7
クルル

Qurulu

小さな工房の
まごころ込もった
ロールケーキ屋さん
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プレーンロールケーキ

フルーツパフェ

850円（税込）

700円（税別）

イートインあり。
夜もやっている
ケーキ屋さん

チロル鐘山店
山梨県富士吉田市上吉田2328-1
80555-24-0801
営 10：00-20：00 ●
休 水曜定休
●

フルーツと生クリーム・カスタードがケンカしない
どころか相性バツグン！フルーツたっぷりで、女
性やお子様だけでなく男性にも人気の商品。

山梨県富士吉田市上吉田4-1-17
80555-23-8361
営 10：00-18：30 ●
休 日曜定休
●
濃厚ベイクドチーズケーキ 1,320円（税別）

草団子

ふじさんプリン

378円（税込）

3,200円（税込）

山梨県富士吉田市下吉田3-21-11
80555-22-2358
営 10：00-20：00
●
日曜9：30-20：00
クリームあんみつ

600円（税別）

甘さを抑えた草団子と、上に載せられた
甘い餡子のバランスがパーフェクト。全て
の草団子好きに食べていただきたい！

マカロン フリュイ
（3個入り）560円（税別）

焼き団子

サックサクッホロッなマカロン。味はもちろんの
こと見た目もラブリー♥。お土産としていただけ
る人はたちまち笑顔になるでしょう。

プリンの上に生クリームが乗っている。
イ
メージとは裏腹に全くしつこくなく、一度
蓋を開けると、あれ？プリンはどこへ？

富士山ケーキ

いなりずし
（２ヶ） 200円（税別）

お団子（たれ、
ごま、あんこ、
きなこ）
各1本 60円（税別）

甘しょっぱく煮たあげとお米、
その上に少々の
紅ショウガを乗せて。2個じゃ足りない！くらい
に全身の和のセンサーが作動する。

富士山なごり雪ギフト 2,770円（税込）

なごり雪の花、富士山の湧水を使用した水ゼ
リーなどが入ったお菓子の詰め合わせは、お土
産に喜ばれること間違いなし！
（6種/12個入り）

清月 富士吉田店

甲州レーズン

サンドされた大粒の果実は、山梨県産のピオー
ネ。温かいドリンクとぜひご一緒に。
ドライブのお
供にも最適なお菓子です。

ピュアロール 桜

こちらはココア生地クッキーのレーズンサンド。
こっくりとしたココアと薄くのびたホイップがピ
オーネの甘みを引き立てる。

1,350円（税別）

春の期間限定商品。
チェリーの甘酸っぱさとさく
らの香りに、思い出を添えてお召し上がり下さい。

大人の甲州レーズン

桜餅

とらや
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TORAYA

シフォン富士

菜の花

1,200円（税別）

ふじフォンラスク 620円（税別）

フワフワ生地のシフォンケーキから作ら
れたラスクは、程よい甘さとエアリーな
歯触りであっという間にラスト一個に。

少しフンパツして、
とびきりスペシャルな
ケーキを。
ロイヤルショート 580円（税別）

ミルキーでコクのあるふわふわホイップとしっと
りスポンジ、大ぶりイチゴがベストマッチな名物
の贅沢なケーキ。

バームクーヘン

尾張屋

230円（税別）

あなたの中のバームクーヘンを拭い去る逸品。
ホワイトチョコで薄く片面にコーティングしてあ
る、“丸くない”バームクーヘン。

15

210円（税込）

春限定の練り切り。上品な味は、職人さ
んの素敵な人柄がにじみ出ている証拠
である。季節ものなので、お見逃しのな
いように。
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桜

山梨県富士吉田市下吉田2-2-36
80555-22-0787
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山梨県富士吉田市下吉田3-1-5
80555-23-5277
営 10：00-18：00
休 不定休
●
●

140円（税込）

桜色のお餅と甘く煮た餡子が丁寧に桜
の葉に包まれてショーケースの中で上
品にほほ笑んでいる。あっぱれ！

春木屋

お米の甘みとみたらしの甘醤油タレがな
んともたまらない。ねっちり系の何本でも
いけちゃうお団子。

220円（税別）

女将さんが切り盛りする、
創業100年以上の
富士吉田最古の和菓子屋さん

いつもお客さんが
いっぱいのお茶屋さん

芳醇なほうじ茶フレーバーのソフトは、
リピーターさん続出の逸品。
後を引かない甘さ控えめなアイスなので、老若男女問わず愛されて
います。※アイスのフレーバーは隔週変動あり。
（ 抹茶、ほうじ茶）

200円（税別）

山梨県富士吉田市下吉田5-15-32
80555-24-7011
営 9：00-19：00
●

一度に全種類を食べても苦しくならないお団
子。お米の味を残して生かしつつ、たれ・ごま・
あんこ・きなこの香りもしっかりと味わえる。

ほうじ茶ソフト 260円（税込）

地元の食材を厳選して、丁寧に焼き上
げたシフォンケーキ。
しっとりふわふわで
ほっぺたがとろけるー。

Abend

140円（税別）
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山梨県富士吉田市下吉田3-19-12
80120-241-603
営 9：00-19：00
●

ふじフォン 大

アーヴェント
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食べ歩きにもってこい！
大人気の上吉田の
お団子屋さん

山梨県富士吉田市大明見2-23-44
80555-24-8488
営 10：00-18：00
●
休 火曜・第４水曜 定休
●
（祝・祭日は営業）
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150円（税別）

もちもちした歯切れのいいヨモギのお餅と餡子
の草餅。大きいのに安い、
そして家庭を思い出
す温かいお味。

90円（税別）

やさしさとホスピタリティの
シフォンケーキ。
ラブリーなパッケージが
アイコニック！

草餅

たっぷりのフルーツとバニラアイス、あんこ、
そし
て寒天の”まさに宝石箱！”。嬉しいことに、お茶
もセットで付いてきます。

90円（税別）

フォークで一口大にカットしお口に運べばあら
ビックリ！チーズの厚みのある香りがありつつ、
後に響かない魔法のチーズケーキ。

ギャラリーも併設した
洋菓子屋さん。
お土産と言ったらココ！

山梨県富士吉田市新西原1-8-1
80555-24-5888
営 8：00〜22：00 ●
休 無休
●

216円（税込）

4

3

山梨県富士吉田市松山1288-5
8080-1278-0408
営 11：00-19：00 ●
休 水曜定休
●

シュークリーム

真っ青な山肌にシュガーコーティングで雪
を表現しているその姿はまさにあの富士
の山。“おいしい”+“映える”の一石二鳥の
ケーキ。

丸屋菓子店

Belle et singe

べんけい
こちらのシュークリームは地 元の人だけ
でなく、県 外 にもファンが 沢 山 。バニラ
ビーンズをふんだんに使ったカスタード
は、飲みほせるくらい。

フルーツタルト 380円（税込）

こだわりの素材や
製法で作られる
ケーキ屋さん

ベル・エ・サンジュ
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パティスリー木村屋
山梨県富士吉田市上吉田2
80555-22-3560
営 9：00-19：00 ●
休 火曜定休
●

（緑ヶ丘店もあり）

末広富士最中

富士山型のお餅入りの最中。エアリー
で香ばしい皮と甘すぎない餡子。
インス
タ映え上級者必見！

プリンとシュークリーム
の有名店。
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1

120円（税別）

手土産に困ったらココ！な
定番の和洋菓子店

430円（税込）

国産の丹沢栗を使用した新商品。デザインの
凝ったかわいい、栗の香りとクランキーな底と、
舌触りが心地よいケーキ。

さくや富士

優しくも香りの効いたバターと餡子の洋
×和のお味が、不思議とお口の中で調
和 する。お 茶だけでなく、紅 茶 やコー
ヒーとも相性◎

吉田のうどんや
定食が食べられる、
イートイン＆テイクアウトのお店
富士の森

軒端富士どらやき 150円（税別）

厳 選されたすべての材 料と、手 焼きの
ぬくもり、職人の本気を感じるどらやき。
パッケージは、昔懐かしい富士吉田の
情景がモデルになっています。

こんもり盛られたバニラアイスとフルーツ
のVery big!なパフェ。上にポチョンと乗っ
たチェリーに昔懐かしさを覚えます。

生地もホイップクリームも、ナイフが困ってし
まうくらいにフワフワで、つい頬張ってしまう。
一人で一本食べられちゃいます！

素材にこだわった
老舗の和菓子屋さん

山梨県富士吉田市竜ヶ丘1-5-1
80555-22-1547
営 9：00-19：00 ●
休 火曜定休
●

山梨県富士吉田市下吉田5-22-24
80555-22-0547
営 12:00-14:00/18:00-21:00
●
休 日曜定休
●

スイーツマップ
富 士 山と織 物とうどんの町 、富 士 吉 田 。
実はスイーツも結 構アツいんです。今 回は、地 元の女 子 大 生の食べつくしマップ。
お 気に入りのお 店が 見つかるかも？

東京屋製菓

ベルギー蔵の家

山梨県富士吉田市大明見2-8-6
8090-7813-2691
営 10：00-18：00
●

ふじよしだ
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和食、洋食を気分で
選べるカフェ。
あずきアイスも大人気！

210円（税込）

こちらも春限定の練り切り。豆皿に移す
と、
なんとも卓上が春めく。
ビスキーマン
やカステラなど鉄板商品だけでなく、季
節を先取りした練り切りもぜひ。

和菓子と
お手頃アイスで有名な
山梨ブランド

シャトレーゼ下吉田店
山梨県富士吉田市下吉田9-1-11
80555-23-9788
営 9：00-21：00
●
極上スイーツミルクレープ

302円（税込）

丁寧に焼かれたモチモチのクレープ生地と甘
さ控えめのクリーム。一口食べると、一瞬で終
わってしまう、
この幸せ！

キャラメルマキアートダブルシュー
108円（税込）
キャラメル風味×コーヒーカスタードのダブル
生クリームと、クッキーが 乗った ジュワっと
シュー生地のほろ苦コラボがたまらない。

※商品価格、営業時間等の店舗情報は予告無く変更する場合がございます。

