
小山町商工会



小山町商工会　会長　小野 寛幸

　この度、小山町商工会が地域のブランド品として認定する小山町

商工会優良推奨品「金太郎からの贈り物」と、商工会女性部が推奨

する地元食材を活用した金太郎誕生の地に拘った「金太郎の夢まき

ます」を掲載した冊子を、伴走型小規模事業者支援事業補助金を活

用し発行する運びとなりました。

　本冊子に掲載されている商品を地域の方々に知っていただくとと

もに、小山町自慢の特産品として広く親しまれるよう全国にも発信し

ていきたいと思います。

　発行にあたり本冊子が小山町の地域振興に大いに活用され、地域

経済が発展することを願います。

小山町商工会　会長　小野 寛幸
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　小山町商工会では当初の「ブランド品」の名称を経て現在は「優良推奨
品」として、有志の事業者が小山町の名産品を登録し、普及活動に取り組
んでいます。
　新型コロナウィルスが猛威をふるっている昨今、多くの皆様が不自由な
生活を強いられていることと思います。このような中ですが、補助金を活用
し、冊子を発行する運びとなりました。
　本誌はスマートフォンで動画も見られるなど工夫した作りになっていま
すので、楽しくご覧になれると思います。「推奨品」を知っている人、知らな
かった人、そして事業者の皆様のお役に立てることを願っています。なお、
定期的に登録品目を更新していますので「夢まきます」を含めて、今後の商
工会にもご注目ください！
　最後に、本冊子の発行にあたりご協力いただきました皆様に厚く御礼
申し上げます。

小山町商工会　商業部会長　湯山 廣
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金太郎からの贈り物



金太郎の
熊どら

金太郎の熊どら
1個 （税込）140円

1箱 6個入り940円（税込）

㈲飴屋
小山町藤曲５４－４

成美拡大MAP

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/retail/60/

● 当店
● 足柄サービスエリア下り

● 道の駅ふじおやま・すばしり

営  8：30～19：00　定休日　水曜日

0550-76-0124TEL

0550-76-2394FAX

MAP B-3

小山町の名物としては『金太郎の熊ど
ら』の他にも、金時最中、くるみまんじゅ
う、富士山頂上まんじゅうなども販売
中。そのなかでも金時最中は、60年以
上も続いている人気商品です。

　創業100年ほどにもなる老舗の菓
子屋・飴屋で販売中の『金太郎の熊ど
ら』は、金太郎が跨る熊をイメージした
真っ黒などら焼きで
す。竹炭を使用して黒
く焼き上げた柔らか
な生地に、マーガリン
と熊の大好きな蜂蜜
を挟み、優しい甘さのお菓子に仕上げ
ました。1年中、どの季節でも同じ美味
しさを楽しんでいただけるよう、マーガ

リンの品質にもこだ
わっています。2009
年の販売開始から、
小山町の特産品とし
て長く愛され続ける
お菓子です。

PR動画

ホームページ
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金太郎サブレ

金太郎サブレ

きくや商店
小山町藤曲54-66

成美拡大MAP

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/retail/58/

● 当店 ● 商工会
● 足柄サービスエリア下り ● ファーマーズ御殿場
● マックスバリュー萩原店・東田中店・小山店

● 道の駅ふじおやま・すばしり

営  9：00～19：00　定休日　水曜日/日曜日

0550-76-0312TEL

0550-70-9657FAX

MAP C-3

毎朝パンから焼いて、地元の商店や
道の駅にサンドイッチや惣菜パンなど
の商品も卸しています。ケーキや焼き
菓子のご注文も承ります。

　バターをたっぷり使った『金太郎サ
ブレ』は、生地の配合から型にいたるま
で、すべてがお店のオリジナル。
　「地元の名物になる
お菓子を」という思い
から生まれたサブレ
は、明治40年創業の
老舗のパン屋さんが、
1枚1枚丁寧に焼き上げています。卵も
地場産のものを使用し、美味しさにこ
だわって作られたお菓子です。元気な
金太郎が目印の、かわいいサブレ。甘

いものが好きな方
に、ぜひおすすめ
したい一品です。

（税込）240円
6枚入り 650円（税込）
15枚入り 1,300円（税込）

3枚入り
手提げ箱
大箱

1袋

PR動画

ホームページ
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きくや商店
小山町藤曲54-66

成美拡大MAP

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/retail/58/

● 当店
● 足柄サービスエリア下り ● ファーマーズ御殿場
● マックスバリュー萩原店・東田中店・小山店

● 道の駅ふじおやま・すばしり

営  9：00～19：00　定休日　水曜日/日曜日

0550-76-0312TEL

0550-70-9657FAX

MAP C-3

当店のサブレには、米粉を使用しない
『金太郎サブレ』もあります。どちらも
それぞれの美味しさがあるので、ぜひ
食べ比べてみてください。

　2013年に、富士山が世界文化遺産
に登録されたことを記念して発売を開
始したのが『金太郎米
粉サブレ』です。富士
山にちょこんと座っ
た、かわいい金太郎が
トレードマーク。受賞
歴もある地元小山町
産のコシヒカリの米粉を使用し、サッ
クリとした食感に仕上げました。アーモ
ンドパウダーを多く配合することで、独
特の甘みと香りを出しています。牛乳

やコーヒー、紅茶
とともにお召し上
がりいただくと、
美味しさが際立ち
ます。

● 商工会

ホームページ

金太郎
米粉サブレ

金太郎米粉サブレ
870円1箱 （税込）

PR動画
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金時せんべい
　昭和40年に販売を開始した『金時
せんべい』は、50年以上にわたって受
け継がれてきた商品です。味も、金太
郎をモチーフにした3
種類の焼き印も、ずっ
と変わらず当時のま
ま。卵をたっぷり使っ
た優しい味で、小さな
お子さんからお年寄りまで、世代を超
えて愛されてきました。
　地元の多くのお寺でも、お茶菓子と
して人気を集めています。1枚1枚、真

心こめて丁寧に
焼き上げたお煎
餅は、お土産やお
やつにぴったりで
す。

金時せんべい

清林堂製菓舗
小山町菅沼７５５－１８

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/retail/94/
営  8：30～19：30　定休日　水曜日

0550-76-0174TEL

0550-76-0195FAX

MAP F-2

ご注文をいただければ、お饅頭などの
生菓子もお作りいたします。
お気軽にお問い合わせください。 16枚入り （税込）５00円

3枚入り （税込）100円

1,100円（税込）30枚入り

全体MAP

● 当店 ● 道の駅ふじおやま

ホームページ

PR動画
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金太郎バウム

道の駅 ふじおやま
小山町用沢72-2

北郷拡大MAP

ここで
買えます

http://fujioyama.co.jp/
営  7：00～20：00　無休

0550-76-5258TEL

0550-76-5274FAX

MAP D-3

　「小山町を代表するようなお菓子を、
地場産の材料で作りたい」という思い
から生まれたのが『金太郎バウム』で
す。地元小山町産の
米粉を100％使用し、
直火で毎日じっくり焼
き上げています。生地
にはちみつを多めに
配合することで、しっとりとした食感に
上品な甘みの本格バウムクーヘンにな
りました。今や製造が追いつかないほ
どの人気商品。静岡県産のイチゴや抹

茶を使った季節
限定商品や、イベ
ントの時だけ会え
る商品もございま
す。

金太郎バウム

道の駅ふじおやまでは、地元小山町
の名産品や新鮮なお野菜などを、
数多く販売しております。お天気の
いい日には、富士山を一望できる
レストランでのお食事もオススメです。

● 鮎沢パーキングエリア
● 冨士霊園内売店 ● 町内各ゴルフ場

● 当店 ● 道の駅ふじおやま・すばしり

ホームページ

カットバウム 130円（税込）
1,300円（税込）レギュラーホール

PR動画
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金太郎だんご

富士見興業
小山町生土22-3

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/retail/308/

0550-76-2209TEL

0550-76-2209FAX

MAP D-3

本物の竹皮は、おにぎりを包んだり
するのにも使われているそうです。
また、余ったきなこを牛乳やヨーグルト
に混ぜて召し上がるのもおすすめです。

　あんこの入った草だんごにたっぷりの
きなこをまとわせた『金太郎だんご』。
2度煎りしたきなこの香ばしい風味が、
甘くしっとりしたお団
子によく合います。金
太郎の腹掛けを模し
た包装紙と、本物の竹
皮を使用したパッケー
ジも、変わることなく受け継がれていま
す。
　20年ほど前の発売当初から親しまれ
ているお団子は、小山町の名産品とし
て町の知名度アップにも一役買ってい

る人気商品。お土
産や、お客様への
お茶請けなど、
様々な場面でご活
用ください。

北郷拡大ＭＡＰ

700円1箱 （税別）

● 御殿場駅 ● 足柄森林カントリー倶楽部
● ギャツビイゴルフクラブ

● 道の駅ふじおやま・すばしり ● 商工会

ホームページ

金太郎だんご

PR動画
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山そだち 1個 （税込）170円
1袋 3個入り 540円（税込）
1箱 5個入り900円（税込）

丸中わさび店
小山町小山69-2

成美拡大MAP

ここで
買えます

http://www.office-web.jp/shop/wasabiya/
営  9：00～18：00　定休日　水曜日

0550-76-0753TEL

0550-76-0799FAX

MAP F-4

素材を生かした商品作りにこだわり、
最中だけでなく「わさび漬け」、「わさび
花くきの三杯酢漬け」、「水かけ菜漬け」
など様々な商品を手掛けています。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

　地元小山町産の清流で育った生わ
さびからペーストを作り、白あんと合わ
せた手作り最中です。不思議な組み合
わせに見えますが、生
わさびの爽やかな辛
味と、白あんの上品な
甘さが絶妙にマッチ
します。生わさびの風
味を保つため、保管は冷凍庫がおすす
め。冷たいままお召し上がりいただく
と、口当たりと風味が格別です。
　明治35年創業の老舗のわさび屋

が、自信を持って
オススメするジャ
パニーズスイーツ
です。

山そだち

PR動画

ホームページ
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● 当店
● 足柄サービスエリア下り

● 道の駅ふじおやま・すばしり



金太郎トマト
　『金太郎トマト』は、旨味と甘みを
ぎゅっと濃縮したフルーツトマト。野菜
づくりにとって最も大切なのは、土と
水分のバランス。
様々な品種の中から
選びぬかれたこだわ
りのトマトは、甘いだ
けでなく昔ながらの
懐かしい味がすると評判です。
　生産者の地元愛がたっぷり詰まって
います。ご自宅用だけでなく、贈り物に
も最適です。ぜひ生で、そのままの美味

しさをお楽しみく
ださい。

金太郎トマト

㈱富士小山企画
小山町上野571-1

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/member-other/2430/

0550-76-1315TEL

0550-76-1315FAX

MAP D-1

地域発展のため、ハウスの暖房にも
地元小山町産の木質ペレットを使用
しています。通年でトマトの生産を
している他、米や水かけ菜の栽培も
手掛けています。 1,000円1kg ~

全体MAP

● マックスバリュー萩原店・小山店
● 道の駅ふじおやま● セルバ御殿場古沢店

（税込）

ホームページ

PR動画
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金時
健康ふとん

金時健康ふとん
掛ふとん、敷ふとん、枕、金時神社の御守り、金太郎腹掛け

５点セット 28,000円（税込）

ふとんのあいはら
小山町小山693-1

成美拡大MAP

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/member/retail/189/
営  9：00～18：00　定休日　毎月1日、10日、20日

0550-76-0248TEL

0550-76-1770FAX

MAP G-4

子供用だけでなく、大人用の布団など
多種多様な商品を販売中です。お布団に
関するご相談、お悩みをお伺いし、お客様
ひとりひとりにぴったりの商品をおすすめ
します。お気軽にお問い合わせください。

　「赤ちゃんに健康で丈夫に育ってほ
しい」という願いから、昭和57年に金
太郎柄のオリジナル生地を染めて、子
供用布団の販売を始
めました。赤ちゃんが
最も長い時間を過ご
すのはお布団の中。お
肌への優しさを一番に
考え、販売当初から生地にも中綿にも
最高級グレードの綿を100％使用する
ことにこだわり、手作業で作っていま

す。また、成長につれ
て生地や綿を足すこ
とで、大人になって
からも長く使ってい
ただくことが可能で
す。

● 当店

PR動画

ホームページ
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㈲小山計算センター
小山町大胡田1174-4
エコ布草履をつくる会

北郷拡大MAP

ここで
買えます

https://oyama-s.jp/kintaro/2139/

● 道の駅ふじおやま

0550-76-7130TEL

0550-76-7130FAX

MAP D-3

お子さま用は9〜11センチ、13〜18センチが
あります。大人用は24センチからお作りして
います。草履教室も開催しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

　「金太郎のように元気になりますよう
に」との願いを込めて、ひとつひとつ手
作りで作られている草履です。素材と
なるロープは老舗縄
屋の特注品で、鼻緒も
地元染工所で特別に
あつらえたもの。お子
さま用の小さなサイズ
は、一生餅を背負っての行事「初歩き」
にぴったり。また大人用のサイズは健
康グッズとして、室内履きにもご使用い
ただけます。注文を受けてからの制作

になるので、お渡
しまで2週間ほど
お待ち下さい。

金太郎草履

ホームページ

金太郎草履
1,000円 ~（税込）
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エコバッグ

㈲小林捺染工所
小山町用沢1348

全体MAP

ここで
買えます

http://www.nobore.jp/
営  9：00～17：00　定休日　土日祝

0550-78-0522TEL

0550-78-1440FAX

MAP D-2

エコバッグの他に鯉のぼりはもちろん、
お名前が入った室内用の節句の飾りなども
注文を受けています。鯉のぼりは屋外用の
大きなものから、マンション向けの小型の
ものまで様々な種類を取り揃えています。

　鱗や目玉が色鮮やかなエコバッグの
材料は、なんと鯉のぼり。鯉のぼりの
製造過程で出たハギレや、数が合わず
に廃棄していた生地
を有効活用するため
に、専用ブランド
「nobore（ノボレ）」を
立ち上げ、エコバッグ
の製造を始めました。
　昭和36年の創業以来、長きにわたっ
て鯉のぼりの製造を手掛けてきた職人
たちが、生地の染色から裁断、縫製ま

で、すべて手作業
で行ったこだわり
のオリジナル商品
です。

エコバッグ

ホームページ

エコバッグ（小） （税込）715円
円

825円～
～1,430 （税込）エコバッグ（大） 円1,650

円～2,420 （税込）くるくるバッグ 円2,640

PR動画
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● 当店 ● 道の駅ふじおやま



　私たち女性部は、小山町の新しいご当地グルメになってほしいとの願いか
ら「金太郎の夢まきます」プロジェクトを立ち上げました。
　地場産の食材を使ったきんぴらが入った巻き物、パン、デザートなど、各店
舗それぞれが試行錯誤をして作ってくださった「夢まき」です。
　プロジェクトのキャラクター「きんぴらくん」は、私たちが以前から女性部
が作っていた春巻きにきんぴらが入っていたことと、金太郎の子どもの名前
が金平であること（諸説あります）、そしてこれからの小山町に期待しようと
いう思いから誕生しました。
　みんなの夢と希望と未来、そして私たち女性部の想いを、各店舗のアイ
ディアで包んだ「夢まき」です。
　どうぞお店に足を運んで、味わってみてください。

小山町商工会　女性部部長　内田 澄枝

春 巻 き 巻き寿司

スイーツ

小山きんぴら巻き 15
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元祖 ゆめ春巻き 19

月 見 20

金太郎の夢巻き鱒 21

パン・オ・ルヴァンのサンド 22
くりごぼうクリーミー大福 23
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金太郎ゆめあんぱん 24
金太郎のあまい夢 25

金太郎の夢巻きます



小山
きんぴら巻き

こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町用沢420-4

円（税別）1 本  350

● 法事　● 宴会　● 個室（大中小有）

かつ榮本店のメニューに加え、煮込みうどん、

お刺身、和食膳などお1人様から宴会まで

バリエーション豊富なレストランです。

テイクアウトメニューも、お弁当からパーティが

できちゃうファミリーパックまで充実しています。

小山茶寮

0550-78-3000TEL

　にんじん、しいたけも入ったきんぴら

ごぼうを、薄く伸ばしたすそのポークの

ヒレ肉で巻きました。

　とんかつ屋ならではのヒレ肉と、お

馴染みのきんぴらをひとつにまとめて

くれるのは、とろ～りクリーミーなカマ

ンベール、マイルドなエメンタール、コ

クのゴーダから作る３種類のチーズ

ソースです。

　スリムな姿からは想像できない、濃

厚な食べ応えの春巻きです。熱々をお

店で食べるのはもちろん、冷めても美

味しいので、テイクアウトでお家でもお

楽しみいただけます。

http://oyama-saryo.tsuboguchi.co.jp/

●当店で召し上がれます
● テイクアウト
●小山町のお祭り・イベント

北郷拡大ＭＡＰ MAP D-1

営  平　日 11：00～14：00　17：00～21：00
土日祝 11：00～21：00

ホームページ PR動画
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こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町須走121

● ● パン販売（要予約）

篭坂ゴルフクラブ

0550-75-4700TEL

　もともとは中華料理の春巻きが、イ

タリア料理に大変身。金太郎トマトの

ドライトマト、ごぼうのトマト煮、チーズ

の入ったマッシュポテトを合わせた、ま

るでイタリア料理のワンプレートのよう

な春巻きです。マッシュポテトにはシェ

フこだわりの発酵バターを使用してい

るため、ひと口で上品なバターの風味

が広がります。

　2021年4月に、本格洋食のオムライ

スなどが楽しめるクラブハウスとしてリ

ニューアルオープンの予定です。

http://www.kagosaka.com/guest/

 

全体ＭＡＰ MAP A-1

休 ＨＰをご覧ください

●当店でお料理をご注文の際に、
ご一緒に召し上がれます（要予約）

●小山町のお祭り・イベント

レストランでのお食事をご希望の際は、

事前にご予約ください。粉やイースト菌に

こだわって、4日間かけて焼き上げる

低温長時間発酵のパンも予約注文が可能です。

ぜひお問い合わせください。

イタリアン
春巻き

ランチ（要予約）

ホームページ
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こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町大御神604-3

● 喫茶　● ランチ　● 食事会（要予約）

レストランでは『豚バラの味噌焼き丼』

など、低温真空調理の肉料理などもご提供

しております。また、ご予約いただければ

焼き立てのアップルパイなどもご購入

いただけます。ぜひお立ち寄りください。

東富士カントリークラブ

0550-78-0121TEL

　きんぴらのタレで味付けした地元小

山町産の金太郎マスに合わせるのは、

やはり地場産の金太郎トマトのドライ

トマト。さらに手作りしたホタテと魚の

ムースを添えて春巻きの皮で包み、パ

リッと揚げました。お店のオーブンで

一晩じっくりと乾燥させたドライトマト

が濃厚な甘みと酸味をプラスし、春巻

きの彩りにもなっています。

　５０年以上の歴史を誇るゴルフクラ

ブの、フレンチのシェフが生み出したオ

リジナリティあふれる創作春巻きで

す。ゴルフをやらない方はレストランだ

けのご利用もできますので、ぜひお試し

ください。

https://www.fuji-golf.jp/higashifuji/

●当店で召し上がれます（要予約）
● テイクアウト
●小山町のお祭り・イベント

全体ＭＡＰ MAP C-1

休 ＨＰをご覧ください

円（税込）１本  200

金太郎
彩り春巻き

ホームページ PR動画
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金太郎の
夢巻きます

こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町大御神888-2（冨士霊園内）

円（税込）2本  600

● 喫茶　　● ランチ　● 法事　

当店の一番人気は揚げたての天ぷらが

付いた、ざる蕎麦とざるうどんの定食

「合盛り」です。他にも多種多用なメニューを

ご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。

レストランふじみ

0550-78-0065TEL

　もやしときんぴらごぼうのシャキシャ

キ感、ベーコンの旨味、キムチのピリッ

とした辛味に、粘りのある食感の地元

産モロヘイヤ。一見変わった組み合わ

せに見えますが、それぞれの具材が互

いの良さを引き出し、金太郎の粘り強

さと重厚感をイメージした奥深い味わ

いの春巻きです。

　冨士霊園内のレストランふじみで

は、この春巻きをレギュラーメニューと

して、常時お楽しみいただけます。園内

では季節ごとに色とりどりの花が楽し

めるので、散策の際などにご利用くだ

さい。

https://oyama-s.jp/member/service-industry/254/

営  9：00～16：00（時期によって異なります）
休 水曜日

●当店で召し上がれます
● テイクアウト
●小山町のお祭り・イベント

全体ＭＡＰ MAP C-1

ホームページ PR動画
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元祖
ゆめ春巻き

こちらでお求めいただけます
● 当店で召し上がれます（要予約）
● テイクアウト
● 小山町のお祭り・イベント

小山町用沢182-1

円（税別）１本  150

● 鮮魚店　　● 18:00～ 居酒屋

地元の皆さんに美味しいお魚をお届けして

70年。様々な種類の鮮魚を取り揃えて

お待ちしています。夜のみ営業の居酒屋でも、

お酒に合う数々のお料理をご用意しております。

(有)みどりや

0550-78-0668TEL

北郷拡大ＭＡＰ MAP B-4

　「金太郎の夢まきますプロジェクト」

の最初の商品として売り出されたの

が、この『元祖ゆめ春巻き』。小山町商

工会女性部が、プロジェクト発足時に

イチから考案したという春巻きです。

　舞茸とゴボウのきんぴらを春巻きの

皮で巻いて揚げた、シンプルで懐かし

く、ホッとする味わいのお惣菜。ご飯の

おかずにはもちろんですが、お酒のお

つまみにもピッタリ。お店の自慢の新

鮮なお刺身と一緒に、お食事の「もう

一品」にいかがでしょうか？

https://oyama-s.jp/member/retail/104/

営  8：30～18：00
休 火曜日

ホームページ PR動画
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月 見 こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町用沢119-1

円（税込）1 本  1,100

ランチメニューは松花堂弁当と天丼で、

テイクアウトのご注文も承ります。

夜は料理屋として、新鮮な魚や肉を使った

料理をお召し上がりいただけます。

お気軽にお立ち寄りください。

● 宴会 ● 貸切可（要予約）

滋味とがわ

0550-78-0808TEL

　地元産のお野菜と漬物に、近海産の

お魚のそぼろを合わせた巻き寿司。寿

司職人ならではの丹念な仕事ぶりで

す。裏巻きという技術を用いて、大きめ

の具材を少なめのご飯で巻き、薄焼き

卵をまとわせました。

　野菜や魚は旬のものを使うため、季

節によって内容が変わります。寒い冬

から早春にかけては、中の青菜が小山

のふるさとの味、水かけ菜になります。

　小さなお子さまからお年寄りまで幅

広い方々に楽しんでいただけるよう、素

材の味を大切にしつつ、できるだけ好

き嫌いの少ない食材を選んで作ってい

ます。

http://kanko-oyama.jp/shopping/2085/

●当店で召し上がれます（要予約）
● テイクアウト
●小山町のお祭り・イベント

北郷拡大ＭＡＰ MAP C-3

休 火曜日

ホームページ PR動画

営  ランチ  11：30～14：00
ディナー 17：00～21：00
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こちらでお求めいただけます
 
 
 

御殿場市川島田136-1 レジデンスNs102

● テイクアウト/お弁当（要予約）● 宴会/貸切可（要予約）

農 （Minori）

0550-78-7922TEL

　食から観光へもつなげていきたいと

の思いから、地元の食材にこだわって

作った巻き寿司です。富士山の清らか

な伏流水で育った地元小山町産の

「金太郎マス」は、釣りも楽しめる須

川フィッシングパークからの直送。御

殿場コシヒカリ、天野醤油、さくら玉子

など、ご飯や調味料、卵も地場産で揃

えました。

　それぞれの食材が見事に調和した

色鮮やかな巻き寿司は、普段のお食事

にはもちろん、お祝いの席などにもお

使いいただけます。小山町の自然の恵

みをご堪能ください。

https://www.facebook.com/minori.gotenba

 

全体ＭＡＰ MAP C-5

営  ランチ  11：00～14：00

休 火曜日

円（税別）1,000

●当店で召し上がれます（要予約）
●テイクアウト
●小山町のお祭り・イベント

ランチ、ディナーともに四季の食材を

生かした、身体に優しいお料理をご用意して

お待ちしております。ご予算に合わせた

お弁当の注文や、お祝い事でのご利用も

可能です。お気軽にお問い合わせください。

ディナー 17：30～22：00

金太郎の
夢巻き鱒

フェイスブック PR動画
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こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町菅沼904-1

● 各種パン　● 焼き菓子　● サンドイッチ

茅沼ベーカリー

0550-88-8670TEL

　パン・オ・ルヴァンは、全粒粉から起

こした酵母で焼いたパン。ひとつひと

つ、発酵や焼き具合を確かめながら丁

寧に焼き上げています。そのパンで、地

元産の生ハムやお野菜、グリュイエー

ルチーズを挟みました。ライ麦粉や北

海道産小麦を使用した香りの良いパン

が、奥行きのある味わいの熟成生ハム

や、チーズのコクを引き立てます。味の

まとめは、酸味と甘味の効いたバルサ

ミコソース。ワインと合わせるのもオス

スメです。

　若い主婦に人気の可愛いお店の中

は、ほっとできるパンの香りでいっぱ

い。お気に入りのパンを見つけてくださ

い。

https://www.instagram.com/kayanumabake/

●テイクアウトで召し上がれます（要予約）
● 小山町のお祭り・イベント

成美拡大ＭＡＰ MAP A-4

営  11：00～18：30
休 月・火・第３日曜日

円（税込）１個  380

パン・オ・ルヴァン
のサンド

とにかく美味しいパンを作ることに

こだわっています。ハード系のパンとソフトな

パンを日替わりで販売しておりますので、

お好みに合わせてお選びいただけます。

予約や取り置きも可能ですので、

お問い合わせください。

インスタグラム PR動画
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こちらでお求めいただけます
 
 
 

小山町藤曲54-66

● パン　　● 洋菓子　　● 食料品販売

きくや商店

0550-76-0312TEL

　真ん中に栗を丸ごと一粒入れ、甘く

煮たごぼうを混ぜ込んだ粒餡でくるみ

ました。さらに生クリームをまとわせ

て、薄めの求肥の皮でふんわり巻いて

います。栗とごぼうという一見ユニーク

な組み合わせの大福ですが、一口ほお

ばると野菜の滋養が舌の上でクリーム

と仲良くとけ合って、不思議と癖にな

る、和のスイーツです。

　小さなお子さまやお年寄りでも安心

してお召し上がりいただけるよう、柔ら

かな食感を目指しました。ぜひ一度、お

試しください。

https://oyama-s.jp/member/retail/58/

 

成美拡大ＭＡＰ MAP C-3

営  9：00～19：00
休 水・日曜日

円（税別）１個  260

●テイクアウト（要予約）
●小山町のお祭り・イベント

くりごぼう
クリーミー大福

小山町の銘菓『金太郎サブレ』、

『金太郎米粉サブレ』の製造販売も

行っています。また、ご注文いただければ

ケーキなどもお作りしておりますので、

ぜひお問い合わせください。

ホームページ PR動画
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金太郎
ゆめあんぱん

こちらでお求めいただけます
● 当店で土日のみ販売
● テイクアウト
 

小山町用沢56-1

円（税込）１個  200

● 各種パン　● サンドイッチ ● バウムクーヘン

金太郎バウムを製造する金太郎ベーカリー

では、多種多様なパンも販売しています。

粉のおいしさにこだわった商品や、

土日限定の商品もありますので、

ぜひお立ち寄りください。

金太郎ベーカリー（道の駅ふじおやま内）

0550-76-6660TEL

北郷拡大ＭＡＰ MAP D-3

　『金太郎ゆめあんぱん』は、道の駅ふ

じおやまの人気商品『金太郎バウム』

をあんぱんの生地でくるんで焼いた、

他にはないユニークなパンです。しっ

とりとしたバウムクーヘンが甘い餡にく

るまれて、どこか懐かしい味に仕上が

りました。

　バウムクーヘン入りのパンは、あんぱ

んの他にもクリーム、レーズン、金時の

3種類を展開。国産の小麦粉や地元小

山町産の米粉を使用し、できる限り無

添加にこだわったパンも様々な種類を

取り揃えています。

http://fujioyama.co.jp/bakery.html

営  10：00～14：00
休 平日

ホームページ PR動画
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金太郎の
あまい夢

こちらでお求めいただけます
● 当店で召し上がれます（要予約）
● テイクアウト
● 小山町のお祭り・イベント

小山町用沢1346-9

円（税込）2個  400

● ランチ　　● カフェ　　● ディナー（要予約）　

鹿肉のハンバーグやローストビーフのランチ

の他、グルテンを最小限に抑えたスイーツ

も日替わりでご用意しています。

素材の美味しさを引き出したメニューを、

ぜひお楽しみください。

レストラン＆優カフェ リーテンリュカ

0550-78-0605TEL

全体ＭＡＰ MAP D-2

　やわらかな求肥とあんこ、コクのある

クリームチーズを春巻きの皮で包み、

パリッと揚げました。巻き方にも一工

夫し、小さな鳥が羽を広げたような、可

愛らしいスイーツが出来上がりました。

　金太郎からヒントを得た金時豆のあ

んこも、豆から丁寧に煮た自家製です。

栄養バランスと手作りにこだわるリー

テンリュカならではの、ちょっとおしゃ

れなおやつ。当店自慢のスペシャリティ

コーヒーとお召し上がりいただくのも

おすすめです。

　店名はスウェーデンの言葉で「小さ

な幸せ」の意味です。

https://www.litenlycka.com/

営  11：00～15：30
休 火・水曜日

ホームページ PR動画
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標高2,000mの須走口五合目には、約200台収容の
無料駐車場があり、視界が良ければ東京スカイツリー
までも見ることができるビュースポットです。また、須
走登山道は森林限界が高く、緑の多い登山道ですの
で、富士山特有の動植物など、自然を楽しみながら登
ることができるのが特徴です。あなたも日本の最高峰
富士山の頂をきわめて、日本一の眺望と感動を体験し
てみませんか。

須走口登山道

標高759mにあるこの峠は、古くから足柄路として知ら
れ、東国と西国を結ぶ重要なルートとして賑わったと
ころです。峠には新羅三郎義光吹笙の故事が伝えら
れ、9月にはこれにちなんで「足柄峠笛まつり」が開催
されます。足柄の関跡、足柄城跡などの史跡をめぐる
遊歩道も整備され、風光明媚な観光名所を訪れるドラ
イブ客や金時山へのハイカーなど、四季を通して多く
の観光客が訪れます。

足柄峠

富士山の雪解け水は地中にしみ込み、長い時間（100
年単位）をかけてろ過されます。富士山全体が巨大な
スポンジとなり、しっかりと水を包み込んでいるので、
富士山には川や滝はありません。けれど5月中旬から6
月中旬のわずかな期間、須走口五合目から御殿場口方
面へ20分程の所に滝が出現する場所があり、「まぼろ
しの滝」と呼ばれています。雪解けが始まったばかりの
富士山には、この滝を一目見たいというハイカーが訪
れ、手作りで整備されたハイキングコースは初夏のに
ぎわいを見せています。

まぼろしの滝
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足柄峠に向かう「金太郎富士見ライン」沿いにある
ビュースポット。真正面に対峙する富士山があまりに
も雄大で、思わず叫びたくなる雰囲気であることから
「誓いの丘」と名付けられていました。ここに設置され
ているハート型のモニュメントに鍵をかけ、誓いの鐘
を鳴らすと幸せが訪れるといわれており、4月と8月に
は富士山頂に夕日が沈む「ダイヤモンド富士」も楽しむ
ことができます。

誓いの丘

公園敷地内には6箇所の登録有形文化財があり、なか
でも豊門会館は明治40年頃に東京（向島）にあった建
物を大正14年に移築したもので、和館と洋館を合わせ
もち、規模が大きく、内部装飾に優れた建物です。西
洋館は、塔を正面に配しモダンな印象を与える建物と
なっております。正面、噴水泉、和田君遺悳碑とあわせ
て、公園内を散策しながら楽しんでください。

豊門公園

富士箱根トレイルは、静岡県と山梨県、神奈川県の県
境に位置し、富士山須走口五合目から西丹沢と呼ばれ
る三国山稜・湯船山・不老山を経て、足柄山系の金時
山までを縦走する全長約43kmのトレイルです。さらに
金時山からは、神奈川県箱根町へ至るルートに接続し
ています。ルート上には、ブナ林を始めとする落葉樹林
帯が広がり、四季折々の表情を見せてくれます。春から
初夏にかけては多くの花に彩られ、富士山麓周辺に自
生するサンショウバラの群落を見ることができます。

富士箱根トレイル

今から千年の昔。山深い中島の里に、八重桐という女の人がどこ
からかやってきて住みつきました。里人のうわさでは、京の都から
はるばるとくだってきたというのですが、いったい何のために、こ

んな山里に住みついたのか、誰もみな不思議に思うばかりです。小鳥の鳴き声や滝の音、里を
めぐって緑の山々、そこに住むやさしい里人に囲まれて、やがて八重桐は元気いっぱいの玉の
ような赤ちゃんを生みおとしました。これが、金太郎の誕生です。豊かな大自然に包まれ、熊や
うさぎ、そして猿や鹿を友だちに、すくすくと育った力自慢の金太郎は、やがて名高い武将であ
る源頼光に見いだされ、その家来となり、坂田公時と名を変えました。ふるさとの母と別れ、京
へのぼった後は、頼光の四天王（四人の家来）の一人として、大江山で酒呑童子を退治するな
ど、立派な武将になったと伝えられています。

金太郎伝説

- 28 -



東
名
高
速
道
路

金時公園

菅沼

一色

古沢

杉原

湯沢

吉久保

古沢東

ぐみ沢

川島田

須走本町

市役所北

ぐみ沢上

EXPASA 足柄

役場

小山町商工会

小山町総合文化会館

北郷中

富士小山
病院

Ｂ-Ｒサーティワン
アイスクリーム

（オートパラダイス
　御殿場内）

ドン・カリー

民宿紀賀野

陸上自衛隊
富士学校

冨士浅間神社

道の駅
すばしり

天恵

須走小

山荘新富

須走中

須走支所

小山中

小山高校 ま
ん
ぷ
く

カ
フ
ェ

足柄
ふれあい公園

足柄小

（足柄支所）

藤曲屋

道の駅
ふじおやま

あしがら温泉

アイリスオーヤマ

足柄森林
カントリー倶楽部

ギャツビイゴルフクラブ

東名富士
カントリークラブ

成美小
豊門公園

中島
Ｉ.Ｃ.

岩田左官

小山スズキ販売

ヱ
ビ
ス
Ｌ
Ｌ
Ｃ

サイトウ工芸社

北田木材

田代建設

渋谷木工所

岩田工業所

TREOW FURNITURE
WORKS

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
製
缶

新
菱
ア
ル
ミ
テ
ク
ノ

山久荘

橋本屋商店

駿東愛犬
訓練所

足柄
Ｉ.Ｃ.

足柄駅足柄駅

ファーマーズ
御殿場
ファーマーズ
御殿場

御殿場駅御殿場駅

富士スピードウェイ

フィーリングドッグ

小野工務店

勝俣製作所

大万紙業

東日本開発
緑化部

富士国際
ゴルフ倶楽部

富士小山
ゴルフクラブ

富士グリーンヒル
ゴルフコース 富士ヘルス

カントリークラブ

富士の杜
ゴルフクラブ

富士高原
ゴルフコース

須走

健康福祉会館

246

246

138

138

138

151
151

151

150

394

78

394

401 394

150

Ｃafé PAZL

吉久保

菅
沼

大胡田

竹之下

新柴

須走
Ｉ.Ｃ.

北
郷
小

北郷支所

ホテル
ジャストワン
富士小山

中島柳島

大御神 中日向

御殿場市

棚頭

須走

用沢

よしのダイニング

駿河小山駅駿河小山駅

永原北

Minori

リーテンリュカ

小林捺染工所

㈱富士小山企画

東富士カントリークラブ

篭坂ゴルフクラブ レストランふじみ
（冨士霊園内）

P31・32 成美地区

P33・34 北郷地区

清林堂

ドライブイン
富士

丸善
食品工業

明倫小

A B C D　　　 E F G

A B C D　　　 E F G

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

- 29 - - 30 -- 30 -

全体MAP



加冨登食堂

三軒屋

小山町商工会

鮎沢川

東名高速道路

394

394やぎこう
洋品店

イケヤ

山本
時計店

せりざわ薬局

やぎひで

中外電気工業

丸善食品

わ
か
く
さ

お
茶
の
山
田
園

臼
幸
産
業

魚
重
商
店

青木商会

カットスタジオ1002

池善

するが
整骨院

富士見エステート

駿河小山駅駿河小山駅

カフェ・ポム
町内食堂ごちそうさん
小山町役場

小山中

豊門公園

成美小

山橋
輪商会

中島
Ｉ.Ｃ.

健康福祉会館

成美拡大MAP
A B C D　　　 E F G

A B C D　　　 E F G

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

246

飴屋
きくや商店

落
合
橋

富
士
見
橋

茅沼ベーカリー

六合橋

ふとんのあいはら

丸中わさび店

- 31 - - 32 -



菅沼

一色

佐野川橋北

道の駅
ふじおやま

道の駅
ふじおやま

一色神社

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン

佐
の
川

Kashin

GS

GS

ユーサンガスケット

北郷支所

君田屋

平安典礼

鬼太鼓

コンビニ

コンビニ

YAKIN

勝又石油

富士小山病院

のはら
美容院

北郷
こども園

JA

小山町
総合文化会館

▲須走

▲富士スピードウエイ151

北郷小

北郷中

→

→→

諏訪ノ前

246

みどりや

金太郎ベーカリー
 道の駅で販売中
・富士見興業
・小山計算センター

滋味とがわ

小山茶寮

北郷拡大MAP

▲御殿
場

A B C D　　　 E F G

A B C D　　　 E F G

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

- 33 - - 34 -



※掲載の価格は令和3年1月時点での価格となります。
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