
道の駅
ふじおやま

検索ふじおやま

http://fujioyama.co.jp

最新情報はWEBで！

2018年7月作成　株式会社ふじおやま ・ 小山町

〒410-1326 静岡県駿東郡小山町用沢72番地の2
■ 営業時間・・・7：00～20：00（年中無休）
■ 駐車場（大型車42台・小型車63台・身障者用2台） /
 トイレ / 休憩室は24時間使用可能

● R246上り・・・ 「道の駅ふじおやま」交差点を右折

● R246下り・・・ 「菅沼」交差点100ｍ先左車線から進入

● 御殿場I.C. / 御殿場プレミアム・アウトレットから・・・約20分

● 冨士霊園 / 富士スピードウェイから・・・約10分

主要アクセス

道の駅ふじおやま ・ レストランふじおやま

TEL：0550-76-5258（受付時間 7：00～20：00）/ FAX：0550-76-5274

観光案内所・金太郎ステーション（小山町観光協会）

弁当・パン製造部門（農村活性化センターふじあざみ）

TEL：0550-76-6660（受付時間 9：00～15：00）/ FAX：0550-76-6601

TEL：0550-76-5000（受付時間 8：30～18：00）/ FAX：0550-76-5006

道の駅ふじおやま

農村活性化センター

ふじあざみ
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富士山頂と金太郎のまち　おやま

国道246号線沿い　富士山を望む道の駅
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小山町を中心に富士山、箱根、御殿場周辺の観光スポッ

トやイベント情報をご案内いたします。

観光案内所
金太郎ステーション
観光案内所
金太郎ステーション

富士・丹沢・箱根の３つの山系に育まれた小

山町の水を無料でお汲みいただけます。

道の駅に併設された噴水公園。旅の疲れを

癒してください。

24 時間利用可能な休憩室。交通情報のリア

ルタイムモニターも設置しています。

電気自動車の充電スタンド。道の駅でお食事

またはお買物ご利用で30分無料。

営業時間 8：30～18：00

金太郎バーガー、みしまコロッケ、ジャンボ豚まんなどの軽食、

ソフトクリーム、クレープ、こだわりの淹れたてコーヒーなど、

地元素材と手作りにこだわったファーストフードスタンドです。

ほっとスタンド金太郎ほっとスタンド金太郎

営業時間 9：00～17：00

定食、そば・うどん、ラーメン、洋食など、豊富なお食事メニューをご用

意しております。団体様のお食事・ご宴会も承ります。

営業時間 8：00～20：00

まとまった数量のご

注文やお取り置きも

承っております。お

電話にてお問い合

わせください。

金太郎ベーカリー金太郎ベーカリー 見ておいしい！食べておいしい！道の駅の焼きたてパン
原材料・製法にこだわった食パンやフランスパンをはじめ、旬
の食材を使った惣菜パン、菓子パン、クロワッサン、デニッシュ
など、バリエーション豊かなパンを毎日販売しています。選ぶ
楽しさと優しい味わいをモットーに、職人が心を込めて焼き上
げた道の駅のパンをぜひご賞味ください。パーティーに最適
なパンのオードブル、お土産用の詰め合わせセットも承ります。

ご注文・お問い合わせ

0550-76-6660

ご注文は使用日の3日前までにお願いいたします
・ ご注文合計3,000円以上で小山町内へ無料配達いたします。（御殿場市は5,000円以上）
・ 配達時間は朝9時から夕方5時まで。時間外の配達はご相談ください。

FAXでのご注文は 0550-76-6601

電話受付時間
9：00～15：00

小山町の新鮮な朝採り野菜や地元加工品を始め、手作り弁当＆惣菜、焼き

たてパン、生花、地酒、富士山麓のお土産品を販売しております。

営業時間 7：00～20：00

道の駅ふじおやまは

見どころいっぱいだぜ！
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(朝)和定食 650円

(朝)納豆定食 650円

(朝)洋定食 500円

(朝)朝カレー 650円

海鮮ミックスフライ定食 980円

あじフライ定食 900円

豚カツ定食 950円

おろし豚カツ定食 1,000円

チキンカツ定食 850円

肉野菜炒め定食 900円

豚ロース生姜焼き定食 900円

もつ煮定食 900円

麦とろ定食 850円

塩さば定食 800円

金太郎パワー焼肉丼 900円

テリヤキチキン丼 850円

豚汁セット 550円

イタリアンチキンカツ定食 900円

富士山カレー 750円

カツカレー 950円

水菜カレードリア 950円

ミートソーススパゲティ 900円

クリームチキングラタン 900円

お子様ランチ 650円

醤油ラーメン / 塩ラーメン 700円

担々麺 750円

塩カツラーメン 900円

かけそば / かけうどん 450円

富士天そば / 富士天うどん 650円

なめこおろしそば / なめこおろしうどん 650円

金太郎力そば / 金太郎力うどん 650円

カレーそば / カレーうどん 650円

ざるそば / ざるうどん 550円

もつ煮（単品） 500円

大焼売 400円

カツサンド 650円

※表示価格は全て税込み価格です。  ※季節によりメニューを変更する場合がございます。

全１５５席の広々としたフロア
富士山の見える道の駅のレストラン

団体様お食事メニュー 団体旅行
遠征・研修

ご宴会
ご会食

陶板焼き御膳【金時】陶板焼き御膳【富士】

2,000円 地鶏鍋御膳

1,300円 2,000円 1,000円

1,500円2,000円

すき焼き御膳 1,000円

みくりやそば御膳 ミニコースディナー 松花堂弁当

レストランふじおやまでは団体様のお食事・ご宴会を承っております。地元食材を中心においしくてリーズナブ
ルなお料理をご提供いたします。レストランフロアは間仕切りが可能ですので、貸切でもご利用いただけます。

ご予約・お問い合わせ

0550-76-5258(代)
【電話受付時間】　8：00～20：00（年中無休）

レストランふじおやまでは団体様お食事、各種ご宴会のご予
約を承っております。レストランフロアは間仕切りをするこ
とができますので、気兼ねなくご利用いただけます。バスツ
アーの昼食、歓送迎会・謝恩会・忘新年会、ご会食・会議、
ゴルフの打ち上げなど、様々なシーンでご利用ください。

※表示価格は全て税込み価格です。  ※季節によりメニューを変更する場合がございます。

豚しゃぶしゃぶ御膳 1,500円

バラエティー豊かなレストランメニュー

営業時間 8：00～20：00(19：00 L.O.)
朝メニューは10：30まで



ご注文・お問い合わせ

0550-76-6660

ご注文は使用日の3日前までにお願いいたします
・ ご注文合計3,000円以上で小山町内へ無料配達いたします。（御殿場市は5,000円以上）
・ 配達時間は朝9時から夕方5時まで。時間外の配達はご相談ください。

FAXでのご注文は 0550-76-6601

電話受付時間
9：00～15：00

カレー・丼物・おにぎり・おかず盛り合せ、お赤飯・祝い餅・シフォンケーキ

等もご用意いたします。 お弁当の内容やご飯の量もお気軽にご相談ください。

松花堂弁当

1,000円
松花堂弁当

1,000円

ミックスフライ弁当

800円
ミックスフライ弁当

800円

焼肉弁当

700円
焼肉弁当

700円

幕ノ内弁当

800円
幕ノ内弁当

800円

ふじあざみ弁当(A)

500円
ふじあざみ弁当(A)

500円

焼きそばセット

500円
焼きそばセット

500円

大盛カツ丼

700円
大盛カツ丼

700円
ふじあざみ弁当(B)

500円
ふじあざみ弁当(B)

500円

オードブル

3,000円～
※ 写真は3,500円のもの

オードブル

3,000円～
※ 写真は3,500円のもの

煮物オードブル

1,500円～
※ 写真は2,000円のもの

煮物オードブル

1,500円～
※ 写真は2,000円のもの

キッズオードブル

2,500円～
※ 写真は3,000円のもの

キッズオードブル

2,500円～
※ 写真は3,000円のもの

パンオードブル（お惣菜系）
1,000円～

※ 写真は2,000円のもの

パンオードブル（お惣菜系）
1,000円～

※ 写真は2,000円のもの

寿司盛り

2,000円～
※ 写真は3,000円のもの

寿司盛り

2,000円～
※ 写真は3,000円のもの

巻物MIX

500円
巻物MIX

500円

助六折

450円
助六折

450円

三色ちらし

500円
三色ちらし

500円

おこわ(大)

600円
おこわ(大)

600円
赤飯(大)

600円
赤飯(大)

600円

白餅　(500g) 400円
おはぎ　(1個) 120円
※お供え餅・紅白餅も承ります

白餅　(500g) 400円
おはぎ　(1個) 120円
※お供え餅・紅白餅も承ります

デザートデニッシュ
1,000円～

※ 写真は1,500円のもの

デザートデニッシュ
1,000円～

※ 写真は1,500円のもの

※表示価格は全て税込み価格です。 
 ※季節によりメニューを変更する場合がございます。
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部活動
各種大会

宴席
法事

子ども会
地域行事

行楽
イベント

道の駅に隣接した『ふじあざみ』ではお弁当、お惣菜、オードブルを製造・販売して

います。ご予算・ご年齢・ご要望に応じて、きめ細やかに手作りいたします。小山町・

御殿場市への配達、バスへの積み込みも対応いたします。お気軽にご相談ください。

道の駅に隣接した『ふじあざみ』ではお弁当、お惣菜、オードブルを製造・販売して

います。ご予算・ご年齢・ご要望に応じて、きめ細やかに手作りいたします。小山町・

御殿場市への配達、バスへの積み込みも対応いたします。お気軽にご相談ください。

仕出し弁当

オードブル
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