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 Index（静岡市駿河区　菓子）

店舗名 紹介営業店

1. 松木屋 横内

2. ぷるみえーる 用宗/用宗駅前

3. 焼菓子工房　アンジェ 用宗/用宗駅前

4. 神尾きんつば店 用宗/用宗駅前

5. 和菓子・洋菓子　保昇軒 用宗/用宗駅前

6. canari caramel (カナリーカラメル) 馬渕

7. 伊奈製菓 馬渕

8. 郷土和菓子処小松屋 馬渕

9. 一富士製菓 大里

10.     製茶 雅正庵 丸子/向敷地

11. 鞠子の宿本舗　月ヶ瀬 丸子/向敷地

12. とらや＆caf 小鹿

13. Chouman 高松

14. パティスリー＆カフェ　MARU MER（マル・メール） 用宗/用宗駅前

15. canari caramel (カナリーカラメル) 馬渕

16. リュバン 池田



紹介営業店 横内 菓子　1

店舗名 松木屋

営業時間 9:00 18 00 定休日 水曜日

商品    大福    餅 栗  焼     団子 桜餅 和菓子 他

住所 静岡市駿河区西脇1058－1

TEL 054－284-2955 URL

店舗名 ぷるみえーる

住所 静岡市駿河区みずほ3-6-1（みずほ本店）

TEL
みずほ本店

054-258-9565 URL http://premier.moo.jp/

その他

店舗PR等

江戸時代駿河 三大名物（安倍川餅 追
分羊かん、うさぎ餅）の1つうさぎ餅を製造販
売しているお店。その他いちご大福、みたらし
団子、桜餅等和菓子の人気商品を多数取り
揃       老舗 味 是非 堪能頂  
い。テイクアウト販売。

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　2

その他

店舗PR等

本場    修行        人気    半
熟チーズケーキ、半熟ぷりん、ふんわりシュークリーム
などなど、豊富な種類をご用意しております。旬の食
材 取 入      魔法            
のお菓子をどうぞお楽しみ下さい。
       各店舗     本店 紺屋町店 
 静岡パルコ店、新静岡セノバ店、 静岡パルシェ食
彩館店、イトーヨーカドー静岡店 ※営業時間は各
施設   異    

営業時間
みずほ本店

9:30 19:30 定休日 年中無休

商品 洋菓子



紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　3

営業時間 10:00 18:30 定休日 木曜日

商品 焼菓子・生ケーキ・クロワッサン　チョコレート（冬季のみ）

店舗名 焼菓子工房　アンジェ

住所 静岡市駿河区用宗２丁目８－４

TEL 054-259-2106 URL

店舗名 神尾きんつば店

住所 静岡市駿河区用宗3丁目6－19

TEL 054-259-2019 URL

その他 キャラチョコケーキとキャラロールケーキは10日前までに要予約。

店舗PR等

当店 洋菓子屋 始  創業40年 用宗 店舗 構
  今年 10年      現在 焼菓子 中心 常
時30 40種類 季節   取 揃       生  
  4 5種類 少      早  時間  越   
さい。バースデーケーキ、焼菓子のラッピングや箱詰め等は
お早めに御予約ください。
＊担当者より＊用宗産しらすサブレ・しらすガレットは甘
味     塩味        種類 豊富 珍  味
の焼菓子もあるので選ぶのが楽しいですよ♪

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　4

その他 しばらくの間はテイクアウトのみです。

店舗PR等

当店 創業70年以上 老舗 地元 皆様  愛  
続            自家製 粒   使用    
す。ほんのりヨモギが香る生地は厚みがありモチモチをした
食感  丁度良 甘         入      静
岡    販売 行      小腹 空  時    
に是非ご賞味下さい。
＊担当者  ＊焼 立          美味   
   自宅 召 上  場合   電子   500W 
30秒程温   焼 立  美味   ☆

営業時間 9:00 16:00
（売 切 次第閉店） 定休日 毎週月曜日・第2日曜日

商品 きんつば120円・おでん各種60円



紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　5

営業時間 9 00 18 30 定休日 火曜日

商品 レモン大福・塩窯

店舗名 和菓子・洋菓子　保昇軒

住所 静岡市駿河区用宗４丁目５－２５

TEL 054－259－2553 URL

その他 地域内      行事等  出店      

店舗PR等

定番   焼           国内 良
質 材料   毎日手作          
めのレモン大福は、おもちの生地にレモン果汁
と皮を擦って練りこんであり、さっぱり風味のオリ
   商品      一度食    下 
い。

紹介営業店 馬渕 菓子　6

営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日・第1、３水曜日

商品 キャラクターケーキ・似顔絵ケーキ・焼菓子

店舗名 canari caramel (カナリーカラメル)

住所 静岡市駿河区緑が丘町1-63

TEL 054-284-5888 URL http://www.canari.biz/

その他

店舗PR等

        誕生日 記念日  祝     
   
12センチ　2,650円
15センチ　3,900円
18センチ　4,900円
21センチ　6,650円
生クリームデコレーションケーキ、またはチョコレート
ケーキ



店舗名 伊奈製菓

住所 静岡市駿河区馬渕3丁目13-30

TEL 054-281-6978 URL inasennbei.com

紹介営業店 馬渕 菓子　7

その他

店舗PR等

昭和26年 創業以来(令和3年 70周年） 昔
ながらの手作りを続けてきた、あられ・おせんべいを販
売しております。厳選した地元のお米の風味を活か
し、一枚一枚丁寧に作るオリジナルのせんべいで
す。日常のおやつ・お使いものに素朴な美味しさをお
楽しみください。また現在コロナウイルスによる影響か
ら地方発送を実施しております。

紹介営業店 馬渕 菓子　8

営業時間  9 00 19 00
（4月までは18:00） 定休日 日曜日

商品 あられ・せんべい

営業時間 10:00~17:30 定休日 月曜日

商品 和菓子・あんぱん

店舗名 郷土和菓子処小松屋

住所 静岡市駿河区馬渕2丁目10-30

TEL 054-285-4944 URL http://www.godan1896.net

その他 季節ごとの商品

店舗PR等

定番の和菓子や季節限定の商品など幅広く
扱っています。コロナウイルス対策として、消毒
液 設置 店舗内 換気 常 行    
す。基本お持ち帰りのみとなっております。



店舗名 一富士製菓

住所 静岡市駿河区中原881

TEL 054-282-9118
0120-29-9118 URL www.ichifuji-seika.jp

紹介営業店 大里 菓子　9

その他 工場直売。1個からご購入いただけます。

店舗PR等

平成元年創業 全国 観光   菓子 製
造販売 中心 主力商品        全
国菓子大博覧会にて「全菓博栄誉大賞」受
賞。幅広いお客様から好評を得る人気商品で
す。

紹介営業店 丸子/向敷地 菓子　10

営業時間 10 00 17 00 定休日 平日

商品 全国 当地      70円/個  箱菓子        饅頭 300円/箱 

営業時間 月 土8:30 17:30
日祝 10:00 17:30 定休日 無休（元旦等例外  ）

商品     製茶 厳選静岡茶 雅正庵 抹茶    

店舗名     製茶 雅正庵

住所 静岡市駿河区向敷地1198-1

TEL 054-259-6786 URL http://www.oyaizu.co.jp

その他  新型       感染拡大防止    営業時間 短縮等行       
　詳細はHPにてご確認ください。

店舗PR等

上記住所     製茶本店    <雅正庵>
千代田本店　　静岡市葵区千代田7丁目1-47、
焼津西小川店 焼津市西小川6丁目5-1 ﾍﾞｲ
ﾄﾞﾘｰﾑ清水店 静岡市清水区駒越北8-1 1階 
深蒸 製法        製茶 銘茶  静岡
抹茶 使  雅正庵 抹茶      堪能   
         販売 行         利用 
ださい。



商品 ケーキ・焼き菓子・食事メニュー等

その他 喫茶            越      
Set Menu          同時注文 100円 値引 

店舗PR等

ケーキ・焼き菓子の通常販売に加え、テイクア
       充実              
メニュー】パフェ　750円（とろとろプリンパフェ・
いちごパフェ）、ドリンク　420円（とらやブレン
            紅茶        
ス）、ドリンク　470円（ウインナー珈琲・カフェ
オレ）

店舗名 とらや＆caf 

住所 静岡市駿河区小鹿３０７-７

TEL 054-204-4801 URL Instagram ＠toraya_cafe

営業時間 9 00 19 00
      9 00 12 00 定休日 月曜日

紹介営業店 小鹿 菓子　12

店舗名 鞠子の宿本舗　月ヶ瀬

住所 静岡市駿河区丸子２丁目1-1

TEL 054-259-1762 URL www.s-tsukigase.jp

紹介営業店 丸子/向敷地 菓子　11

その他 むかごろう・とろろ饅頭

店舗PR等

丸子はとろろが名物の地区。そこでこのお店で
はとろろと米粉を練り上げた生地でこしあん巻
き芯にして『むかごろう』という商品があります。
おうち時間に召し上がってみてはいかがですか。
コロナ対策としてネット販売と配送サービスを始
めました。

営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日

商品 和菓子・洋菓子



商品 【定番】シュークリーム 140円(税抜)

その他 ケーキ(生菓子)、焼き菓子(ガトー)、バームクーヘン

店舗PR等

平成11年創業    等 洋生菓子 中心
にバームクーヘン、クッキー等の焼き菓子の製
造販売をしております。一品物から、ホール
ケーキまで、幅広い取り扱いをしております。甘
  菓子 自宅  時間  楽     
   

店舗名 Chouman

住所 静岡市駿河区高松2丁目8-27

TEL 054-238-6800 URL https://www.chouman.jp

営業時間 10:00~18:30 定休日 火曜日

紹介営業店 高松 菓子　13

紹介営業店 用宗/用宗駅前 菓子　14

店舗名 パティスリー＆カフェ　MARU MER（マル・メール）

住所 静岡市駿河区用宗2丁目17－2（みなと横丁）

TEL 054-256-4919 URL

営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日

商品 エクレア各種、ドリンク、皿盛りデザート、パフェ、ピザ、ベーグル

その他 テイクアウト可

店舗PR等

カラフルなエクレアとアシェットデセールのお
店です。季節のフルーツをふんだんに使った
新感覚のエクレアと皿盛りデザートやパ
フェ、ピザ、ベーグル、バースデイケーキの予
約も承ります。



←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　16

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

営業時間 11:00 19:00 定休日 火曜日・第1、３水曜日

商品 キャラクターケーキ・似顔絵ケーキ・焼菓子

その他

店舗PR等

        誕生日 記念日  祝   
     
12センチ　2,650円
15センチ　3,900円
18センチ　4,900円
21センチ　6,650円
生クリームデコレーションケーキ、またはチョコレー
トケーキ

紹介営業店 馬渕 菓子　15

店舗名 canari caramel (カナリーカラメル)

住所 静岡市駿河区緑が丘町1-63

TEL 054-284-5888 URL http://www.canari.biz/


