
No. 正式店舗名称 店舗URL 販売予定商品

1 丸高名産店 http://www.miyage-marutaka.com/ 富士山

2 丸福高橋商店 https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000179988/ 富士山

3 富士山五合目こみたけ売店 https://www.fuji5-komitake-b.com/stall 富士山

4 ドライブインいちごプラザ http://15plaza.com/ 富士山

5 グランビスタ足柄下り https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=4 富士山

6 富士山ファーム足柄SA上り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop/detail?sapashopid=9 富士山

7 三島スカイウォーク　GIFT　SHOP https://mishima-skywalk.jp/ 富士山

8 十国峠レストハウス http://www.izuhakone.co.jp/jukkoku-cable/ 富士山

9 富士川サービスエリア上り　seiect shop NEST http://hinomarusuns.co.jp/blocks/index/00088 富士山

10 富士川サービスエリア下り　スーベニアコーナー http://hinomarusuns.co.jp/blocks/index/00069 富士山

11 ラ・伊豆マルシェ https://atamibayresort.com/izuichi/shop/la-izumarche.php 富士山

12 八ヶ岳パーキングエリア上り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=133#panel 富士山

13 八ヶ岳パーキングエリア下り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=134#panel 富士山

14 富士急ハイランド https://www.fujiq.jp/富士山

15 道の駅こぶちさわ https://mkobuchisawa.jp/ 富士山

16 道の駅富士吉田 https://fujiyoshida.net/spot/11 富士山

17 談合坂サービスエリア下り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=97#panel 富士山

18 談合坂サービスエリア上り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=96#panel 富士山

19 双葉サービスエリア上り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=129#panel 富士山

20 双葉サービスエリア下り線 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=130#panel 富士山

21 富士山世界遺産センター https://mtfuji-whc.jp/ 富士山

22 FUJIYAMA　BAZAAR森の駅旭日丘 https://fuji3po.com/yamanakako/use/asahigaoka.html#guide 富士山

23 河口湖ハーブ館 http://www.fkchannel.jp/herbkan/facility/1stfloor.php 富士山

24 河口湖自然生活館 http://www.fkchannel.jp/naturelivingcenter/shop/ 富士山

25 富士急ハイランドフジヤマショップ https://www.fujiq.jp/shop/shop_fujiyama.html 富士山

26 河口湖富士山パノラマロープウェイ https://www.mtfujiropeway.jp/shop/ 富士山

27 キデイランド 清水店 https://www.kiddyland.co.jp/shoplist/shimizu/ 富士山

28 NEOPASA静岡 上り https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=191 富士山

29 NEOPASA静岡 下り https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=192 富士山

30 東急ハンズ静岡店 https://shizuoka.tokyu-hands.co.jp 富士山

31 グランドキヨスク静岡 https://www.kiosk.co.jp/store_detail/419 富士山

32 グランドキヨスク新横浜 https://www.kiosk.co.jp/store_detail/393 富士山

33 足柄ショッピングクラブ 足柄ショッピング倶楽部の店舗情報 | EXPASA足柄上り | サービスエリア・お買物 | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本 (c-nexco.co.jp) 富士山

34 足柄ハイウェイレストラン 足柄ハイウエイレストラン｜株式会社グランビスタホテル＆リゾート【公式サイト】 (granvista.co.jp) 富士山

35 富士川楽座 「富士川楽座」利便性の高い世界遺産を望む風光明媚な道の駅 (fujikawarakuza.co.jp) 富士山

36 駒門上り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=19#panel 富士山

37 駒門下り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=20#panel 富士山

38 しずおかマルシェ上り しずおかマルシェの店舗情報 | NEOPASA静岡上り | サービスエリア・お買物 | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本 (c-nexco.co.jp) 富士山

39 しずおかマルシェ下り しずおかマルシェの店舗情報 | NEOPASA静岡下り | サービスエリア・お買物 | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本 (c-nexco.co.jp) 富士山

40 浜松SA下り https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=200#panel 富士山

41 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ掛川PA(上り)店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop/detail?sapashopid=228 富士山

42 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ遠州森町PA(下り)店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop/detail?sapashopid=247 富士山

43 新東名森町上り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=197#panel 富士山

44 新東名森町下り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=198#panel 富士山

45 愛鷹上りハイウェイショップ https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=5#panel 富士山

46 愛鷹下りハイウェイショップ https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=6#panel 富士山

47 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ東名愛鷹PA下り店 https://www.e-map.ne.jp/pc/index.htm?cid=dyemap 富士山

48 富士旬粋 旬粋 syunsui｜土産品・贈答品のセレクトショップ富士山

49 日本平上りPA https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=29#panel 富士山

50 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ日本平PA下り店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=30#panel 富士山

51 牧之原SA下り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=36#panel 富士山

52 日本坂上り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=27#panel 富士山

53 小笠PA下り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=14 富士山

54 日本坂下り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=28#panel 富士山

55 東名 三方原PA下り https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=40#panel 富士山
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56 遠州豊田上り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=11#panel 富士山

57 遠州豊田下り売店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=12#panel 富士山

58 藤枝PA下り線店 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=194#panel 富士山

59 藤枝PA上り https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=193#panel 富士山

60 富士急ハイランド内ナチュラルチョイス(富士急直営店) https://www.fujiq.jp/shop/natural.html 富士山

61 LINE CREATERS SHOP https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/detail/?cd=000034 東京、富士山

62 ハイカラ横丁 DECKS Tokyo Beach店 https://www.ehara.co.jp/ 東京、富士山

63 CHARACTER SHOP HAIKARA　羽田空港店 https://www.ehara.co.jp/ 東京、富士山

64 キデイランド 原宿店 https://www.kiddyland.co.jp/shoplist/harajuku/ 東京、富士山

65 GIFT　KEISEI上野駅店 http://www.keiseistore.co.jp/other-businesses/souvenir/ 東京、富士山

66 ACCESS TOBU浅草改札内売店 http://www.tobushoji.co.jp/service/shop/ 東京、富士山

67 グランドキヨスク東京 https://www.kiosk.co.jp/store_detail/362 東京、富士山
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