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たこまん 小笠本店
●たこまん おがさほんてん

昭和28年（1953）創業、遠州エリア
の食材を中心に用いて和・洋菓子
を製造販売する。代表銘菓の大砂
丘に、ふわふわの生タイプも登場。
K菊川市上平川565-1 kJR東海道
本線菊川駅から車で15分 J8～19
時 i無休 p25台

0537-73-5288
P16B4MAP

Shop　  Ａ

献上菓舗 大竹屋
●けんじょうかほ おおたけや

北海道や丹波産の小豆で作る餡を
はじめ、自家製にこだわった和菓子
店。かりんとう饅頭は、芋や桜、栗
など季節限定の味も楽しみ。K菊川
市半済3135 kJR東海道本線菊川
駅から徒歩7分 J8時45分～19時30
分 i月2回水曜不定休 p4台

0537-35-2339
P16C5MAP

Shop　  Ｂ

遠州菓子処
えびら堂
●えんしゅうかしどころ えびらどう

和菓子を中心に、ユニークな創作洋
菓子も販売。羽二重餅でプリンを包
んだ遠州プリン大福、揚げていない
ベイクドドーナツにも注目。K菊川
市嶺田949 kJR東海道本線菊川駅
から車で20分 J8時30分～19時　
i月曜（祝日の場合は翌日） p3台

0537-73-2109
P16A4MAP

Shop　  Ｄ

ポエム新月
●ぽえむしんげつ

名物は豆腐店の豆乳で作る店主考
案のとうふ菓子。抹茶、ブルーベリー、
黒ゴマなど味は全8種類。チーズケ
ーキをはじめ洋菓子も販売。K菊川
市嶺田1315-1 kJR東海道本線菊川
駅から車で20分 J8時～18時30分
i火曜（祝日の場合は営業） p5台

0537-73-3083
P16B4MAP

Shop　  Ｅ

さくら屋
●さくらや

テレビ番組でも取り上げられた溶け
ないご当地アイス・くずシャリシャリ
が話題。味のバリエーション豊富な
菊川の生どら184円～も大人気。
K菊川市半済1680-5 kJR東海道
本線菊川駅から徒歩7分  J8時45分
～20時  i無休 p8台

0537-35-2307
P16C5MAP

Shop　  Ｃ

中嶋茶店
●なかじまちゃてん

昭和25年（1950）創業の製茶問屋。
茶葉の販売だけでなく、茶葉を使っ
たお茶の葉入り羊かんや、緑茶ジャ
ム1個650円なども開発・販売する。
K菊川市加茂350 kJR東海道本線
菊川駅から車で10分 J8～20時 i
無休 p5台

0537-35-2572
P16B3MAP

Shop　  Ｇ

森本酒造
●もりもとしゅぞう

社長自ら酒造りを行う自醸蔵。県内
産の酒米を使い、菊川の地下水を
仕込み水に酒を醸す。12月末頃に
は搾りたての新酒が登場する。
K菊川市堀之内1477 kJR東海道
本線菊川駅から徒歩5分 J8～17時
i不定休 p3台

0537-35-2067
P16C5MAP

Shop　  Ｈ

Bake and Cake
ぱふ 
●べーく あんど けーき ぱふ

焼きたてのパンと作りたての洋菓子
がズラリと並ぶ。季節の生ケーキの
ほか、さくらたまごの卵黄を使った
あかっちプリン250円もおすすめ。
K菊川市赤土1078 kJR東海道本
線菊川駅から車で20分 J9時30分
～19時 i月曜 p4台

0537-73-5475
P16B4MAP

Shop　  Ｆ

インフォメーション
みやげ＋α

ブルーベリーの郷
●ぶるーべりーのさと

早生から晩生まで約30種類のブル
ーベリーを栽培。多品種のブルーベ
リーを摘み取れる。シーズン中はブ
ルーベリーカレーなども登場。
K菊川市川上1099 kJR東海道本
線 菊川駅から車で25分 J9～16時 
iブルーベリー狩りは6～8月 Gブルー
ベリー狩り入園大人1200円・小人800
円、おみやげパック付き大人1400円・
小人1000円 p20台

0537-73-6636
P16C4MAP

坊ノ谷土人形
●ぼうのやつちにんぎょう

農閑期に収入を得るために
作られてきた焼き雛人形。
代々高木家で作られ、現在
は4代目の宏さんが製作す
る。一番人気は招き猫！
K菊川市高橋3316-1 kJR
東海道本線菊川駅から車で
25分 Ji要問合せ pあり

0537-73-4023
P16B5MAP

ミナクルふれあい
菊川の里

●みなくるふれあいきくがわのさと

JA遠州夢咲による農産物直売所。地元農
家が作る季節の旬の野菜やフルーツを手
頃に販売するほか、菊川茶などの地産品
も取り扱う。K菊川市加茂5780 kJR東海
道本線菊川駅から車で10分 J8時30分～
16時30分 i水曜 p100台

0537-35-3111 P16B3MAP

たこまん 小笠本店
●たこまん おがさほんてん

手作り体験工房「CHEF'S LABO」で
ケーキ作り体験ができる。パティシエ
指導の下、土台から仕上げまで自分
で挑戦。体験は前日までに要予約。
Gケーキ作り体験540円＋デコレーション
代 J13時、14時、15時、16時の1日4回開
催 i水・日曜開催

0537-73-5288 P16B4MAP

　ケーキ作り体験できます！

　名産品をまとめ買いなら！

　ブルーベリー摘み取り体験

　ほっこり味のある焼雛人形

nブルーベリー
ジャム140g
各540円

oブルーベリープ
レサーブ
140g各540円

o招き猫（大）

l加藤清正

自宅用に、贈答用に、地元っ子がよく購入する
食べて＆飲んでおいしい菊川のおみやげを厳選！
個性豊かなラインナップで、選ぶのも楽しい。

美しい遠州灘の大砂丘を
イメージしたブッセ。イチゴ
やメロン、季節によって限
定の味なども登場します

1個 150円　

遠州銘菓
大砂丘
クリームチーズ

Shop　  Ａ

店長
石川詠子さん

黒糖まんじゅうを米油でカ
リッと揚げました。外はパ
リパリ、中には自家製のこ
し餡が詰まってます

1個 95円　
かりんとう饅頭

Shop　  Ｂ

フレッシュな果実を国産葛
粉で包んだ溶けないご当地
アイスです。味は抹茶、苺
みるくなど約6種類あります

1本 162円　
くずシャリシャリ

Shop　  Ｃ

地元遠州産の卵を使った
プリンです。丁寧に裏漉し
して、低温で蒸し焼きする
ことでなめらかな食感に

1個 200円　

なめらか
きくがわぷりん

Shop　  Ｄ

搾りたての豆乳で作るヘ
ルシーなお 菓 子で す。
白餡をサンドした豆乳入
りカステラ生地もフワフワ

1個 161円　
とうふ菓子

Shop　  Ｅ

825円　
Gカップメロンパン

菊川で育てた若芽摘みの
新茶だけを使って作りまし
た。茶葉入りの甘さ控え
めでお茶請けにぴったり

1.8ℓ 2916円　
小夜衣の詩 純米吟醸生酒

1.8ℓ 2571円　
小夜衣 特別純米酒 誉富士

Shop　  Ｈ

Shop　  Ｈ

店舗データは→P10

店主
大竹秀一郎さん
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店主
三浦節男さん

純米吟醸生酒は甘めで飲
みやすい酒。特別純米
酒は酒米に静岡県産米の
誉富士を使い、雑味なく
バランスの良い味です

直径約22㎝の巨大サイ
ズです。販売は2日前まで
に要予約。「おめでとう」
など文字入れもできます

Shop　  Ｆ

右

左

1本 650円　
お茶の葉入り羊かん

Shop　  Ｇ

社
長

森
本 

均
さ
ん

店主
杉田岳人さん

店
主

中
嶋
汪
幸
さ
ん

※複数個の場合は1週間～
10日前に要予約
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