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13. 茶町ＫＩＮＺＡＢＵＲＯ 研屋町

14. ケーキの店いちごや 沓谷

15. 御菓子処　みやしろ 城北

16. マーガレットきく屋和洋菓子店 瀬名
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18. 柳 伝馬町新田/安倍口

19. うわさのどら焼き　水月 安東

20. リュバン 池田



住所 静岡市葵区伝馬町9-14とパルコ地下1階

TEL 054-251-2525 URL

紹介営業店 本店営業部 菓子　1

店舗名 シューハウス　エクレール

その他

店舗PR等

シュークリームテイクアウト専門店です。定番の
         商品 新商品 常時13 
15種類ほどご用意しております。クリームと皮の
口どけのバランスを考え、一番おいしい状態で
召し上がっていただけるようご用意しておりま
す。

紹介営業店 安東 菓子　2

営業時間 10 00~20 00 定休日 不定休

商品 シュークリーム、エクレアなど

営業時間 10:00 18:00 定休日 水曜日

商品 和菓子

店舗名 うわさのどら焼き　水月

住所 静岡市葵区安東2丁目21-1

TEL 054-246-6708 URL

その他 うわさのどら焼き　

店舗PR等

どら焼きはTVや雑誌にも多数紹介 され、全
国各地から注文が入る人気商品です。あんこ
 量 通常 3倍    大   驚   人
が沢山いらっしゃい ますが、あんこは甘さ控えめ
で、 あっさりと仕上げています。手土産等の 贈
答品にもお勧めです。



店舗名 大国屋製菓舗

住所 静岡市葵区大岩2丁目3-8

TEL 054-245-2448 URL

紹介営業店 安東 菓子　3

その他

店舗PR等

テレビに取り上げられたり（最近はわらび餅が
紹介されました）、多くのイベントに出店したり
  昭和20年  創業    和菓子屋  
   添加物 保存料 使      小  
 子様   年寄   安心  召 上   
        気軽  立 寄      只
今営業時間を短縮して営業しております。

紹介営業店 安東 菓子　4

営業時間 9 00~18 00 定休日 日曜、第三月曜、毎月28日

商品 和菓子(わらび餅、柏餅、大福など)、赤飯

営業時間 8:30 19:00火曜 土曜
8:30 18:00日曜 定休日 月曜日

商品 和菓子　

店舗名 和菓子　白木屋

住所 静岡市葵区大岩本町21-1

TEL 054-245-5986 URL http://sirokiya.crayonsite.com

その他

店舗PR等

創業85年 3代受 継  伝統 製法 大
切 饅頭 大福 1   包    焼  1
枚ずつ丁寧に焼いています。安心して美味しく
召し上がっていただけるよう、店主自ら厳選し
 原料 使用       一      気
軽にご来店下さい。



店舗名 パーネドルチェリアgotto

住所 静岡市葵区千代田１丁目10－14

TEL 054-246-8802 URL

紹介営業店 横内 菓子　5

その他

店舗PR等

唐瀬街道沿いにてパン、洋菓子の店頭販
売をしております。お手頃な商品を多数取
り揃えております。焼菓子のゴット、モンブラ
ンがお勧めです。ご来店お待ちしてます。

営業時間 10 00 20 00 定休日 水曜日

商品 パン、洋菓子



店舗名 焼菓子　松羽屋

住所 静岡市葵区駿府町2-2

TEL 090-7677-3835 URL https://www.facebook.com/yakigashi.matsubaya/

紹介営業店 横内 菓子　6

その他 フィナンシェ・マドレーヌ　各200円
ギフト箱　5個　1,150円、10個　2,200円、15個　3,200円

店舗PR等

定番のプレーンフィナンシェ、スルガエレガントの
マドレーヌ、月替わりの3種類の味をあわせ常
時5 6種類  用意      静岡産 
紅              茶 味   県
外の方へのお土産にも喜ばれます。

紹介営業店 番町 菓子　7

営業時間 12:00 17:00 定休日 日・月及び第2/第3火曜日

商品 焼菓子

営業時間 11 00 18 00 定休日 月・火・水

商品 かぼちゃのスイーツ/かぼちゃのケーキ・かぼちゃのタルト・かぼちゃのプリンetc

店舗名 Potiron (ポティロン）

住所 静岡市葵区田町5-15（          内）

TEL 070-5256-5598 URL Instagram・Facebook　あり

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

かぼちゃのスイーツ専門店です。かぼちゃを使
用したお菓子を作っています。コロナ対策のた
め入店は一組まで。マスク着用をお願いしてい
         店          内 
併設しております。かぼちゃ好きの方はぜひ一
度 利用     



店舗名 収穫月

住所 静岡市葵区田町2-78-31

TEL 054-255-7055 URL

紹介営業店 番町 菓子　8

その他

店舗PR等

閑静 住宅街          調 雰囲気
  店   手作  西洋焼 菓子 数々 
取 揃        自宅用  土産用  
  利用下   
商品は全て個別包装しており、衛生面には万
全を期しております、安心してお買い求め下さ
い。

紹介営業店 片羽 菓子　9

営業時間 12 30 18 00 定休日 不定休

商品 西洋焼 菓子

営業時間 9 30 20 00 定休日 不定休

商品 イチゴ、ミカン　レモン、マンゴー、ビール　各200円（税抜）

企業名 モンサンミッシェル

住所 静岡市葵区神明町50

TEL 054-271-6714 URL

その他 パイン入荷予定

企業PR等

お店にはバースデーケーキはもちろん、焼き菓
子、お手土産品等、常時60種類以上の豊
富なラインナップがあります。夏季限定でアイス
等も出しており季節感を感じることができます。
    菓子 買   迷  際    立 
寄    店        対応     
ります。



紹介営業店 片羽 菓子　10

営業時間  9 00 18 00
※火曜日  ９ 00 17 00 定休日 無

商品 生         夢   抹茶      １個250円
フルーツ・いちご・モンブラン　　1個230円

企業名 三坂屋　本店

住所 静岡市葵区井宮町138

TEL 054-271-2411 URL http://yumedora4.com/

店舗名 桔梗屋本店

住所 静岡市葵区土太夫町19

TEL 054-252-2809 URL なし

その他 抹茶    味 期間 数量限定商品 電話予約可能   

企業PR等

創業80年 地元民 愛   和洋菓子店 
老舗 和 伝統 洋 素材 調和    菓
子が好評。法事や祝事、贈答品も豊富に揃
えています。ぜひご賞味ください。

紹介営業店 研屋町 菓子　11

その他

店舗PR等

茶町通 沿  店 構   歴史  和菓子
屋。人気商品は『生ふるーつ餅』薄くて柔らか
いお餅の中に、パイナップル・オレンジ・キウイな
ど旬のフルーツが包まれている。その他にも常時
多くの種類の和菓子を用意しているので是非
 立 寄      

営業時間 9 00 18 00 定休日 日曜・月2回月曜

商品 生    餅190 220円 豆大福130円    160円 他



紹介営業店 研屋町 菓子　12

営業時間 8:30 18 00 定休日 月曜日

商品       等生菓子 230円  柚子最中10個入 399円  他

店舗名 増田屋菓子店

住所 静岡市葵区屋形町4-5

TEL 054-252-6967 URL

店舗名 茶町ＫＩＮＺＡＢＵＲＯ

住所 静岡市葵区土太夫町27

TEL 054-252-2098 URL http://kinzaburo.com/

その他

店舗PR等

静岡の土手通り沿いにある、歴史の古い和菓
子屋です。手作りの味を守り続けて4代目にな
り、昔ながらの和菓子を皆様に味わっていただ
           時世    早 落 着
くようにと願いを込めて、「アマビエ」の生菓子も
店頭にて販売しております。

紹介営業店 研屋町 菓子　13

その他

店舗PR等

ＴＶ       茶通王第1回優勝者 経
営   店 100年 超  茶問屋     
できる必食スイーツを取り揃えています。看板
商品 茶         数々      是
非お召し上がりください。

営業時間 9 30-18 00
日祝10:00-17:00 定休日 水曜日

商品 茶   129円  富士山    140円 濃 抹茶  氷734円 



紹介営業店 沓谷 菓子　14

営業時間 10:00~18:30 定休日 水曜日

商品 洋菓子

店舗名 ケーキの店いちごや

住所 静岡市葵区沓谷6－10－10

TEL 054-262-4247 URL

店舗名 御菓子処　みやしろ

住所 静岡市葵区北安東1丁目27-9

TEL 054-245-3626 URL

その他

店舗PR等

当店は静岡市葵区沓谷にあるケーキ屋です。店名
の通り、苺のショートケーキが人気メニューです。苺に
    夏 時期  店主 惚 込  ⾧野県産
の苺を取り寄せて使用しています。デコレーション
    承     記念日  是非当店    
 素敵 日  過               
540円         510円        
550円       520円他

紹介営業店 城北 菓子　15

その他

店舗PR等

北安東 50年季節 和菓子 中心 原
料     体     美味   菓子作
りを心掛けています。
是非、お越しください。

営業時間 8 30 17 00 定休日 月曜日

商品 各種和菓子・洋菓子・カステラ



紹介営業店 瀬名 菓子　16

営業時間 8 30 18 30 定休日 月曜

商品 和洋菓子

店舗名 マーガレットきく屋和洋菓子店

住所 静岡市葵区瀬名中央3－28－69

TEL 054-262-2008 URL

その他

店舗PR等

今年12月 創業50年 迎  和洋菓子
店。
リーズナブルな値段で四季の生菓子等を提供
       焼菓子130円  生菓子215
円  豊富 種類 和洋菓子 揃     
す。また、京都、大阪、名古屋の銘菓も取り
揃えております。

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 菓子　17

営業時間 8:00 17:30 定休日 月曜日

商品      生菓子 餅 110円 

店舗名 玉川屋

住所 静岡市葵区伊呂波町1-21

TEL 054-271-1977 URL

その他

店舗PR等

毎日作 立  大福            
販売しています。あんこは自家製で一つずつ丁
寧に心を込めて手作りしています。地元の皆
様に愛され続ける絶品のお菓子、おにぎりをぜ
ひご賞味ください。



店舗名 柳

住所 静岡市葵区安倍口新田250-8

TEL 054-296-7444 URL

紹介営業店 伝馬町新田/安倍口 菓子　18

その他 完全予約制

店舗PR等

真っ赤な屋根の洋菓子専門店。洋菓子
以外にもお弁当等商品のラインナップを増
やしました。洋菓子専門店が作るお弁当も
是非ご堪能下さい。

営業時間 10:00~17:00 定休日 水曜日・第3木曜日

商品 ケーキ、クッキー、お弁当等

紹介営業店 安東 菓子　19

店舗名 うわさのどら焼き　水月

住所 静岡市葵区安東2丁目21-1

TEL 054-246-6708 URL

営業時間 10:00 18:00 定休日 水曜日

商品 和菓子

その他 うわさのどら焼き　

店舗PR等

どら焼きはTVや雑誌にも多数紹介 され、全
国各地から注文が入る人気 商品です。あんこ
 量 通常 3倍    大   驚   人
が沢山いらっしゃいますが、あんこは甘さ控えめ
で、あっさりと仕上げています。手土産等の贈
答品にもお勧めです。



←トイケーキ

ニャンぱんち→

営業時間 日本平店 10:00 18 30
青葉     店 11 00 20 00 定休日 日本平店 水曜日

青葉     店 不定休

商品 ケーキ・生菓子・焼き菓子

その他

店舗PR等

★静岡市にある可愛いケーキ屋さん★
・お子さんのバースデイケーキにトイケーキ
                
・人気商品の「ニャンぱんち」「スマイル
シュー」「凍らせシュー」にシールド乳酸菌を
配合     免疫力 活性  身体 
     

紹介営業店 池田 菓子　20

店舗名 リュバン

住所     日本平店 静岡市駿河区栗原35-2
    青葉     店 静岡市葵区両替町2-1-16

TEL 日本平店 054-264-2626
青葉     店 054-254-2726 URL cake-ruban.com


