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やまなし Sweets

＝ 観光雑誌とまではいかない、
地域のちょっとしたおすすめを散歩しながら見てほしい写真集 ＝
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洋菓子

洋４ カップケーキとジャムの店
e-cake（甲州市）

大きさは手のひらサイズと小さめで甘さ控えめ。
絵本に出てきそうな可愛いさです。
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洋３ 農産物直売所たから（中央市）

地元農家のたまごをたっぷり使用した焼きプリンは
濃厚で味わい深い人気商品です。「たから」には冷
たく冷えたスイカをはじめ季節の果物も並びます。

洋１ 洋菓子アルプス（韮崎市）

韮崎商店街の老舗洋菓子店。お店のラッキーカラーの
赤いカップで作られた、「ラッキーレッドバニラプリ
ン」は、見た目の可愛さだけでなく香りや味わいにも
癒されます。

大村智博士ノーベル医学・生理学賞受賞記念クッキー
「咲咲」（さくさく）は、お土産にも喜ばれる人気商
品です。（4枚入540円、12枚入1,296円、24枚入
2,592円）

洋２ お菓子工房 おひさま（韮崎
市）

店名の「おひさま」をイメージした、まんま
るフォルムがカワイイ「おひさまケーキ」

は、季節に合わせた様々なバリエーションが
楽しめます。旬の果物の他に、春夏はヨーグ
ルトをメインとしたさっぱりとした風味、秋
冬はチョコやキャラメルを使ったコクのある
ケーキが勢揃い。市のイメージキャラクター
「ニーラ」のクッキーもご購入できます。大
好評のデコレーションケーキは要予約。



洋菓子
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洋５ 香菓堂（南部町）

若い女性パティシエが起業し評判のお店へと成
長！味へのこだわりと女性ならではの繊細な美
しさ。食べてしまうのがもったいな～い。でも
止まらない美味しさ♪

おすすめは、季節のフルーツタルト♡

洋６ タマルヤ製菓舗（南部町）

イチゴショート、プレーム・オ・フレーズ、ブラン
ボワーズetc ショーケースに並んだ色とりどりの
ケーキ。中でも一際目を引くマカロン。抹茶・チョ
コ・ストロベリー・レモンの４種類（各１３０円）
がカラフルでインスタ映えします♪半生しっとり系
が美味しいので、当日召し上がらない場合は冷蔵庫
での保存を推奨。

和スイーツの生姜最中も非常におすすめ。

洋７ ニューヨークスティック（忍野村）

食べやすいスティックケーキ！

種類もたくさんあります。

工場直営のため、ちょっとした型崩れや切れ端などアウトレット価格で購入できますよ！



和菓子

和３ 和菓子処 三省堂（甲州市）

季節のものをかたどったかわいらしい和菓子も
楽しめます。（撮影時は七五三の時期でした）
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和１ 和菓子うさぎや（韮崎市）

韮崎市役所近くに位置するうさぎやは、昭和２１年
から続く老舗和菓子店。市内外から多くのファンが
来店する、韮崎市民ならば誰もが知っている名店。

「大福といえば“うさぎや”！」

一番人気の大福（税込８６円）は、ふんわりやわら
かく、厳選された素材の美味しさと、上品な甘さが
後を引く。季節限定のフルーツ大福や、あんドーナ
ツもオススメです。

和２ 萩原製菓（韮崎市）

水は自家用地下水、季節の天然素材を使った和菓
子・洋菓子がたくさん並んでいます。

お店の看板は、武田の武将三代を物語る歴史の名菓
「新府焼きごめ」ですが、他にも美味しい菓子が
いっぱい。香ばしいくるみが入った餅団子に白ごま
だれがかかった「くるみだんご」もオススメです。

和４ 六郷ゆめひろば（市川三郷町）

地元主婦が始めた「六郷特産品加工組合」の商品を中心
に販売している直売所です。ここで販売しているいちば
んのおすすめは「よもぎまんじゅう」。手作りのつぶあ
んとヨモギの香りはどこにも負けません。もっちりした
食感もたまりません。
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和菓子

和７ 竹林堂（富士川町）

竹林堂のある旧鰍沢町には、昔駿河湾から塩を運ん
だ舟運での船着場がありました。その歴史にちなん
だ塩饅頭は、しっとりとした大和芋入りの生地に塩
味が程よく効いた、さっぱり味のこしあんが美味。

和５ 岩田屋（南部町）

南部町に本店を構える老舗小麦まんじゅう屋さん。

静岡県富士市や東京都など、県外に支店があるそうですよ。

さすが老舗！ 餡は甘すぎず良い塩梅で、皮がもっちりとして昔ながらの素朴な味わい。「白地あずき」
「黒蜜地あずき」「よもぎ地あずき」「よもぎ地うぐいす」など５個入りで笹の皮にくるまれています。
バラ売り（各１２０円）もあり。道の駅とみざわにて販売しています！

当町で会議があるときは「お茶菓子は小麦まんじゅうね！」と、他町の方からもリクエストされる人気
物です♥

和６ 道の駅 富士川（富士川町）

「道の駅 富士川」には新鮮な野菜とともに、た
くさんの地元スイーツが並びます。中でも特産品
ゆずを生産している 日出づる里活性化組合の
「ゆずゼリー」は、ゆず果汁たっぷり！口に含む
とさわやかなゆずの香りと甘酸っぱい味わいがひ
ろがります。冷たく冷やしても、凍らせて半解凍
でも美味しいです。
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和菓子

和９ 木村屋菓子舗（大月市）

和菓子職人の店主が手作り和菓子を作って売っ
ています。
大月駅に降りた情報通の外国人の方がよく立ち
寄っていくようです。外国人観光客には、レト
ロな看板、暖簾などが人気のようで、菓子工芸
では認められている職人気質の店主の説明も喜
ばれているようです。

和１０ 老舗の菓子処「植松菓子舗」
（上野原市）

上野原に古くからある和菓子屋さん「植松菓子
舗」昔からの人気あんどうなつや、スーパー
フードキヌアを使ったおかき、和菓子とは思え
ないようなかわいらしいお菓子もそろえていま
す。

和８ 東京屋製菓（富士吉田市）

柿に、松茸、里芋、秋の庭など、季節を感じる生和
菓子。１年を24期に分けて、それぞれの季節にあっ
たテーマで和菓子を創作。富士山の干菓子も食べず
に飾っておきたい程に素敵な作品です。

この他、季節の果実や野菜などを使った最中アイス
も絶品です。



アイス
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I３ 道の駅とよとみ（中央市）
キラキラのシルクパウダーを使ったシルクソフト。
見た目も味も大満足のソフトクリームです。

I１ イルクルソーレ（甲府市）

空き店舗を活用して、H29年の春にオープンした
ジェラート屋さん。朝日通りの商店街が益々魅力
UP。
山梨産のももやすもも、ぶどうなど、新鮮な素材を
使っているジェラートなので、とても人気。

I２ 道の駅にらさき（韮崎市）

甘しょっぱさがクセになる★韮崎の新スイーツ
「しょうゆソフトアイスクリーム」（370円）。
みたらしのタレのような醤油ソースは、市内本町
通りにある店舗「井筒屋醤油㈱」が、しょうゆソ
フトの為だけに作ったオリジナルソース。ここ、
道の駅にらさきでしか食べられない味を、是非一
度ご体感くださいませ。

I４ マルシェK（山梨市）

ジェラートとかき氷のお店です。夏限定の自家製桃
を100％使用したかき氷はふわふわで最高です。



アイス
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I６ 相田氷問屋（市川三郷町）

大正７年創業の相田氷問屋さん、昔のレトロな面影
が残ります。店先では、一貫目（３．７５ｋｇ）の
氷を半分にしたものを削って、あっという間にかき
氷を作ってくれます。４月初旬から１０月中旬まで、
かき氷（２５０円）が楽しめます。味は、いちご・
メロン・レモン・ブルーハワイ・マンゴーの５種類
があります。

I５ マルサマルシェ（笛吹市）

桃と柿の手作りジェラートをはじめ、様々な
ジェラートが選べます。

I７ 富士川クラフトパーク スヴニール

（身延町）

富士川クラフトパークではバラ園のバラが6月頃見
頃を迎えます。レストランスヴニールで今年から販
売をはじめたのが「バラジャムサンデー」。笛吹市
で無農薬栽培し、手摘みで収穫したバラを贅沢に使
用したジャムと、濃厚なソフトクリームの相性が最
高です。

I８ 富士山駅（富士吉田市）

富士山駅で、売店をブラブラしていると、“フジ
ヤマソフト”の写真が目に飛び込んできました。
さっそく注文して食べてみると、見た目も美しい
うえ、食べたことのないテイストで、虜になって
しまいました。ちなみに、ブルー色のアイスはブ
ルーローズの味だそうです。



アイス
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I1０ 八海とうふ（忍野村）

店頭限定ソフトクリーム！無添加豆乳を使用し体に
優しく、豆乳イソフラボンが女性に最適です。甘す
ぎずさっぱり美味しいソフトクリームです。

I９ よっちぇ～場おばぁの台所（道志
村）

道志の道沿いにあるちょっと心温まるお店♪生の桃
がたくさん入ったかき氷がお薦めです。入れものが
透明ではないのですが、中にたくさん桃が入ってい
て氷と半々ぐらいかな？というぐらいでとてもおい
しかったです。

I１１ 富士眺望の湯 ゆらり（鳴沢村）

なるさわブルーベリーの「あまずっパイ」を使用し
たデザート、鳴沢村産ブルーベリーとブルｰベリー
シャーベットもとても美味しいです。

I１２ 道の駅なるさわ（鳴沢村）

ここだけにしかない富士桜ソフトクリームは、ほど
良い甘さで、とても美味しいです。



アイス
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I１３ 道の駅なるさわ（鳴沢村）

鳴沢村で収穫された恵味ゴールドのとうもろこしで
作った最中。クリーム控えめでとうもろこしの味が引
き立っています。とうもろこしの粒も入って絶品です。

I１４ 道の駅こすげ源流レストラン
（小菅村）

道の駅こすげで販売されているソフトクリーム
は、濃厚なバニラソフト、季節のソフト（ぶど
うや桃など季節によって味が変わります）、
ミックスソフトの3種類があります。大きさも
大小２種類から選べます。暑い夏はもちろん、
寒い冬もついつい食べたくなってしまします。

I１５ 道の駅物産館（小菅村）

東京農業大学の学生が栽培した無農薬・無化学肥料の
じゃがいもと、中央大学生の商品企画チームのアイデ
アによってできたアイスです。フジ種、キタアカリ、
シャドークイーン、ノーザンルビーの４種類があり、
それぞれの味と食感を楽しめます。道の駅物産館で販
売しています。



パン

B４ 花わらべ：春日屋（南部町）

名物、内船クリームあんぱん（１６０円）は、アニ
メ「ゆるキャン△」の聖地巡りの方々にも人気で、
１日１００個売れた日もあったとか。ボリューム
たっぷりですが甘すぎず、パンもふわふわなのでペ
ロリと食べられます♪ お店のお母さんがとっても
優しい♡
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B１ 天然培養酵母パン ブルーミング
ベーカリー（韮崎市）

店内には麹菌を使って作られる、添加物を使用し
ない健康的なパンが、数多く並んでいます。どれ
もクセがなく美味しいけれど、オススメは、本格
的インドカレーが入ったカレーパン。あげている
のに油を吸わないヘルシーなパンなので、何個で
も食べられます。お店は山の上にあるのでアクセ
スは不便ですが「でもまた行きたい！」と、リ
ピーターの多い人気店です。

B３ パンのはな（市川三郷町）

手作りにこだわった酒だね酵母入りパンが、
100円～200円と手ごろな価格で楽しめます。
惣菜パンやデザートパンも並び、ちょっと食べ
るのも子どものおやつにもちょうど良いです。

B２ 千柳軒（韮崎市）

創業明治２７年、地元に愛される昔ながらのパン屋
さん。天然酵母使用のパンが毎日50種以上並んでい
ます。おすすめのポム（林檎デニッシュ）はトング
で掴んだ時のずっしりとした重量感にびっくり！お
手頃なお値段にもびっくり！！

バタール、ブドウパン、カレーパンは特に人気で予
約する人も多いそうです。



11

パン

B６ アデムク亭（富士川町）

おいしそうなパンたちでにぎわう店内。あなたも一度
食べたらやみつきに。

クロワッサンアマンディーヌ・・アーモンド風味のク
リームをたっぷりのせ焼きあげたクロワッサン。（写
真中央）

いちじくのパン クリームチーズ入り・・濃厚な甘み
の干しいちじくとクリームチーズの相性は抜群。（写
真左）リンゴとクリームチーズのデニッシュ（写真
右）

B７ きのしたベーカリー（丹波山村）

丹波山村にもパン屋さんが平成29年11月11日に開
店しました。「きのしたベーカリー」です。焼きた
てパンで、「とても美味しい」と好評です。村民が
押しかけています。

B５ 精良軒（富士川町）

大正７年創業、ショーケースでパンを販売しています。
おすすめは、ミルクパン。見た目は食パンですが、食
べてみると、しっとりとした食感に、クリームは入っ
ていないのにクリームのような甘い味が口に広がりま
す。和菓子・洋菓子もあります



カフェ
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C１ アジール（甲府市）

甲府市北口にあります「アジール」のさくらんぼパ
フェです。こちらのお店では、山梨県産の食材を使
用した、いちごピザやヤングコーンピザもありまし
た。

C２ AKITO COFFEE（甲府市）

海外のコーヒーロースターを巡った店主が極めた、
世界のどこにもないここだけのコーヒーを自家焙
煎してくれます。季節のフルーツや野菜を使った
パウンドケーキなどの焼き菓子もとても美味しい。

C３ 寺崎COFFEE（甲府市）

“豆選び、焙煎から、一杯のコーヒーをすべて自分たちの手で。“をモットーに、美味
しいコーヒーと楽しいひとときを提供してくれるお店です。コーヒーのおともに、マ
フィンやアイスサンドもお薦めです。



カフェ
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C５ PLANET ART（韮崎市）

写真館も兼ねている、かわいらしい外観のカフェ。店
主こだわりの美味しい自家焙煎コーヒーやスイーツで、
ほっと一息つける温かい場所です。店内では、ギター
教室が行われたり、写経会や音楽ライブなど様々なイ
ベントが開催されたりと、「楽しい！」がいっぱい詰
まったお店です。

C６ CAFE TRETAR
（カフェ トレートー
ル）（甲斐市）

カフェ開業のために甲斐市へ
移住してきた店主が作る、地
元食材を活かした北欧風料理
（オープンサンドやミート
ボールなど）を楽しむことが
できます。また県内では珍し
く、モーニングサービスがあ
ります。Wi-Fi無料やドリンク
二杯目半額のサービスがあり、
ゆっくりとくつろぐには最適
なカフェです。

C４ おちゃのじかん（韮崎市）

南アルプスを臨む里山の小さなカフェ。地元産野菜をふんだんに使った食事
を楽しんだり、店主が作った国産小麦、天然酵母の手作りパンが購入できま
す。自然に囲まれた庭には、「子どもたちが楽しく外で遊べるように」と、
店主の旦那さんが作ったテラスやベンチ、木製ブランコやツリーハウスもあ
ります。



カフェ

C７ フルーツパーク富士屋ホテル カフェベラヴィスタ（山梨市）

ここは、フルーツパークという名前のとおり、地元のフルーツを使用した季節限定のパ
フェが登場します。フルーツの新鮮さと、たっぷりの生クリーム感動です。(^^♪

季節ごとに限定のパフェが登場します。季節のフルーツ、生クリーム、コンポート、ジェ
ラートなどで出来たパフェはたっぷりフルーツが楽しめます。
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ブルーベリーパフェ 桃パフェ

ぶどうパフェ イチゴパフェ
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カフェ

C８ 桃農家カフェ ラ・ペスカ（山梨市）

ここでしか食べられない新鮮な桃パフェに、皆、
ほっぺが落ちてました。ピーチトーストは、厚切り
トーストに甘い桃とオリジナルの桃バターのバラン
スがたまらなく美味です。桃紅茶も他では味わえな
い絶品。季節毎に変わるジェラートもお薦めです。

C９ 工房ＳＴＡＮＧＬ（山梨市）

オーストリアから山梨市へ移住されたシュタンゲ
ル夫妻が作る地元の食材を使ったお菓子は絶品で
す。

毎週火曜日に地域交流センター街の駅やまなしで
出店をされています。

C1０ 83sweets（山梨市）

山梨高校近くの一軒家の横のわずか0.83坪の小さなお店で、ショーケースには、可愛いこだわりの手
作りスイーツが並んでいます。おすすめはシフォンケーキ、食パン、プリンでどれも絶品です。
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カフェ

C１３ 古民家カフェ鍵屋（早川町）

早川最北の秘境・奈良田集落は、孝謙天皇の七不思議伝
説や焼き畑文化など、独特の文化が残る地区です。奈良
田集落に2015年10月、ユネスコエコパークステーショ
ン・古民家カフェとしてオープンした鍵屋では、早川町
の特産品を使った軽食やスイーツが味わえます。

C１１ マルサマルシェ（笛吹市）

フルーツピザは、お食事でもデザートとしてもお勧
めの一品です！写真の桃ピザは、桃の甘さと塩味の
効いた生地との相性がバッチリでとても美味しかっ
たです。

C１２ 茶話堂 Shion -詞音-（市川三郷
町）

元印刷所だった建物をリメイクしたという喫茶店。
店内に配置されたテーブルや椅子などの家具は長い
間大切に使われてきた落ち着きを醸し出し、優しい
時間が何とも心地の良い空間です。丁寧に淹れられ
たおいしいコーヒーと手作りスイーツに心もカラダ
も満たされます。
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カフェ

C１６ パティスリ―アン（忍野村）

川沿いにあるカフェ＆ケーキ屋さん。

オープンテラスからは富士山の眺めも最高！

店内のケーキには全て忍野村の地卵を使用していま
す。地卵を豊富に使用したプリンは絶品です。

C１４ ムスタチオ（大月市）

ピザ、スパゲッティなどイタリアンが中心です
が、女性に人気なのは、季節のフルーツが入っ
て、２種類のアイスクリームが楽しめるジャン
ボパフェ
※ 手作りケーキもリーズナブルな値段で、食
後も、つい、別腹になってしまいます。

C１５ 蔵カフェ「ハシドイ珈琲」(上野原
市)

古くからの蔵を改装したカフェ「ハシドイ」
落ち着いた店内のカウンター席では、店主がこだわ
りの珈琲を煎れてくれます。その場でクリームを入
れてくれるシュークリームなどオススメです。

C１７ 葡萄屋kofuハナテラスcafé
（富士河口湖町）

いちご農家さんから届けられた、もぎたての完熟い
ちごが山盛りのパフェ。一口たべると幸せな気持ち
でいっぱいになります。



掲載店舗一覧

No. 店舗名（市町村名）・ 連絡先（TEL)

洋菓子

洋１ 洋菓子アルプス（韮崎市）・ 0551-22-0252

洋２ お菓子工房 おひさま（韮崎市）・ 0551-23-0165

洋３ 農産物直売所 たから（中央市）・ 055-274-0831

洋４ カップケーキとジャムの店e-cake（甲州市）・ 0553-39-9293

洋５ 香菓堂（南部町）・ 0556-64-3433

洋６ タマルヤ製菓舗（南部町）・ 0556-66-2027

洋７ ニューヨークスティック（忍野村）・ 0555-84-3276

和菓子

和１ 和菓子うさぎや（韮崎市）・ 0551-22-0273

和２ 萩原製菓（韮崎市）・ 0551-25-5547

和３ 和菓子処 三省堂（甲州市）・ 0553-33-2059

和４ 六郷ゆめひろば（市川三郷町）・ 0556-20-2525

和５ 岩田屋（南部町）・0556-66-2054

和６ 道の駅 富士川（富士川町）・ 0556-48-8700

和７ 竹林堂（富士川町）・ 0556-22-0115 

和８ 東京屋製菓（富士吉田市）・ 0555-22-1547

和９ 木村屋菓子舗（大月市）・ 0554-22-0592

和１０ 植松菓子舗（上野原市）・ 0554-63-0107 

アイス

I１ イルクルソーレ（甲府市）・ 055-209-2104 

I２ 道の駅にらさき（韮崎市）・ 0551-25-5021

I３ 道の駅とよとみ（中央市）・ 055-269-3421 

I４ マルシェK（山梨市）・090-3346-8080 

I５ マルサマルシェ（笛吹市）・ 0553-47-4447 

I６ 相田氷問屋（市川三郷町）・ 055-272-0337 

I７ 富士川クラフトパークスヴニール（身延町）・ 0556-62-5300 

I８ 富士山駅（富士吉田市）

I９ よっちぇ～場 おばぁの台所（道志村）・ 080-7729-1237 

I１０ 八海とうふ（忍野村）・ 0555-84-3029

I１１ 富士眺望の湯 ゆらり（鳴沢村）・ 0555-85-3126 

I１２・１３ 道の駅なるさわ （鳴沢村）・ 0555-85-3900

I１４・１５ 道の駅こすげ（小菅村）・ 0428-87-0765
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掲載店舗一覧

No. 店舗名（市町村名）・ 連絡先（TEL)

パン

B１ 天然培養酵母パン ブルーミングベーカリー（韮崎市）・ 0551-30-7858

B２ 千柳軒（韮崎市）・ 0551-22-0367 

B３ パンのはな（市川三郷町）・ 070-1300-8087 

B４ 花わらべ：春日屋（南部町）・ 0556-64-2169 

B５ 精良軒（富士川町）・ 0556-22-0333 

B６ アデムク亭（富士川町）・ 0556-22-2990 

B７ きのしたベーカリー（丹波山村）・ 0428-88-0620

カフェ

C１ アジール（甲府市）・ 055-255-1800 

C２ AKITO COFFEE（甲府市）・ 055-254-3551

C３ 寺崎COFFEE（甲府市）・ 055-233-5055 

C４ おちゃのじかん（韮崎市）・ 0551-25-2321

C５ PLANET ART（韮崎市）・ 0551-22-3388

C６ CAFE TRETAR（カフェ トレートール）（甲斐市）・ 0551-45-6941 

C７ フルーツパーク富士屋ホテルカフェベラヴィスタ(山梨市) ・ 0553-22-8811 

C８ 桃農家カフェ ラ・ペスカ（山梨市）・ 0553-34-5359 

C９ 工房ＳＴＡＮＧＬ（山梨市）・ 080-1062-7230 

C１０ 83sweets（山梨市）・ 0553-39-9069 

C１1 マルサマルシェ（笛吹市）・ 0553-47-4447 

C１２ 茶話堂 Shion -詞音-（市川三郷町）・ 055-223-3756

C１３ 古民家カフェ鍵屋（早川町）・ 0556-20-5556 

C１４ ムスタチオ（大月市）・ 0554-23-4050 

C１５ 蔵カフェ「ハシドイ珈琲」(上野原市) ・ 090-4096-2968 

C１６ パティスリーアン（忍野村）・ 0555-72-8910

C１７ 葡萄屋kofuハナテラスcafé（富士河口湖町）・ 0555-72-8180
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やまなし Sweets
撮影マップ
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凡例

● 洋菓子・・スイーツといえばやっぱりこれ

● 和菓子・・手土産にもうれしい甘味

● アイス・・1年中楽しみたい美味しさ

● パ ン・・いろいろな味をお楽しみください

● カフェ・・ゆっくりのんびりくつろぎのひととき

●３

７●

●４

※ 本写真集に掲載の商品については、店舗によって定休日や、季節限定・数量限定

商品等ございますので、掲載店舗連絡先にお問い合わせの上、お出かけください。
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平成30年10月
山梨県市町村女性職員会

山梨県

これからも素敵な場所を見つけてご紹介していきます。

写真の撮影場所をインターネット上でも確認できます（外部リンク）

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13UdwISaAXLYSHdxl8XdtXLDOgbH5oi6c&ll=35.51525718457019,138.70941860000005&z=10

