
　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

　*ＪＲ西荻窪駅北口より徒歩５分 　FAX 03-3394-8668 　＊ＪＲ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　http://www.wagashi.or.jp/tokyo_link/shop/2511.htm　

阿佐谷駅单口、パールセンター中程。

素材の味が良く出たお菓子をどうぞ。 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

■きんつば

　所在地 西荻单3-14-6 　所在地 方单1-26-2

　電話 03-3334-5111 　電話

　＊西荻窪駅单口から徒歩0分 　FAX 03-3334-5444 　FAX 03-3328-2381

　営業時間 （本館）9～22 　Eメール 　営業時間 　Eメール seifudo722@yahoo.co.jp

火曜定休（祝日を除く） 　URL http://www.kokeshiya.com/ 　URL

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、

コーヒー店としてスタートしました。

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 今の時期は、生の「栗」を茹でて作る和菓子をぜひご賞味下さいませ。

から親しまれています。

■季節の上生菓子

■栗しぐれ

■わらび餅
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10～20（日曜定休）

　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

03-3328-2381

お勧め商品

おいしい、楽しい、うれしいをモットーにがんばります。

　清風堂　こけし屋

お店の紹介 お店の紹介
今年で創業60周年を迎えました。

 ＊丸の内線　方单町駅より徒歩１0分

お勧め商品

ねりきりやカステラ、定番のお饅頭やどら焼、すべて自家製です。

食べログHP内、清風堂で検索ください

お勧め商品
■マロンシャンテリー（共通テーマ商品）

■シャルロートポアール

■レーズンパイ

mailto:toraya@toraya-chinzan.com
mailto:seifudo722@yahoo.co.jp
http://www.kokeshiya.com/
http://www.cocoro-cake.com/cake/cookie/page_thumb1.html


　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

　FAX 03-3391-2749 　＊丸の内線　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

　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

・北海小豆を使い、自家製餡を炊きあげております。

・原材料を厳選して、確かな味づくりを目指しています。 クッキーに絵を描きます。（アイシングクッキー）動物やなみすけくんなど。

ご注文にて、クッキーやケーキをお作りいたします。

■カフェオレ大福

■栗どら焼き ■季節のタルト

■栗もなか

　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

　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/

です。

■栗どら焼き ■ゆめねこ
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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

■おさかなクッキー（猫の恩返しの中のクッキー）

■カラメルポワール（労働大臣賞受賞のケーキ）

　*ＪＲ西荻窪駅单口より徒歩５分

お店の紹介 お店の紹介
手作りで１つ１つ丁寧にお作りしています。季節のフルーツを使って産地直送（福島）お作

りしています。ジブリ「猫の恩返し」のモデルになっていて、おさかなクッキーが好評です。

「ゆめねこ」のお店。

　＊ＪＲ荻窪駅北口より徒歩３分

西荻窪「あさ市通り」中程

茶席菓子各種対応可

　　　　　　　　　4.かしわ餅、ちまき　　5.夏の菓子　　6.秋の菓子

　御菓子司　亀屋 　ケーキブティック　ミント

カラフルな5匹の猫にローストしたアーモンドとキャラメルを閉じ込めて焼き上げたお菓子

（火曜定休、祝は営業）      URL　http://www.wagashi.or.jp/tokyo_link/shop/2520.htm

季節菓子　　　1.年末栗きんとん　　2.年末花びら餅　　3.おひな菓子　

お勧め商品
■栗じょうよ（栗入り蒡蕷饅頭）

■きんつば（栗入り）

お勧め商品

http://www.cocoro-cake.com/cake/cookie/page_thumb1.html


　所在地 上荻1-7-4 　所在地 永福4-4-2

　電話 03-3391-2028 　電話 03-3321-8879

　FAX 03-3391-2028 　FAX 03-3321-3661

　営業時間 10～22（無休） 　Eメール cocoro-cake@jcom.home.ne.jp 　営業時間 9～20（無休） 　Eメール

　 　URL http://www.cocoro-cake.com/ 　URL http://www.eifukucyo.com/aoyagi/index.htm

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。

おいしい！！うれしい！！ひとときを笑顔と一緒にお届けいたします。

■生どら

■ベークドチーズケーキ ■栗万十

■青柳最中

　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

　FAX 03-6383-1152 　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://www.wagashi.or.jp/tokyo_link/shop/2536.htm

北海道産小豆を使用した手作りの餡で

（国産小麦粉、有機無農薬） 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。

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。

■お楽しみパック ■ふまんじゅう

■カフェどら焼

■季節の和菓子（栗茶巾）
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　はちどり菓蔵 　御菓子司　青柳

　手づくりケーキ　COCORO 　永福  青柳

お店の紹介 お店の紹介

お勧め商品

 ＊京王井の頭線　永福町駅より徒歩１分

北海道産の小豆、手七豆を100％使用した自家製餡なので

風味が残っていて、うまさが格段に違います。

■季節のパウンドケーキ　スライス

安心食材を使った季節のパウンドケーキ。
お店の紹介

お勧め商品 お勧め商品

お勧め商品

　＊ＪＲ荻窪駅北口より徒歩３０秒

お店の紹介

■焼きチョコ（焼菓子）

■フルーツロール

　＊ＪＲ西荻窪駅北口より徒歩8分　*ＪＲ阿佐ヶ谷駅北口より徒歩６分

mailto:cocoro-cake@jcom.home.ne.jp
http://www.cocoro-cake.com/
mailto:shop@hachidorikagura.shop-pro.jp
mailto:a.hanji-200955@docomo.ne.jp
http://hachidorikagura.shop-pro.jp/
http://www.cocoro-cake.com/cake/cookie/page_thumb1.html


　所在地 天沼3-6-22 　所在地

　電話 03-3398-5347 　電話

　FAX 03-3398-5347 　＊丸の内線　新高円寺より徒歩2分 　BLOG

　営業時間 （平日）9～19 　Eメール harunaya@jcom.home.ne.jp 　営業時間 12～19   TWITTER Steka_Mjol

（不定休）　

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。

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

営業しております。

■あんころ餅 ■オリジナルオーダークッキー

■わらび餅 ■スコーン

■しあわせ最中 ■マフィン

　所在地 堀ノ内3-48-3 　所在地 (高円寺店）高円寺北3-21-1

　電話 　電話  03-3337-9707

　FAX 　所在地 (阿佐ヶ谷店）阿佐谷单1-35-23

　営業時間 9～18（火、水定休） 　Eメール 営業時間12～24:30（土日祝11:30～24:30） 　電話 03-3314-3403

　URL

昔ながらの人情に出会える街！！

季節感の出たメニュー内容で、全体にレストランのデザート感覚をめざしています。

注文を受けてから揚げて、熱々を提供させていただいております。 　お店の紹介 細工ケーキは、オーダーケーキを自由に承っております。

　　　つぶあん、こしあん、かぼちゃあん

■妙法寺名物　揚まんじゅう ■モンブラン

■栗むしようかん ■ディアブロ

■赤飯類
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営業時間11:30～23（金土、祝前11:30～23:30）   （ともに無休）

お勧め商品 お勧め商品

  ３の付く日は縁日営業　 URL　http://3110sky.web.fc2.com/monzen-douri/mise/shimizuya/map.htm

　Steka & Mjol (ステカ＆モジョル）

お店の紹介 お店の紹介

厄除け祖師妙法寺の隣で名物　揚げまんじゅうでがんばっています。

(阿佐ヶ谷店）ＪＲ阿佐谷駅单口より徒歩3分

お勧め商品 お勧め商品

　御菓子司　清水屋 　ノアパパ

ぜひ、ご相談ください。

(高円寺店）ＪＲ高円寺北口より徒歩2分

  

http://www.noapapa.co.jp/

■タルトフリュイ

お店の紹介

　榛名屋

誕生日・結婚・出産祝いなど、あのひとの喜ぶ顔が見たい、そんな時は

高円寺单2-20-13

03-6454-6718

　＊ＪＲ荻窪駅北口より徒歩5分

当店では、オーダーメイドであなたオリジナルクッキーをお作りします。

03-6315-6797

03-3311-0725

（土･祝）9～18（日曜定休）　URL http://members3.jcom.home.ne.jp/harunaya/index.html

　＊丸ノ内線　東高円寺駅より徒歩10分

http://ameblo.jp/steka-mjol

mailto:harunaya@jcom.home.ne.jp
mailto:harunaya@jcom.home.ne.jp
http://www.noapapa.co.jp/
http://ameblo.jp/steka-mjol
http://www.cocoro-cake.com/cake/cookie/page_thumb1.html


　所在地 永福3-55-3 　所在地 西荻北3-20-12

　電話 　電話 03-3397-3998

　＊京王井の頭線西永福駅より徒歩１分 　FAX 03- 3322-8686 　FAX 03-3397-3997

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

　URL http://www.cql.jp/ 　URL http://www1.ocn.ne.jp/~miharado/

無添加手づくりの安心製品で地元の方に喜ばれています。 昭和10年の創業以来、地域の皆様に喜ばれる手作りの和菓子を提供しています。

クオリティーをコンセプトに製品づくりをしております。

■塩せんべい

■大最中

■オレンジチョコレート（オレンジ） ■くるみ餅

　所在地 西荻单1-2-17

　電話

　FAX

　営業時間 　Eメール

日・月・祝　9～19 　URL http://telemobile.jp/33363/kiichigo/ 　◆23年4月に第１回すぎなみスイーツフェア（東日本大震災復興支援チャリティー）を開催し、杉並

　　のスイーツ19店舗が一堂に会し、ご来場者も2,000名を数えました。

　　予想以上の盛況に加えて、数多くのご来場者の方々から「また開催してほしい！」というご意見を

　　頂戴したため、「第2回すぎなみスイーツフェア」を開催する運びとなりました。

　　今回の企画は第1回すぎなみスイーツフェアにご出店された和菓子店・洋菓子店が中心になって

　　企画を進めましたので、前回とは一味違ったすばらしいイベントになるものと確信しております。

　　和洋菓子店共通のテーマとして、「秋色すぎなみ物語」を掲げ、各店舗が趣向を凝らしております。

　　また、洋菓子部門では、前回ご来場者からいただいたロールケーキへのご意見に基づき、「すぎ

　　なみロール！」を発表いたします。

焼菓子、生菓子それぞれの個性があり、こくがあって軽めのお菓子たち

                                                                                          すぎなみスイーツフェア実行委員会
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　　した。ご来場の皆様とともに、末長い支援を続けていきたいと願っています。ぜひ温かいご支援を

　　産業商工会館運営協議会では、杉並区内の産業と商店街の活性化を目的として、様々な自主

　　事業を行っております。下記ＨＰにも、今後のイベントを掲載してまいりますので、ご高覧下さい。

　　お願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■モンブラン（西荻の栗使用）

■ポルボローネ

■ショートケーキ

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

　お菓子工房　きいちご

編集後記

　　区内の各エリアから選りすぐりの店舗が参加しておりますので、楽しい一時をお過ごしください。

　　なお、4月のスイーツフェア同様に「東日本大震災復興支援緊急チャリティー」企画を盛り込みま

　菓子工房　シーキューエル 　西荻窪　三原堂
03- 3322-8686

火～土曜　9～20

03-3335-4446

03-3335-4428

お店の紹介

　＊ＪＲ西荻窪駅单口より徒歩１３分

■井の頭の散歩道（プチ焼菓子）80ｇ袋入り

素材の本来の味をお楽しみください。

　＊ＪＲ西荻窪駅北口より徒歩１分

■井の頭ロール（和三盆、キャラメル）

お店の紹介

（日・祝）10～18（無休）

　　杉並区立産業商工会館　URL      http://suginami-ssk.com

mailto:info@cql.jp
http://www.cql.jp/
http://telemobile.jp/33363/kiichigo/
mailto:miharado@true.ocn.ne.jp
http://www.cocoro-cake.com/cake/cookie/page_thumb1.html


協賛企業 ■東京コカコーラ・ボトリング㈱

■㈱伊藤園

参加店舗 P1

P1

P2

実行委員会 ■ノアパパ P2

■手づくりケーキ　COCORO P3

■東京商工会議所杉並支部 ■はちどり菓蔵 P3

■杉並産業協会 ■ケーキブティック　ミント P4

■杉並区社会福祉協議会 ■西洋菓子　周五郎 P4

■杉並ＴＶ ■ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ラ ペーシュ ブラン P5

■とらや椿山 ■こけし屋 P5

■シュガーローゼ

■ノアパパ

■西荻窪　三原堂 ■とらや椿山 P6

■榛名屋 ■清風堂 P6

■産業商工会館運営協議会　事務局 ■御菓子司　亀屋 P7

■西荻　かた岡 P7

■永福  青柳 P8

【御礼】 ■御菓子司　青柳 P8

■榛名屋 P9

■御菓子司　清水屋 P9

■西荻窪　三原堂 P10

編集後記 P10

日時： 平成23年11月3日（木）　午前11時～午後4時

　お問合せは産業商工会館運営協議会事務局まで 会場： 杉並区立産業商工会館

杉並区阿佐谷南３－２－１９

電話　０３－３３９３－１５０１

URL   http://suginami-ssk.com

東日本大震災の復興支援を目的としたチャリティーとし

■タカナシ販売㈱

■㈱ひのー

■森永フーズ㈱

■杉並区産業振興課

て開催させていただきました。

■雪印メグミルク㈱

■㈱東京製餡

■㈲船橋屋

■㈱浅賀商店

■杉並区商店会連合会

第２回すぎなみスイーツフェアは、３月１１日に発生した

■菓子工房　シーキューエル 　　　  ■㈲種亀

平成23年11月１日発行　　　　　すぎなみスイーツフェア実行委員会

■シュガーローゼ（イートインコーナーのみ）

■お菓子工房　きいちご

■Steka & Mjol (ステカ＆モジョル）

 第2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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