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グリーンページ
静岡県富士宮市北町 4-13
TEL/FAX  0544-22-3741
OPEN  9：30 ～ 18：00
定休日  日曜・一部祝日 定休日

◆    新型コロナウイルス感染予防のため店内の感染防止対策を実施しています。
　　又、生産・物流の影響で品切れになっている商品もございます。
　　ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
◆    卵、パン、生鮮加工品などの入荷日が予告なしに変更になる場合があります。
        ご了承ください。
◆    WEB サイトからもグリーンページをご覧をいただけます。

※　生鮮品やお米・本・セール品など一部ポイント
　　除外品あります。ご了承ください。

ポイントカードは無料ですぐ作れます！
500 円 (＋税 ) で 1ポイント！
100 ポイント貯まると
500 円のお買い物券がお買い物時に発行されます。

サービスDAY はポイントが貯まるチャンス！

定休日

定休日

定休日

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン
・有機野菜

・さんさん
　ベーカリのパン
・有機野菜

・有機野菜

・有機野菜

・有機野菜

・有機野菜

・秋川牧園平飼卵

・秋川牧園平飼卵

・秋川牧園平飼卵

ポイント２倍

ポイント5倍 ポイント5倍
・生鮮加工品
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子

・さんさん
　ベーカリのパン
・有機野菜

・乳製品・有機野菜
・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子

定休日

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

           ・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

          ・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・秋川牧園平飼卵

・さんさん
　ベーカリのパン
・有機野菜

・有機野菜
         ・生鮮加工品
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン
・有機野菜

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン
・有機野菜

・さんさん
　ベーカリのパン
・有機野菜

ポイント5倍

ポイント２倍

・有機野菜
・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・さんさん
　ベーカリのパン
・有機野菜
・秋川牧園平飼卵

ＷＥＢ

fuji-green.coｍ

WEBサイトを新しくしました　　
グリーンページや最新情報、お
問合せフォームも見やすくなり
ましたのでぜひご利用下さい。

QRコードを読み取り
「追加」ボタンをタップしてください

お得情報
　満載

友だち登録で
定期的にお得情報配信！

店内の様子、入荷情報
サンプル添付、お得情報など
　　随時お知らせいたします

＠fujigreen1979
富士グリーン公式ツイッター

@749dlbdk

富士グリーン
公式アカウント

祝日ですが
営業致します

・乳製品
・有機野菜
・豆腐・納豆

・秋川牧園平飼卵

          ・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

祝日ですが
営業致します

         ・生鮮加工品
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆

SALE SALE SALE SALE
・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜

SALE SALE

・有機野菜
・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン

SALE SALE SALE SALE SALE SALE



井村屋から(オーガニックあずきバー)
が、新登場。
有機小豆、有機砂糖を使用した数量
限定品です。
余分なものは一切使用せず、小豆本
来の自然な味わい、おいしさが楽しめ
ます。
従来品と違い、水あめ不使用で、優し
い甘み。
6本入りの箱入りタイプ。

井村屋から(オーガニックあずきバー)
が、新登場。
有機小豆、有機砂糖を使用した数量
限定品です。
余分なものは一切使用せず、小豆本
来の自然な味わい、おいしさが楽しめ
ます。
従来品と違い、水あめ不使用で、優し
い甘み。
6本入りの箱入りタイプ。

6本  ￥550 (+税)
あずき バー  限定品
井村屋　オーガニック井村屋　オーガニック

これ１本で様々なお酢料理がカンタンに作れ
る八芳酢。
砂糖や塩など合わせる必要がなく、旬の素材
にかけるだけ、漬けるだけでおいしく味が決
まります。
素材の持ち味を引き立てるよう、やわらかな
酸味とまろやかな味わいの米酢、りんご酢を
使い、昆布かつおだし、レモン果汁入り。
(化学調味料、果糖液糖類、エキス類不使用)
お徳用 大瓶も出ました。

これ１本で様々なお酢料理がカンタンに作れ
る八芳酢。
砂糖や塩など合わせる必要がなく、旬の素材
にかけるだけ、漬けるだけでおいしく味が決
まります。
素材の持ち味を引き立てるよう、やわらかな
酸味とまろやかな味わいの米酢、りんご酢を
使い、昆布かつおだし、レモン果汁入り。
(化学調味料、果糖液糖類、エキス類不使用)
お徳用 大瓶も出ました。

360㎖  ￥420 (+税)
カンタン  八芳酢
ムソームソー

国産玉ねぎがたっぷり入った、機能性表示
食品のノンオイルドレッシング。
玉ねぎの他、イソマルトデキストリンが入っ
ているので食後血糖値の上昇や食後血中
脂肪の上昇もおだやかにします。
美味しいノンオイルドレッシングをお探し
の方、食後の血中中性脂肪、血糖値が気に
なる方へ。

国産玉ねぎがたっぷり入った、機能性表示
食品のノンオイルドレッシング。
玉ねぎの他、イソマルトデキストリンが入っ
ているので食後血糖値の上昇や食後血中
脂肪の上昇もおだやかにします。
美味しいノンオイルドレッシングをお探し
の方、食後の血中中性脂肪、血糖値が気に
なる方へ。

200㎖  ￥500 (+税)
ノンオイルドレッシング
チョーコー　機能性表示食品チョーコー　機能性表示食品

900㎖  ￥840 (+税)

200㎖  ￥500 (+税)
おろしぽん酢
チョーコー　機能性表示食品チョーコー　機能性表示食品

国産野菜がたっぷり入っ
た、機能性表示食品のお
ろしぽん酢。
食後の血中中性脂肪、血
糖値が気になる方へ。
しゃぶしゃぶ、焼肉、冷や
やっこ、サラダなどに。

国産野菜がたっぷり入っ
た、機能性表示食品のお
ろしぽん酢。
食後の血中中性脂肪、血
糖値が気になる方へ。
しゃぶしゃぶ、焼肉、冷や
やっこ、サラダなどに。

旬の食材にふりかけるだけ旬の食材にふりかけるだけ
カンタン  八芳酢カンタン  八芳酢

Ｏｒｇａｎｉｃ　有機   小豆   砂糖   使用Ｏｒｇａｎｉｃ　有機   小豆   砂糖   使用
オーガニック あずきバーオーガニック あずきバー

機能性表示食品　国産たまねぎの機能性表示食品　国産たまねぎの
ノンオイル ドレッシングノンオイル ドレッシング

機能性表示食品　国産野菜の機能性表示食品　国産野菜の

おろしぽん酢おろしぽん酢


