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1. 船橋舎 清水/折戸

2. 竹翁堂 清水/折戸

3. クルル 矢倉

4. パティスリー　リアン（PATISSERIE  Lien） 矢倉

5.    栗田菓子店 矢倉

6. 秋月堂 矢倉

7. シェ・ヒロ 大坪/月見

8. タツマ 大坪/月見

9. 清倖園 大坪/月見

10. 草里 大坪/月見

11. 風月堂 大坪/月見

12. 菓音(かのん) 下野

13. SUNRISE 草薙

14. マロニエ洋菓子店 高部

15. PATISSERIE MATINEE 矢倉

16. みのや総本舗 矢倉

17. 庵昇堂 矢倉



紹介営業店 清水/折戸 菓子　1

店舗名 船橋舎 

営業時間 10 00 17 00 定休日 水曜日

商品 和菓子・洋菓子

住所 静岡市清水区上2丁目1-20

TEL 054-352-6915 URL

店舗名 竹翁堂

住所 静岡市清水区入江2丁目1-8

TEL 054-367-0345 URL chikuodo.com/index.html

その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

創業文化5年 歴史 古  現在6代目 清
水次郎⾧ 江戸火消  新門辰五郎  縁
     伝       次郎⾧ 船橋舎 
逸話に関連した「ゆび饅頭」を取り扱っておりま
す。他にも和洋菓子を取り揃えておりますので
 近  来 際   利用     

紹介営業店 清水/折戸 菓子　2

その他 テイクアウトのみ取扱い

店舗PR等

 四季 和菓子 大切 時間     静岡市
清水区の和菓子屋、竹翁堂です。昔から伝わって
     創作     大切        伝統 
創作の融合」を確かな技術で実現します。竹翁堂
ではどなたでも気軽に和菓子を楽しんでいただけるよ
うに努めております。敷居は低くても確かな技術でう
そのない和菓子を提供させていただきます。

営業時間 9 00 18 00 定休日 水曜日

商品 和菓子



紹介営業店 矢倉 菓子　3

営業時間 9 30 19 00 定休日 火曜日

商品 ケーキ、焼菓子、洋菓子

店舗名 クルル

住所 静岡市清水区秋吉町2-64

TEL 054-366-3625 URL

企業名 パティスリー　リアン（PATISSERIE  Lien）

住所 静岡市清水区辻4丁目3-13

TEL 054-357-7720 URL https://ｗｗｗ.patisserie-lien.com

その他 お誕生日ケーキも注文に応じお作り致します。

店舗PR等
季節に合わせて商品を変えています。当店名
物は「王様シュークリーム」通常のシュークリーム
 ３倍 大        看板 目印   

紹介営業店 矢倉 菓子　4

その他

企業PR等

工場の倉庫をリノベーションしたケーキ屋さんと
しても有名ですが、美術大学の学生がコラボ
レーションし施工したテレビや新聞でも話題と
なったケーキ屋さんです。もちろん味も負けてい
ません。旬の果物を使ったケーキから定番ケー
キ、焼き菓子など季節ごとに楽しめます。

営業時間 10:00~19:00 定休日 毎週水曜日

商品 ケーキ、焼菓子



紹介営業店 矢倉 菓子　5

営業時間 8 00 19 00頃 定休日 水曜日

商品 和菓子　等

店舗名    栗田菓子店

住所 静岡市清水区西久保1丁目5-1

TEL 054-366-5652 URL

店舗名 秋月堂

住所 静岡市清水区西久保520

TEL 054-364-4670 URL http://www.apareiyu.co.jp/

その他

店舗PR等

清水 西久保   和菓子 老舗 一 一
つ丁寧に作られた和菓子をお手頃な値段で
買うことができます。ぜひご賞味ください。なお、
感染予防対策も徹底しております。

紹介営業店 矢倉 菓子　6

その他 天王店8 30 17 30（無休）

店舗PR等

明治4年  続 老舗    客様 幸  
運ぶお菓子を求めて今まで作り続けてまいりま
した。あぱれいゆを始め、ロールケーキやチーズ
大福などもございます。ぜひご賞味ください。な
お、感染予防対策も徹底しております。

営業時間 西久保本店 8 30 19 ００
（水曜日８ ３０ 17 30） 定休日 年中無休

商品 和洋菓子　等



紹介営業店 大坪/月見 菓子　7

営業時間 10:00~19:00 定休日 月曜日・火曜日

商品 洋菓子

店舗名 シェ・ヒロ

住所 静岡市清水区鶴舞町1-23

TEL 054-371-9101 URL

店舗名 タツマ

住所 静岡市清水区木の下町328-2

TEL 054-354-1733 URL www.tatuma.co.jp

その他

店舗PR等

業歴 永 市民  人気   洋菓子店 
す。なかでも1番人気はシュークリームです。外
出自粛 続    自宅  是非     
  店内  感染予防 努  飛沫防止
    使用       

紹介営業店 大坪/月見 菓子　8

その他

店舗PR等

干し芋のタツマでは、特に丁寧に作ってくれる
農家の美味しい干し芋をお客様に提供してい
   一度食   後 引      干 芋 
是非一度 試      

営業時間 9:00 17:00 定休日 日曜・祭日

商品 干し芋



紹介営業店 大坪/月見 菓子　9

営業時間 10 00 19 00 定休日 水曜日

商品 和洋菓子

店舗名 清倖園

住所 静岡市清水区有東坂4-6

TEL 054-345-9076 URL

その他 駿河区内セントラルスクエアでも販売しております

店舗PR等

昭和48年創業 昔 味 大切      若 人
達にも喜ばれるよう、低価格で美味しいお菓子作り
をしています。≪おすすめメニュー≫生どら焼き（小
豆・苺）140円、（プリン入）140円、船越堤
（梅 栗）184円           626円 季
節の和菓子各140円

紹介営業店 大坪/月見 菓子　10

営業時間 10:00~21:00 定休日 火曜日

商品 洋菓子

店舗名 草里

住所 静岡市清水区春日2-2-13

TEL 054-352-4446 URL https://www.zoree.net

その他

店舗PR等

清水  ⾧ 市民 愛    手作     
楽   喫茶店          中心  
が店内でも席の間を空けるなどの新型コロナウ
   感染症対策 行      全 手作 
でフルーツなどは毎日仕入の地産地消を心が
        子    年配 方  幅広 
楽しんでいただけると思います。



店舗名 風月堂

住所 静岡市清水区三光町2-4

TEL 054-352-9845 URL https://shimizu-fugetsudo.com

紹介営業店 大坪/月見 菓子　11

その他

店舗PR等

当店自慢 銘菓 次郎⾧笠 （      
焼き）がおすすめです。東名富士川サービスエ
リア（下り）、富士市の道の駅　富士川楽
座、清水区エスパルスドリームプラザにて販売し
      次郎⾧笠1 880円   他商品
も事前に電話またはFAXにて問い合わせでき
ます。

営業時間 9 00 19 00 定休日 水曜日

商品 和菓子（どら焼、焼菓子）、ゼリー

054-364-2391 URL

営業時間 10:00~19:30 定休日 水曜

TEL

紹介営業店 下野 菓子　12

菓音(かのん)店舗名

住所 静岡市清水区下野西1-1

商品 ケーキ・洋菓子・ランチ

その他

店舗PR等

創業10年     洋菓子店   季節
のてんこ盛りタルトや、ゼリー等ご用意して
      度           （540
円+税）も始めましたので、是非お待ちし
ています。



紹介営業店 草薙 菓子　13

店舗名 SUNRISE

営業時間 11:00 無   次第終了 定休日 不定休

商品         調理   

住所 静岡市清水区草薙一里山22-8

TEL 054-340-5005 URL http://www.sandwich-sunrise.com

店舗名 マロニエ洋菓子店

住所 静岡市清水区押切1760

TEL 054－340－3338 URL インスタグラム（ｐ_marronnier)で検索

その他 テイクアウトのみ

店舗PR等

2019年 草薙一里山            
チ専門店です。具材によって使い分ける自家
製パンと、「野菜ソムリエ」が季節ごとに厳選し
         人気         手土
産  ＃   時間   最適      越
しください。

紹介営業店 高部 菓子　14

その他

店舗PR等

物語に出てくるようなお菓子屋さんをコンセプト
 昨年     外出自粛 続 中 退屈 
日々をケーキやお菓子で華やかに彩ってみては
       Birthday＆Anniversary
    予約受付中   是非  利用   
い。※来店時はマスクの着用をお願い致しま

す。

 

営業時間 火 土 10 00 17 00
日 10 00 15 00 定休日 月曜日・祝日

商品 ケーキ、焼菓子



営業時間 10:00~19:00 定休日 毎週木曜日、第1・３・５週水曜日

商品 ケーキ、お菓子

その他 駐車場     

店舗PR等

         記念日          
ケーキ等のオーダメイドケーキ、結婚式の引き
出物等も受け付けております。詳しくはお電話
にてご確認ください。皆様のご来店を心よりお
待ちしております。

紹介営業店 矢倉 菓子　15

店舗名 PATISSERIE MATINEE

住所 静岡市清水区西久保227-9

TEL 054-659-8409 URL www.patisserie-matinee.com

紹介営業店 矢倉 菓子　16

店舗名 みのや総本舗

住所 静岡市清水区真砂町2-33

TEL 054-367-0888 URL

営業時間 9:00 19:00 定休日 不定休

商品 和菓子

その他 シュークリーム

店舗PR等

JR清水駅前ロータリーに昔からある和菓子屋
さん。
和菓子がメインですが、シュークリーム等もあり
ます。
    寄         



紹介営業店 矢倉 菓子　17

店舗名 庵昇堂

住所 静岡市清水区庵原町1781

TEL 054-366-7109 URL 【ブログ】anshoudou.eshizuoka.jp

営業時間 8 00 19 00 定休日 水曜日

商品 和菓子　等

その他

店舗PR等

昭和6年創業 地域 密着  伝統 基 
味・香・姿に新しい技を注ぎ真心をこめて吟味
製造しております。清水名物「ちいちい餅」をぜ
ひご賞味ください。


