
　所在地 西荻北4-1-13 　所在地 阿佐谷单1-33-5

　電話 03-3394-8668 　電話 03-3314-1331

　*西荻窪駅北口より徒歩５分 　FAX 03-3394-8668 　＊阿佐谷駅单口より徒歩5分 　FAX 03-3314-3766

　営業時間 10～20（無休） 　Eメール 　営業時間 9:30～19:30(無休） 　Eメール toraya@toraya-chinzan.com

　 　URL 　URL　

毎日のくらしにホッと一息。 阿佐谷駅单口、パールセンター中程。

季節感を大切にした生菓子と焼菓子、ジャムなど、お楽しみください。 北海小豆をはじめ、厳選された原材料を使用し、

職人が一つずつ心をこめて製造しております。

■ロールケーキ ■大栗まんじゅう

■シュークリーム ■青梅入桃山

■焼菓子 ■きんつば

　所在地 (高円寺店）高円寺北3-21-1 　所在地 永福4-4-2

　電話  03-3337-9707 　電話 03-3321-8879

(高円寺店）高円寺北口より徒歩2分 　所在地 (阿佐ヶ谷店）阿佐ヶ谷单1-35-23  ＊永福町駅北口より徒歩１分 　FAX 03-3321-3661

営業時間12～24:30（土日祝11:30～24:30） 　電話 03-3314-3403 　営業時間 9～20（無休） 　Eメール

(阿佐ヶ谷店）阿佐谷駅单口より徒歩3分 　URL http://www.noapapa.co.jp/shop.html 　URL http://www.eifukucyo.com/aoyagi/index.htm

営業時間11:30～23（金土、祝前11:30～23:30）（ともに無休）

使用している餡は、全て北海道産の豆で作った自家製。

日頃は、地域の皆様からスペシャルオーダーケーキ等のご注文を多数いただいており、 こし餡は、製造から２～3日で使い切るので、新鮮で風味がとても良いです。

　お店の紹介 ご満足のいくような創作菓子を日々努力いたしております。 生菓子は、毎朝早くから作り、冷凍は行なっていません。

イベント、季節ごとのケーキ、チョコ、クッキーを販売いたしております。 したがって、格段においしいです。

■マカロン入りクッキーギフト ■自家製こし餡を使った季節の生菓子（桜餅、柏餅など）

■チョコとクッキーのギフト ■永福（焼菓子）

■カットケーキ ■吉兆餅（そば餅）
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　ノアパパ 　永福  青柳

　ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ　ラ ペーシュ ブラン 　とらや椿山

お店の紹介 お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品

  お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品
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　所在地 上荻1-24-23 　所在地 梅里2-11-12　MTビル

　電話 03-3391-2747 　電話 03-5377-2733

　＊荻窪駅北口より徒歩３分 　FAX 03-3391-2749 　＊新高円寺より徒歩5分 　FAX 03-3313-3588

　営業時間 10～１９ 　Eメール 　営業時間 10:30～20（火曜定休） 　Eメール

（火曜定休、祝は営業） 　URL　　http://128.121.126.224/tokyo/shop/2520.htm 　URL 食べログHP内ｹｰｷﾌﾞﾃｨｯｸﾐﾝﾄで検索ください

・青梅街道沿い｢杉並公会堂」となり スタジオジブリ「猫の恩返し」のモデルになったお店。おさかなクッキーが大好評！！

・北海小豆を使い、自家製餡を炊きあげております。 シンプルで昔なつかしいクッキーをお作りしています。

・原材料を厳選して、確かな味づくりを目指しています。 今は、青梅街道に面した角にてcaféもできます。

もちろん、手作りのケーキと焼菓子たちがお待ちしています。

■カフェオレ大福 ■おさかなクッキー、アイシングクッキー

■栗どら焼き ■カラメルポワール、ダックワーズ

■栗もなか ■イチゴタルト

　所在地 西荻单2-29-18 　所在地 高円寺单2-21-11

　電話 03-3333-8903 　電話 03-3314-9927

　*西荻窪駅单口より徒歩５分 　FAX 03-3331-0410 *新高円寺より徒歩6分、高円寺より徒歩8分　FAX 03-3314-9927

　営業時間 9:30～19:30（火、第３日定休）　Eメール 　営業時間 11～20（火曜定休） 　Eメール info@shugorou.com

　 　URL 　　(ﾒｰﾙ･FAXでの御注文承ります） 　URL ｈｔｔｐ//www.shugorou.com

・西荻窪单。「あさ市通り＝神明通り」、西荻单区民集会所近く 長い間考えでたお菓子がついに完成。それが「ゆめねこ」です。

・季節の和菓子を展開している カラフルな5匹のネコにローストしたてのアーモンドキャラメルを詰めて焼き上げました。

　　　　・花びら餅　　・おひな菓子　　・さくら餅　　・かしわ餅 猫好きはモチロン、多くの人達からも好評をいただいています。

　　　　・水ようかん　　・栗むし羊かん　　・じょうよ万頭　　他

■おはぎ、大福 ■ゆめねこ

■だんご

■じょうよ万頭
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　御菓子司　亀屋 　ケーキブティック　ミント

お店の紹介 お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品

　西荻　かた岡 　西洋菓子　周五郎

お店の紹介 お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品
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　所在地 上荻1-7-4 　所在地 下井草2-44-7

　電話 03-3391-2028 　電話 03-3399-4283

　＊荻窪駅北口より徒歩３０秒 　FAX 03-3391-2028 　*下井草駅より徒歩1分 　FAX 03-3399-4283

　営業時間 10～22（無休） 　Eメール cocoro-cake@jcom.home.ne.jp 　営業時間 （月～土）10～19 　Eメール aoyagi@rur.highway.ne.jp

　 　URL http://www.cocoro-cake.com/ 　 （日、祝）10～18（不定休） 　URL 食べログHP内下井草青柳で検索ください

青森八戸から取り寄せる新鮮な卵を使い、手づくりのケーキを心を込めて作っています。 創業５８年、杉並の最北部「下井草」という、ちょっとローカルな場所に当店はあります。

おいしい！！うれしい！！ひとときをお届けします。 手づくりでしか出来ない美味しさを可能な限り、最良の材料を使用し、提供しております。

職人の技と伝統の製法から生まれる｢オリジナル自家製和菓子」を是非ご賞味ください。

■シフォンロールケーキ ■井草こまち

■ベークドチーズケーキ ■月亜華里

■焼きチョコ、焼菓子 ■特製カステラ

　所在地 阿佐谷北1-44-14 　所在地 上荻4-10-5

　電話 03-6383-1152 　電話 03-3397-6101

　*阿佐ヶ谷駅北口より徒歩６分 　FAX 03-6383-1152 　＊西荻窪駅北口より徒歩8分 　FAX 03-3397-6102

　営業時間 10～20（火曜定休） 　Eメール shop@hachidorikagura.shop-pro.jp 　営業時間 8:30～19:00（日、祝は17:00） 　Eメール a.hanji-200955@docomo.ne.jp

　（電話･FAX・ﾒｰﾙでの御注文承ります） 　URL http://hachidorikagura.shop-pro.jp/ （月曜定休） 　URL  http://128.121.126.224/tokyo/shop/2536.htm

国産小麦粉や安心食材(有機・無農薬栽培）を使った手作りのパウンドケーキ専門店。 北海道産小豆を使用した手作りの餡で

季節ごとに変わるパウンドケーキの品揃え。 季節に合わせた生菓子を丁寧に自家製造、販売しております。

一度食べたら忘れられない味です。 どら焼等、焼菓子もご用意しております。

お土産に是非どうぞ。

■パウンドケーキ１０枚入りBOX ■ふまんじゅう

■季節のパウンドケーキ ■カフェどら焼

■おたのしみパック ■柏もち
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お店の紹介 お店の紹介

　COCORO 　和菓子処　下井草　青柳

お店の紹介 お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品

　はちどり菓蔵 　御菓子司　青柳

お勧め商品 お勧め商品
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　所在地 天沼3-6-22 　所在地 西荻单3-14-6

　電話 03-3398-5347 　電話 03-3334-5111

　＊荻窪駅北口より徒歩5分 03-3398-5347 　＊西荻窪駅单口から徒歩0分 　FAX 03-3334-5444

　営業時間 （平日）9～19 　Eメール harunaya@jcom.home.ne.jp 　営業時間 （本館）9～22 　Eメール

（土･祝）9～18（日曜定休） 　URL http://members3.jcom.home.ne.jp/harunaya/index.html 火曜定休（祝日を除く） 　URL http://www.kokeshiya.com/

当店の餡は、本物の味が出るように添加物を一切加えておりません。 昭和24年、皆様に愛されるお店をと、日本の伝統的人形こけしから｢こけし屋」と命名し、

お客様に、いつまでも喜んで頂けるように「おいしい和菓子を食卓へ」をモットーに コーヒー店としてスタートしました。

営業しております。 昭和26年に洋菓子、28年にフランス料理を始め、地域の人たちを中心に多くのお客様

から親しまれています。

■あんころ餅 ■レーズンパイ

■団子 ■クッキー

■しあわせ最中 ■アップルパイ、サバラン

　所在地 堀ノ内3-48-3 　所在地 高円寺单4-8-1 

　電話 03-3311-0725 　電話 03-5305-5607 

　＊東高円寺駅より徒歩10分 　FAX 03-3311-0725 　＊高円寺駅单口より徒歩4分 　FAX

　営業時間 9～18（火、水定休） 　Eメール souzyuu@jcom.home.ne.jp 　営業時間 10～20 （不定休） 　Eメール

３の付く日は、縁日営業 　URL 　　（ネット通販も行なっています）　 　URL http://www.la-reine.co.jp/

昔ながらの人情に出会える街！！ ラ レーヌでは、1つ1つの素材にこだわり、素材の味が生きたスイーツを提供していきます。

厄除け祖師妙法寺の隣で名物あげまんじゅうでがんばっています。 世界の旬な素材をシェフ自ら厳選し、フランス、ベルギーで修業した経験を生かした豊富な

お立ち寄りのお客様に揚げ立てを提供させて頂いています。 レパートリーで、どこか懐かしく子供から大人まで、お客様に「愛されるスイーツ」を

　　　つぶあん、こしあん、かぼちゃあん 楽しんでいただける、毎日飽きのこない洋菓子作り、お店作りを目指しています。

■妙法寺名物　揚まんじゅう ■王妃のロール

■赤飯、おこわ類 ■王妃のプリン

■いちご大福
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お店の紹介 お店の紹介

　榛名屋 　こけし屋

お店の紹介 お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品

お勧め商品 お勧め商品

　御菓子司　清水屋 　ラレーヌ
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　所在地 阿佐谷单1-35-19 　所在地 西荻北3-20-12

　電話 03- 3315-4546 　電話 03-3397-3998

　＊阿佐谷駅单口より徒歩4分 　FAX 03-3318-2069(事務所） 　＊西荻窪駅北口より徒歩１分 　FAX 03-3397-3997

　営業時間 （平日）10～26 　Eメール info@sugarrose.co.jp 　営業時間 9～19（日曜定休） 　Eメール

（日・祝）10～24（無休） 　URL http://www.sugarrose.co.jp/ 　URL http://www1.ocn.ne.jp/~miharado/

こだわりの食材を使い、心をこめて焼き上げたお菓子やパンをとりそろえてございます。 昭和10年の創業以来、手作りの味を守っております。

季節のフルーツをふんだんに使ったタルト、きめ細かいふわふわシフォン、 昔ながらの西荻窪の味をお楽しみください。

大きくて本格カスタードクリームぎっしりのシュークリームなど

シュガーローゼならではの味をお楽しみください。

■シュークリーム ■大最中

■ロールケーキ、シフォンケーキ ■くるみ餅

■レアチーズカップ ■季節の生菓子

　所在地 阿佐谷单1-33-2

　電話 03-5378-1122

　＊阿佐谷駅单口より徒歩7分 　FAX 03-5378-1133

　営業時間 10～20(水曜定休） 　Eメール

　　（ネット通販も行なっています）　 　URL ｈｔｔｐ://ginnobudo.jp ◆「第１回すぎなみスイーツフェア」にお越しいたたき、誠にありがとうございます。　　昨年の「パン祭り」

に引き続き、杉並区内の産業と商店街の活性化を目的として、今回はスイーツを対象としたフェアを計

画致しました。　区内各エリアから多くの店舗が参加しておりますので、選りすぐりのスイーツとともに

楽しい一時をお過ごしください。

　なお、準備の最終段階で東日本大震災が発生いたしましたので、「復興支援緊急チャリティー」として

開催させていただくことに致しました。被災者の方々に少しでも支援の心を届けることができれば幸い

に存じます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぎなみスイーツフェア実行委員会

◆「杉並ならではの選りすぐりのスイーツ」「区内全域に幅広く分布」との指令を受けて、自転車で区内

の商店街を駆け巡りました。各商店会様からのご推薦のお店、杉並学倶楽部や食べログなどネットで

東京ばな奈は、阿佐谷からスタートしたおみやげです。 お薦めのお店、口コミで噂のお店、超有名店、老舗、心あたたまるお店、おしゃれなお店、懐かしい味の

現在は、洋菓子･和菓子と様々なブランドでたくさんのお菓子をご用意しています。 お店、こだわりのお店･･･と、区内の多彩な１９店の和洋菓子店が大集合してくださいました。

最新作のシュガーバターの木をぜひお試しくださいませ。   これは、とっても、贅沢で、おいしいフェアだと思います♪♪

通信販売のＵＲＬ　　http://paqtomog.com 　また、担当したお店へは開催日までに３～４回伺いましたが、伺うたびにお店の良さ・味を発見し、

■東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈シリーズ） お店の方とも親しくなれて、とても幸せな気分になれました。（食べれば、さらに口福！）

■シュガーバターの木（銀のぶどう） 　ぜひ、皆様もガイドブック片手にお店へも足を運んでくださいませ！区内のいろんな雰囲気の商店街、

■くりやきいも（鎌倉五郎） 他の素敵なお店、名所も一緒にめぐる「杉並プチ観光」が楽しいですよ（^^)/（陽だまりの猫　たに吉）
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　 　西荻窪　三原堂

miharado＠true.ocn.ne.jp 

お店の紹介

お勧め商品

お勧め商品 お勧め商品

　ぶどうの木＆鎌倉座

編集後記

お店の紹介 お店の紹介
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参加店舗

■シュガーローゼ P1

■ぶどうの木＆鎌倉座 P1

■こけし屋 P2

■ラレーヌ P2

協賛企業・団体 ■COCORO P3

■杉並区肢体不自由児者父母の会 ■はちどり菓蔵 P3

■東京コカコーラ・ボトリング ■ケーキブティック　ミント P4

■㈱伊藤園 ■西洋菓子　周五郎 P4

■東京商工会議所杉並支部 ■ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾗ ﾍﾟｰｼｭ ﾌﾞﾗﾝ P5

■杉並商店会連合会 ■ノアパパ P5

■杉並産業協会

■とらや椿山 P6

実行委員会 ■永福  青柳 P6

■杉並区役所区民生活部産業振興課 ■御菓子司　亀屋 P7

■東京商工会議所杉並支部 ■西荻　かた岡 P7

■杉並商店会連合会 ■和菓子処 下井草 青柳 P8

■杉並産業協会 ■御菓子司　青柳 P8

■杉並区社会福祉協議会 ■榛名屋 P9

■㈱ジェイコム東京南エリア局 ■御菓子司　清水屋 P9

■杉並TV ■西荻窪　三原堂 P10

■㈱とらや椿山

■㈱アプローズ（シュガーローゼ）

■産業商工会館運営協議会　事務局 編集後記 P10

　お問合せは産業商工会館運営協議会事務局まで 日時： 平成23年4月24日（日）　午前11時～午後3時

杉並区阿佐谷南３－２－１９ 会場： 杉並区立産業商工会館

電話　３３９３－１５０１

【御礼】 第１回すぎなみスイーツフェアは、３月１１日に発生した

東日本大震災の復興支援を目的とした緊急チャリティー

として開催させていただきました。

 第１回 すぎなみ 

 スイーツフェア 

 すぎなみスイーツフェア実行委員会 

  主催：産業商工会館運営協議会   共催：杉並区 
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