマト
静岡ジビエ　里山の恵み「静鹿と藤猪」
東海道藤枝宿名物ほととぎす漬
ピッツァ蓮華寺
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藤枝セレクション 2014藤枝セレクション 2014

藤枝セレクション藤枝セレクション

総桐 整理タンス 一筆文庫箱

藤枝セレクション

国産桐の箪笥は、民芸調の伊達金具を使用。使い込む
ほどに木目が引き立ち、味わいが出てきます。はがき
や切手、ペンなどを整理しておく一筆文庫箱も手元に
おいておきたい逸品です。

サッカーエース最中

サッカーボールの形をした最中で、「サッカー最中」
と呼ばれています。昭和32年、藤枝が国民体育大会
のサッカー開催地に選ばれたことを記念して誕生しま
した。サッカーの街・藤枝ならではのお菓子です。

藤枝セレクション

問い合わせ 問い合わせ 横山タンス店
住所：藤枝市水守 2-1-21 　　TEL：054-641-3580
営業時間：8 時 30 分～19 時
定休日：年中無休（都合により休業日あり）

フォンテーヌ府中屋
住所：藤枝市本町 3-5-4
TEL：054-641-0359

藤の花蒔絵風万年毛筆
藤・富士山・茶畑 蒔絵風多機能ボールペン

甘栄堂
住所：藤枝市本町 2-1-32
TEL：054-643-2517

藤枝セレクション

おたけせんべい

藤枝セレクション

藤里梨

藤枝市のシンボルである藤の花の絵を万年毛筆の柄に
あしらい、蒔絵風の色彩と光沢感のある艶が藤の美し
さを表現しています。桐箱入りで、上質な贈答用とし
て最適です。
※大好評につき、蒔絵風多機能ボールペンは完売しました。

藤枝セレクション

f
ファキュッテ ハニー

acute HONEY

おたけせんべいは、明治の半ばに創業者である天野た
けさん（おたけさん）が、近所の庭に咲く梅にヒント
を得て、梅の花を型どって焼いたおせんべいです。古
くから藤枝名物として有名です。

藤枝セレクション

志太は古くから梨の名産地であり、生産者の皆さんが
品種改良を重ね、果実が柔らかくみずみずしい、糖度
の高い梨ができました。藤里梨は、喜水・新水・幸水・
豊水の４つの主な品種があります。

問い合わせ ㈱藤枝事務器商会
住所：藤枝市緑町 2-2-8 
TEL：054-645-1997
https://f-jimuki.co.jp/

問い合わせ 藤枝市梨業振興会事務局（藤枝市農林課内）
住所：藤枝市岡出山 2-15-25　藤枝市役所南館 1 階
TEL：054-643-3266

問い合わせ ㈲おたけせんべい本舗
住所：藤枝市藤枝 4-1-16 　　
TEL：054-641-0979
https://otakesenbei.co.jp

朝比奈玉露

ふじのくに新商品セレクション2013で金賞を受賞した
『facute HONEY』。藤枝で栽培されたカシスを良質な
藤枝産のはちみつにじっくり漬け込んでできたカシスの
甘酸っぱさがビビッドなあと味すっきりなはちみつです。

日本三大玉露産地の一つに数えられる藤枝市岡部町の
朝比奈。茶畑にコモをかけて、太陽光を遮断し、一手
間掛けて大事に育てられる玉露は、最高級のお茶にふ
さわしく、極上の味わいです。

問い合わせ 岡部茶商組合
TEL：054-667-3633

藤枝四傑

問い合わせ A-farm
住所：藤枝市岡部町内谷 963-24
TEL：080-1563-9227

藤枝四傑は、喜久醉・志太泉・杉錦・初亀という藤枝
が全国に誇る４つの蔵の日本酒です。藤枝の良質な水
と良質なお米で醸された日本酒は、全国でも高い評価
を受ける日本酒通も納得のお酒です。

問い合わせ 藤枝市観光交流政策課
住所：藤枝市岡出山 1-11-1　藤枝市役所 東館 4 階
TEL：054-643-3078

現在販売中止

05 06



藤枝セレクション 2015藤枝セレクション 2015

藤枝セレクションプレミアム

藤枝セレクション 藤枝セレクション藤枝セレクション

いちごのシャーベット プチルージュ(小玉) フル里(中玉)

せとやコロッケ

問い合わせ

藤枝北高校の「北高ストアプロジェクトチーム」が、
市内の杉井酒造とコラボして開発した日本酒です。北
高生が稲穂から採取した天然糀菌で仕込み、蔵人と共
に生産し、デザイン・販売まで行いました。

せとやコロッケの会

完熟いちごの美味しさがギュッと詰まった冷たいデ
ザート。シャーベットの中には、いちごが丸ごと入っ
ていて、フレッシュな美味しさがいつでもお楽しみい
ただけます。 

プチルージュは糖度9～12度、フル里は糖度7～8度。
国内の高糖度トマトの分野では、味・品質共に最高ク
ラスのトマトです。藤枝市のみならず、静岡県を代表
するトマトを目指しています。平成26年末に、「静岡
県食セレクション」に認定されました。

問い合わせ ㈱ジャパンベリー 
藤枝市青南町 2 ｰ 5-1　　
TEL：054-636-5405
https://www.japanberry.net

問い合わせ トマト共和国 河原﨑農園
藤枝市善左衛門 3-23-3　　
TEL：054-636-3888
https://tomato-kyouwakoku.com

藤枝セレクション

問い合わせ 静岡県立藤枝北高校
藤枝市郡９７０
TEL：054-641-2400
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujiedakita-h/home.nsf

藤枝セレクション

     朝比奈たけのこ物語 奈良漬

藤枝セレクション

藤枝茶 3 姉妹ティーバッグ

藤枝市朝比奈の恵まれた自然で芽吹く筍は、繊維が細
かく柔らかいのが特徴です。「朝比奈たけのこの会」
が友好都市である埼玉県深谷市のマルツ食品㈱に製造
を委託。酒粕の風味が染み込んだ、まろやかな味になっ
ています。 

天然糀菌仕込み純米酒
米の花を紡ぐ物語

ジャスミンの様な香りと優しい渋みの「藤枝かおり」、
藤枝市民が審査会で選んだブランド茶「藤枝めぐみ」、
「藤枝かおり」から作られた香り豊かですっきりとし
た甘味の和紅茶「藤枝くれは」。この3つを気軽に飲
んで頂けるようティーバッグにしました。

問い合わせ 朝比奈たけのこの会
藤枝市岡部町新舟 786
TEL：054-668-0381

藤枝市本郷876 藤の瀬会館内事務局
TEL：054-639-0120　http://www.setoya.com/~korokke/

問い合わせ 藤枝市茶商工業協同組合
藤枝市堀之内 1-10-6
TEL： 054-641-4173
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fujieda/

全国有数の乾し椎茸集散地である
藤枝市で栽培されている椎茸は評
価が高く、この椎茸を手軽に味
わって頂けるように誕生したの
が「せとやコロッケ」です。椎茸
の美味しさと生産者の想いを感じ
てもらえるように瀬戸谷で手作り
し、そして椎茸の魅力、瀬戸谷の
魅力を伝える為に、必ず対面販売
しています。

菌床椎茸／玉取茸

ジューシーでボリュームある肉厚が特徴の ｢玉取茸」
は岡部町玉取で菌床を整造、培養、収穫をしている菌
床しいたけです。当園独自の温度・湿度管理により年
間を通じて高品質で美味しい椎茸を生産、提供してい
ます。

問い合わせ 玉取杉山農園
藤枝市岡部町玉取 1864　　
TEL：070-2230-0006
https://s1965ss0628.wixsite.com/website

現在販売中止

現在販売中止
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藤枝セレクション 2016藤枝セレクション 2015

藤枝セレクション

白身魚（鯛）のお抹茶しゅうまい「茶
さ

月
づき

夜
よ

」

玉露の三大産地のひとつ藤枝市岡部町の碾茶を使用。
焼津港より活の良いイトヨリ鯛、しゅうまいの皮には
クロレラを練りこみ栄養豊富な贅沢しゅうまいです。
お食事の一品、お土産に是非どうぞ

問い合わせ ㈲ゑび寿亭
藤枝市高柳 1-19-5
TEL：054-635-3392　FAX：054-635-3698
http://www.sadukiyo.com/

藤枝セレクションプレミアム

藤枝セレクション藤枝セレクション

朝比奈ちまき

藤枝セレクション 藤枝セレクション

菌床椎茸 とんじゃか丸

朝比奈ちまきは勝利を導く縁起物として徳川家康に献
上されていました｡ 椿の木を燃やし灰を作り､ その灰汁
にもち米を一晩浸して蒸したものを杵でつき､ 丸めて
真菰に包んで作ります｡ 現在は､ 椿の灰が貴重である
ことからイベント時に限定して販売｡ 食べれば元気100
倍､ 想いは戦国時代にタイムスリップ…歴史深い逸品｡

（地元のイベントなどで販売）

問い合わせ 朝比奈ちまき保存会
藤枝市岡部町殿 415
TEL：054-668-0508

ふじえだ和紅茶

藤枝セレクション

藤枝朝ラーメン 乾麺

朝早くから「温」と「冷」2杯のラーメンを食す「藤
枝朝ラーメン」は古くから伝わる藤枝が生んだ伝統あ
る食文化です。その藤枝朝ラーメンの関連商品として
5年前に開発されたのが、この乾麺です。日持ちもす
るので、お土産用にもピッタリです。

問い合わせ 藤枝朝ラー文化軒究会
藤枝市藤枝 1-4-12　　
TEL：054-641-0537
http://ezaki.ne.jp/asara/

抹茶どらやき（５個入り）

問い合わせ
三井農林㈱ 

10月末頃から12月中旬頃までの間しか出ない変わっ
た形の貴重な椎茸。旨みが多く、独特な歯ごたえで、
食べた人を魅了する。「変な形がとんじゃかないおい
しさ」から命名。御家庭では、フライパンでバター
焼きにして少々強めの塩コショウの味付けで、簡単に
おいしくお召し上がりいただけます。

藤枝市茶町に店舗を構えるお茶屋「真茶園」の人気商
品。ギフトとしても年間好評いただいております。お
茶屋ならではの抹茶の風味豊かなスイーツです。濃厚
な抹茶バタークリームと餡子が二層になったこだわり
のどら焼き。

問い合わせ 玉取杉山農園
藤枝市岡部町玉取 1864
TEL：070-2230-0006
https://s1965ss0628.wixsite.com/website

藤枝市宮原223-1（東京都港区西新橋1-2-9　日比谷セントラルビル）
TEL： 0120-314-731　https://www.mitsui-norin.co.jp

三井農林は60年以上藤枝で紅茶
の製造を行っています。地元藤枝
への貢献と和紅茶普及のため、生
産者とともに茶葉を仕上げ「ふじ
えだ和紅茶」を開発。
藤枝産100％の商品となってお
り、やさしい渋みと奥深い香りで、
すっきりとした無糖紅茶です。
和菓子や和食との食べ合わせもよ
く、従来の紅茶の枠を超えてお楽
しみいただけます。

問い合わせ ㈱松田商店（真茶園）
藤枝市茶町 1-10-29
TEL：054-641-6228
https://www.shinchaen.com

生活様式や食生活の変化によりリーフ茶需要が減退す
る中、市内３地域（瀬戸谷、葉梨、稲葉）の茶生産者
と大井川農業協同組合藤枝工場と共同で企画・開発し
た商品です。「茶どころ藤枝」それぞれの地域で栽培
された茶葉を使用し、それぞれの特長を活かした風味
で製造しています。なつかしい山々を感じさせる、香
りの「ふるさと茶」としてご愛飲されています。

問い合わせ 大井川農業協同組合 藤枝茶流通センター
藤枝市堀之内 848　
TEL：054-643-5511
https://jaeshop.ja-shizuoka.or.jp/s_63771s002_index.html

ふるさと銘茶 藤枝茶 3 兄弟
（飲まっかしん・葉梨物語・稲葉の雫）

現在販売中止
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藤枝セレクション 2016藤枝セレクション 2016

藤枝セレクション藤枝セレクション 藤枝セレクション 藤枝セレクション

D
ドレッシングソース

ressing souse 「抹茶」 フルーツカラートマト

トマトの需要が伸び続けており、好まれる種類も大玉
から中玉、小玉に、味も酸味から甘味へ変化、さらに
視覚が重要視され、五感に訴えるトマトが求められる
時代となってきました。5種類のカラートマト、「イ
エロー、ブラック、グリーン、レッド、オレンジ」を
生産しています。

低カフェイン・低タンニンの「緑茶」と「ほうじ茶」
のティーバッグ。苦み・渋みが少なく吸収性も良いた
め、お風呂上がり・日光浴・散歩の後など、赤ちゃん
の水分補給が必要な時に最適。「赤ちゃん番茶」はカ
フェインレス三年番茶を使用。藤枝産の無農薬・無化
学肥料で栽培した茶葉を使用し、無漂白紙バッグで安
心してお飲みいただけます。

2015年イタリアで開催された「ミラノ国際博覧会」
で世界的に大好評を得た万能ソースです。岡部産抹茶
の上品な香りと西京味噌の甘みが絶妙なバランスであ
らゆる食材と相性がよく、お料理を引き立ててくれま
す。和の食材とNORIのイタリアテイストを融合させ
た新しいスタイルのソースを是非ご賞味ください。

静岡県産の鹿肉と地元藤枝産の猪肉で作った、手作りの
ウィンナーとチョリソー。野生の旨味を引き出すため、お
肉の食感を残してあるのが特長です。鹿肉ジャーキーは、
ハーブをたっぷり効かせた醬油ベースのソミュール液に漬
け込み、静岡県の秘境「やまめ平」の燻製工房で丁寧
に仕上げた逸品です。いずれもお酒のお供に最適です。

問い合わせ 葉っピイ向島園㈱
藤枝市瀬戸ノ谷 5077
TEL：054-639-0514
https://mukoujimaen.jp

問い合わせ NORI and ERI
藤枝市時ヶ谷 864-3
TEL：054-641-4778
instagram アカウント :eri_nksa_5

有機赤ちゃん緑茶
有機赤ちゃん番茶

問い合わせ トマト共和国 河原﨑農園
藤枝市善左衛門 3-23-3
TEL：054-636-3888
https://tomato-kyouwakoku.com

問い合わせ 尾州真味屋総本舗
藤枝市緑町 2-2-21
TEL：054-631-7624
https://mt-fujiyama.jp

静岡ジビエ　里山の恵み
「 静鹿（しずか）と藤猪（ふじお） 」

藤枝セレクション 藤枝セレクション藤枝セレクション

純米本みりん飛鳥山 500㎖ ピッツァ蓮華寺（Pizza RENGEJI）

もち米、米麹、焼酎のみを原料とした伝統的な製法に
よるみりん。志太地域で開発された在来品種“旧志太
もち”を使用し、二か月醗酵させたモロミを舟で搾っ
た後、一年熟成させる事により、自然で深みのある味
わいを醸しだしました。きめの細かい甘味は、調味料
としてはもちろん、そのままお酒として楽しめます。

藤枝のシンボルカラー「藤色」、藤枝市の花「藤」と藤
枝が誇る観光名所「蓮華寺池公園」をコンセプトにした
ピッツァを作ってみたいと思い、「ピッツァ蓮華寺」を完
成させました。ピッツァのベースは蓮のペースト、藤の花
の紫は、紫キャベツペースト、無添加食材を使用し、見
た目も美しく体にも安全なピッツァを焼き上げました。

東海道藤枝宿名物 ほととぎす漬

問い合わせ La P
ラ パピージェ

apige
藤枝市若王子 1-2-19
TEL：054-645-2819
https://lapapige.com

問い合わせ 杉井酒造
藤枝市小石川町 4-6-4
TEL：054-641-0606
http://suginishiki.com/mirin

東海道藤枝宿の一膳飯屋などで提供された辛子がピリ
リときいた漬物が訪れた侍に気に入られ、｢木枯らし
や木枯らしの森のほととぎす聞くたびごとに涙そぼる
る」という古い歌から「ほととぎす漬」と名付けました。
近年後継者の不在により途絶えてしまっていたその味
を「藤枝おんぱく」を機に藤枝市場で復活させました。

藤枝セレクション

ずわい蟹贅沢しゅうまい「藤娘」

焼津港よりイトヨリ鯛、地場産野菜を豊富に使用、
クリ－ミ－でヘルシ－に仕上げてあります。栄養価の
高い一品、セレクション人気№1ずわい蟹贅沢しゅう
まい「藤娘」はとても美味しい絶品です。

問い合わせ おもひで横丁 藤枝市場～
藤枝市駅前 2-8-2　沖ビル 1 階
TEL：054-646-8877

問い合わせ ㈲ゑび寿亭
藤枝市高柳 1-19-5
TEL：054-635-3392 　　FAX：054-635-3678
http://www.sadukiyo.com

現在販売中止

11 12



藤枝セレクション 2019藤枝セレクション 2019

藤枝セレクション

問い合わせ ㈲ミラベル
藤枝市東町 2-13
TEL：054-641-0688
http://www.mirabelle.co.jp/

藤枝セレクション

プチ姉妹（プチルージュ、プチジョーヌ）藤枝ほまれ / ほまれ吾子（わこ）

辛口清酒「藤枝小町」は恵まれた環境で育まれた希少
な米「誉富士」を原料に生酛系山廃仕込みにより生まれ
ました。その限定生産された地酒を浸み込ませた新感覚
のカステラが「藤枝ほまれ」です。常温で3週間保存可
能で、置くほどに味が浸み込みおいしさが増します。ミニ
サイズの「吾子」もおやつに、御進物に喜ばれています。

（ほまれ吾子のみ販売中止）

藤枝セレクション

問い合わせ トマト共和国 河原﨑農園
藤枝市善左衛門 3-23-3
TEL：054-636-3888 
https://tomato-kyouwakoku.com

カシス酒 姫のみ（500㎖）

藤枝セレクションプレミアム

藤枝産のカシスを藤枝の地酒「志太泉」に漬け込んで
カシス酒が出来上がりました。女性が疲れを癒す自分
へのご褒美という意味も込めて名付けられました。鮮
やかなルビー色で、藤枝の藤色と色彩のイメージも重
なります。カシスのフローラルな香りや甘やかな果実
味豊かな味わいはストレートでもソーダ割でもおいし
く召し上がれます。

サッカーのまち藤枝とお茶のまち藤枝にちなんだサッ
カーボールクッキー。８枚入り、サッカーボール型の抹
茶クッキーは静岡県産の抹茶をふんだんに使用した濃厚
な味わい。藤枝かおりを使用した紅茶クッキーはマイル
ドなテイストでほんのり甘い味わい。発売以来、サッカー
大会の出場や観戦のお土産として喜ばれています。

カシスリキュールジャム

問い合わせ ㈱志太泉酒造
藤枝市宮原 423-22-1
TEL： 054-639-0010
https://shidaizumi.com

問い合わせ
やまゆスイーツ
藤枝市五十海1-2-3　TEL： 054-645-3935
http://yamayusweets.cart.fc2.com

藤枝市のイメージカラーである美しい
紫色をしたカシスリキュールジャム。
志太泉酒造とふじえだfermeが連携し
カシス酒「姫のみ」が誕生しました。
姫のみに漬け込まれたカシスの実を、
製法を工夫しジャムにしました。カシ
スの実が丸々と入っており、藤枝産の
カシスの爽やかな酸味と芳醇な味わい
が楽しめます。

藤枝セレクション

藤枝セレクション

とんじゃか丸 一番採り干し椎茸（菌床）

藤枝セレクション2016認定、大好評の変な形がとん
じゃかないおいしさ「とんじゃか丸」を干しちゃいま
した！
太陽を浴びて、おいしさもうま味もさらにぎゅーっと
凝縮。乾し椎茸だから、保存も長期間可能！いつでも
とんじゃか丸のおいしさをお楽しみいただけます。贈
り物にもとても喜ばれます。

フランス語で赤を意味する「ルージュ」と黄色を意味する
「ジョーヌ」の名がついたフルーツトマト（高糖度トマト）。
特徴は、サクランボの様な光沢があり、皮が極薄く柔ら
かく、9度から12度の高い糖度を持っており、トマト特有
のエゴミや青臭さがない。つややかな美しさと、プチッと
はじける甘さが好評のうま味の強いトマトです。

問い合わせ 玉取杉山農園
藤枝市岡部町玉取 1864
TEL：070-2230-0006 
https://s1965ss0628.wixsite.com/website

100％ぜんぶみかんジュース（720ml）

減農薬の完熟青島みかんだけを搾った果汁100％のスト
レートジュースです。添加物は一切使わず、皮をむい
てから搾るため雑味がありません。濃縮還元にはない
風味とコク、そして爽やかな味わいをご賞味ください。

（ •１本から販売•２本用ギフトボックスあり ）　•４本・６本用段ボール箱あり

問い合わせ さんかく山の里・大塚園
藤枝市助宗 1655
TEL：054-641-6325
http://ur0.link/RTG1

藤枝セレクション

問い合わせ ㈱一言
藤枝市茶町 2-2-21
TEL：054-641-0045
http://www.hitokoto.co.jp

サッカーボールクッキー
（抹茶、藤枝かおり紅茶）
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藤枝セレクションプレミアム

藤枝セレクション

藤枝カシスとえびすかぼちゃのチーズケーキ

藤枝産のカシスと友好都市である北海道恵庭市産のえ
びすかぼちゃを使用したコラボ商品。素材の良さを生
かすために甘さは控えめでどなたでも食べやすく親し
みやすいスイーツに仕上げました。

ジャパン・ベリーの完熟きらぴ香をまるごと凍らせ、その
まま削ったきらぴ香100％の贅沢な冷たいいちごスイーツ
です。きらぴ香特有のトロピカルな風味と甘さを存分に楽
しんでいただける一品です。いちご農園だからこそできる
製法で完熟きらぴ香を一年中味わっていただけます。藤
枝産いちごの魅力がつまった一品です。是非ご賞味下さい。

藤枝セレクション

問い合わせ ㈱信光
藤枝市築地 561-1
TEL：054-647-1880

藤枝セレクション

すぷうんおばちゃんの三角スプーン

藤枝セレクション

TEA CHOCOLATE MATCHA 7

きらぴ香のいちごおり

問い合わせ すぷうんおばちゃん
藤枝市立花 1-14-12
TEL：054-908-8169
http://spoonobatyan.shop-pro.jp

FUJIEDA OMOCHA

問い合わせ

お茶のまち、静岡県藤枝市を想っていただきたい（想
う茶）という願いから出来上がったお茶です。藤枝市
の木、花、鳥から名前を付け、市の史跡や名所を静岡
書店大賞に輝いた藤枝市出身の作家「ふくながじゅん
ぺい」さんにデザインして頂きました。中身も藤枝を
代表する特徴あるお茶です。

5才っ子が楽しく簡単に鉛筆の正しい持ち方の習慣を身に
着けるためのスプーンです。藤枝市岡部の職人が一本一
本心を込めて作った木製と、プラスチック製の持ち手があ
ります。子供が印に指先を当てるだけで鉛筆の正しい持
ち方と同じ持ち方に！子供は楽しく食べて、大人はほめる
だけ！５才っ子に良い持ち方の習慣を伝えませんか？

藤枝セレクション

問い合わせ ㈱ジャパン・ベリー
藤枝市青南町 2-5-1
TEL：054-636-5405
https://www.japanberry.net

ウィンナー / シャルマン ･ ジビエ

問い合わせ 尾州真味屋総本舗
藤枝市緑町 2-2-21
TEL：054-631-7624
https://www.mt-Fujiyama.jp

丸七製茶㈱・ななや
藤枝市内瀬戸141-1　　TEL：054-646-7783
https://nanaya-matcha.com/

問い合わせ 藤栄製茶㈱
藤枝市茶町 1-1-11
TEL：054-641-0054
https://www.toei-seicha.com

藤枝抹茶の歴史は1988年に藤枝の地（旧岡部
町）で、丸七製茶が静岡県で初めて抹茶づくり
をスタートしたところから始まりました。
「TEA CHOCOLATE MATCHA 7」は、高級
藤枝抹茶のみを使用した、濃さが違う7段階の
抹茶が楽しめるチョコレートです。最も濃い7
番は抹茶の比率がなんと「29.1%」と、世界
中どこにもない、ありえないほど濃い抹茶チョ
コレートに仕上げています。
抹茶本来の豊かな香味をダイレクトに味わえる
ように、香料や添加物、レシチンなどの乳化剤
も一切使用せず、ホワイトチョコレートから自
社製造しています。
ご家族と、お友達と、職場のご同僚と、ぜひ皆
さまでお楽しみください！

藤枝セレクション

かど万甘酒スムージー

問い合わせ かど万米店
藤枝市岡部町内谷 633-5　
TEL：054-667-0050
 https://kadoman-kometen.jp/

とろみのあるスムージーと甘酒の2層の糀で作る甘酒
と地元の果物だけを使った砂糖不使用のドリンク。
藤枝で採れるブルーベリーやみかんとの相性がよく、
甘酒が苦手な人も飲めてしまうほど。糀作りに3日、
甘酒づくりに一晩、甘酒スムージーはご注文を受けて
一杯ずつおつくりします。糀甘酒と果物のマッチング
をぜひご賞味ください！ 

準備が整い次第、販売再開します。 

緑豊かな藤枝の山中は、実は猪だらけ！藤枝で害獣と
して捕獲される猪は年間800頭以上。その猪もお肉に
なると「自然の中で育った健康なお肉」、家畜にはな
い栄養価の高い自然の滋味！藤枝の滋味豊かな野生猪
のソーセージ&ウィンナーです。柔らかく、クセのな
い上品な味をお楽しみください。

右利き用、左利き用のスプーンがあります。

現在休止中
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藤枝セレクション

藤枝セレクション藤枝セレクション 藤枝セレクション

藤枝ロール

藤枝セレクション

フル里

藤枝にて創業二百余年の老舗製茶問屋が自ら製造する
どら焼き。利き茶日本一の茶匠が厳選する茶を使用し
ています。一番人気の ｢抹茶どらやき｣ は濃厚抹茶バ
タークリームと餡子をふんわり抹茶生地で挟んだどら
焼きで、「お茶屋の濃い抹茶どらやき」は、たっぷり
お茶を使用した贅沢な生地で餡子を挟んだシンプルな
どら焼きに仕上げました。

問い合わせ 藤枝朝ラー文化軒究会
藤枝市藤枝 1-4-12
TEL：054-641-0537
http://ezaki.ne.jp/asara/

問い合わせ ホテルオーレ
静岡県藤枝市前島 1-3-1　
TEL：054-634-0001
https://www.hotel-ole.com

炭火焼いのしし

藤枝セレクション

問い合わせ トマト共和国 河原﨑農園
藤枝市善左衛門 3-23-3
TEL：054-636-3888 
https://tomato-kyouwakoku.com

問い合わせ ㈱松田商店（真茶園）
藤枝市茶町 1-10-29
TEL：054-641-6228
https://www.shinchaen.com/

藤枝朝ラーメン乾麺
「藤枝一香」は熱心な生産者とJA職員のサポートによ
り製造された荒茶を茶商が仕上げ、藤枝市の協力のも
とに商品化された上級煎茶で、「世界お茶まつり2019」
や市民対象の試飲会でも好評をいただいており、静岡
県の「ふじのくに山のお茶100選」にも選ばれました。
究極のクオリティーをぜひ味わってください。

朝早くから「温」と「冷」２杯のラーメンを食す「藤
枝朝ラーメン」は古くから伝わる藤枝が生んだ伝統あ
る食文化です。その藤枝朝ラーメンの関連商品として
開発されたのがこの乾麺です。２食入りで値段も手頃
なのでお土産用としてもピッタリです。

やさしい渋みと奥深い香りが特徴の藤枝産オーガニッ
ク和紅茶を生地に使用。ふわふわの食感、自然の甘さ
と香り、素材と配合にこだわった濃厚なクリームのマ
リアージュをお楽しみください。見た目のかわいらし
さは、ご贈答品やお土産にもおすすめです。
※季節ごとのフレーバー（1～ 6月ストロベリー／ 7
～ 12月ブルーベリー）となっています。

問い合わせ 藤枝市茶商工業協同組合
藤枝市堀之内 1 丁目 10-6
TEL：054-641-4173
https://www.siz-sba.or.jp/kencha/member/fujieda/

お茶屋の濃い抹茶どらやき（上）
抹茶どらやき（下）

藤枝セレクション
藤枝一

い ち

香
か

　桐箱入
藤枝一

い ち

香
か

　一煎パック

問い合わせ 尾州真味屋総本舗
藤枝市緑町 2-2-21　TEL：054-631-7624
https://www.mt-fujiyama.jp/
https://www.facebook.com/sizuokaGIBIER/

問い合わせ マツバ製茶㈱
藤枝市堀之内 1-14-1
TEL：054-641-3055
http://ocha-matsuba.com/

友好都市の北海道恵庭市「北海道産乾燥野菜浅吉」と
共同開発した商品。北海道で育った香り豊かな焙煎ご
ぼうと、藤枝産の無農薬栽培された、和紅茶とほうじ
茶をそれぞれブレンドしました。飲み終わった茶殻は
料理にも使用できます。ティーバッグの素材は植物を
原料としたバイオマス素材を使用していますので、体
にも安心・安全です。

焙煎ごぼうとほうじ茶 
焙煎ごぼうと和紅茶

藤枝セレクション

問い合わせ スイートネス・ファーム藤枝
藤枝市青南町 4-10-3
TEL：054-631-5607 ／ 080-1613-2278

ふじえだ完熟マンゴー
藤枝の穏やかな気候で育て、甘み・酸味のバランスに
優れた濃厚な味わいのマンゴー。主力品種の「アーウィ
ン」、黄色い果皮で口当たりのよい「マハチャノック」、
果皮が紫色でなめらかな舌ざわりの「玉文」、緑色果
皮で、大玉でジューシーな「キーツ」など、十数種を
栽培。直販、ギフト包装や配送も承っています。
※収穫・販売は6～ 9月ごろ。

フル里（中玉）は、20年以上前に大手企業が開発し
たトマトですが、諸般の理由により市場流通に至らず、
幻のトマトとして眠っていたものを当園が再生しまし
た。原種名はトマップルといい、トマトとリンゴを掛
け合わせたシャリシャリ感があり、癖のない品格ある
トマトです。火を通すとさらに旨味が増します。

藤枝の緑豊かな山をイメージした「いのししの炭火
焼」。オリジナルのたれにじっくり漬け込み、備長炭
でじわじわ焼き上げました。解凍後、スライスしてお
召し上がりください。お酒やワインなどと一緒に「野
生の旨味」をお楽しみいただけます。わさびやお茶も
良く合うので、お茶請けや「山の薫り」のただようお
茶漬けとしても好評です。
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